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甲府市農業委員会５月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和元年５月３０日（木曜日）午後２時００分から午後２時４３分 

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（18名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之   3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫  9番 菊島  建 

 10番 關野  登  11番 森  信二  12番 花形 満寛  13番 末木 瑞夫 

14番 土屋 正人  15番 萩原 爲仁  16番 小林 雅宗   17番 山本  一 

 

４．欠席委員（1名） 

6番 田中 由美 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

    係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 牧野 公治 

       技 師 井上 健洋 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 令和元年６月告示分農用地利用集積計画について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 競・公売適格証明について（市街化区域届出） 
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報告第５号 農地法第４条第 1項の規程による届出について（許可不用） 

報告第６号 返納届について 

報告第７号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後 2時 00 分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、令和元年 5月定例総会を始めます。 

本日の総会は、農業委員が定数 19 名中 18 名の出席により過半数を超えております

ので、農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 5 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、5月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 9番の菊

島建委員と、10 番の關野登委員のお二人にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第 1 号は農地法第 3

条の規定による許可申請についてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 2 件、無償移転が 1 件ございまして、いずれも

第 3 条の資格要件を全て充たしております。議案書 1 ページの 1 番をご覧ください。

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。

昇仙峡警察官駐在所から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面は道路、西面

は宅地、北面は農地となっています。譲受人は○○○○○○○○○○○○○○○を行

っているが、新たな農地購入を検討していたところ、申請地が立地条件に適している

ことから、取得し○○○○○○○したいとのことです。譲受人の現在の経営面積は○

○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、○○○○を行う計画です。 

続きまして、議案書 2 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲
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受人については、議案書記載のとおりです。向町二交差点から○○ｍほど○○に位置

する農地で、東面・南面は道路、西面・北面は宅地となっています。譲受人は譲渡人

の○にあたり、○○○○○○○を行っているが○の営農する農家を引継ぐこととなっ

たため、一部経営移譲したいとのことです。譲渡人の現在の経営面積は○○○㎡であ

り、譲受人と○○○であるため計画面積は変わらず、申請地には引き続き○○○○○

する計画です。 

続きまして、議案書 3 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲

受人については、議案書記載のとおりです。中畑交差点から○○ｍほど○○に位置す

る農地で、東面・南面･北面は山林、西面は農地となっています。譲受人は○○○○○

○○○○○○○○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討していたところ、

申請地が立地条件に適していることから、取得し○○○○○○したいとのことです。

譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、申

請地は○○○○を行う計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は千代田地区です。末木委員よりお願いします。 

○千代田地区委員（末木委員） 

   １番の案件は事務局の説明通りです。よろしくご審議のほど、お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに、2番の案件は玉諸地区です。落合委員よりお願い

します。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   玉諸の落合です。2 番の案件も事務局の説明どおりです。何ら問題ないと思います。

よろしくご審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに、3番の案件は中道南地区です。小林委員よりお願

いします。 

○中道南地区委員（小林委員） 

   3番の案件は、事務局から説明があったとおりですが、山間の谷にあたる土地で、譲

受人が○○代で 2 年ほど前から○○と一緒に地元で作られている○○○○○○○する

中で、特に○○○○に力を入れて栽培していて、○○○○であれば獣にも荒らされに

くいということと、粘土質の土を好むということで、今回は○○○○ということで、

この土地を取得したいということです。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。その土地にあった作物を選んでの○○○○ということで

す。それでは質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 
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○議長（西名会長） 

   それでは、特に意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 1号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただいたので、議案第 1 号については決定し、許可書の交付

をして参ります。 

   つぎに、議案第 2 号は農地法第 4 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 3 件でございます。議案書 3 ページの 1 番、地図は 1 ページ

の 4条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記

載のとおりです。昇仙峡警察官駐在所から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は

宅地、南面・西面は農地、北面は道路となっています。農地区分は、第 2 種農地と判

断しました。申請人は、昭和○○年頃より、申請者の○○が自宅として転用していた

ことから、今回経過理由書添付による申請となります。 

続きまして、議案書 2番、地図は 2ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。甲運小入口交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面・北面は宅地及び農地、西面は農

地となっています。農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例外で、申請に係る土地

周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。申請人は、従前所有

者より申請地を相続したが、農業従事経験が無く、農地銀行や所有権移転を農業従事

者に打診したが断られてしまい、やむを得ず転用を検討していたところ、隣接してい

る事業者が申請地を賃貸借で借りたいとのことであったため、今後農地として利用す

る計画が無いことから、申請者が当該申請地を整備し○○○○として事業者に貸し出

すとのことです。 

続きまして、議案書 3番、地図は 3ページの 4条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。境川橋東詰交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面は雑種地、西面は農地、北面は宅地及び

農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、昭和○○

年頃から許可を受けずに自身の所有する敷地内に用悪水路を付替えし使用してきたこ

とから、今回経過理由書添付による申請となります。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番案件は千代田地区ですので、末木委員よりお願いします。 
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○千代田地区委員（末木委員） 

   この案件については、昭和○○年に千代田湖の溜池を作るために移転して、昔のこ

となのでそのまま地目を宅地に変更することもなかったということです。内容は事務

局から説明がありましたが、よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 2 番の案件は甲運地区ですので、森委員よりお願

いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   2番の案件は、事務局の説明どおりです。農地的にはいいのですが、畑へ入る道がな

くて入っていけない場所で、貸すことによって自分の宅地のところを通って中へ入る

そうです。あとは問題ないと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番の案件は中道北地区ですので、土屋三千雄委

員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   3番の案件でございますが、地図を見てください。当初水路が敷地の中を走っていま

したが、地図の南側のとおりＬ型に利便性よく設置しました。詳細は事務局の説明と

おりです。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひととおり地元委員から補足説明が終わりました。これ

より質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたら挙手をお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 2号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、決定させていただきます。議案第 2 号のう

ち、2番の案件については 1,000㎡以上ですので、県農業会議へ許可相当ということで

諮問をして参ります。他の案件については 1,000 ㎡未満ですので、許可書の交付をし

て参ります。 

   つぎに、議案第 3 号は農地法第 5 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 39 件、賃貸借が 1 件、使用貸借 1 件計 41 件

となります。議案書 4ページの 1番、地図は 4ページの 5条№1をご覧ください。申請
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地の所在・地目・面積・譲受人・譲渡人については、議案書記載のとおりです。禅林

院から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は山林、南面・北面は農地、西面は宅

地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は隣接地におい

て○○○○○しているが、○○が集まることが出来る施設が不足しており、申請地は

立地条件及び利便性に適しているため、取得し○○に転用したいとのことです。転用

後は、○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 2番、地図は 5ページの 5条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。桜井交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は農地、南面は鉄道用地、西面は宅地と

なっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は、近隣で○○○○

○○することとなり、土地選定をしていたところ、申請地が立地条件に適しており、

需要が見込まれることから、取得し○○○○に転用したいとのことです。転用後は、

○○○○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 3番、地図は 6ページの 5条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・借人・貸人については、議案書記載のとおりです。西高橋交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地、南面・西面・北面は農地となってい

ます。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。借人は貸人の○にあたり、現在の○

○○○○になったため、申請地を使用貸借し○○○○○○○したいとのことです。転

用後は、○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 5ページの 4番、地図は 7ページの 5条№4をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。雇用

促進住宅東交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面は既存資材置場、

西面は用悪水路及び堤、北面は農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断

しました。譲受人は○○○○○○○○○○○○しており、隣接地を○○○○○○○○

○○として利用しているが、近年○○○○○○○○○○○○○○○○が不足し、土地

選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得し○

○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 5番、地図は 8ぺージの 5条№5をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。油川寺から○○ｍ

ほど○○○に位置する農地で、東面・南面・西面は道路、北面は宅地となっています。

農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○○○○○○○○○

○しているが、近年○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が不足し、

土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得

し○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 6ページの 6番、地図は 9ページの 5条№6をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。白井

交差点から○○ｍほど○○○に位置する農地で、東面・西面は雑種地、南面は道路、

北面は農地となっています。農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例外で、申請に
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係る土地周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。譲受人は○

○○○○○○○○○○○○しているが、現在○○○○として利用している土地につい

て所有者から返還を求められたため、新たな○○○○が必要となり、土地選定してい

たところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、賃借し○○○○に転

用したいとのことです。 

続きまして、議案書 7 番、地図は 10 ぺージの 5 条№7 をご覧ください。申請地の所

在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。中道橋南詰交

差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地及び宅地、南面・西面・北

面は宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断いたしました。譲受人は○

○○○○○○○○○○しているが、甲府市郊外での事業展開を検討していたところ、

申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得後○○○○○○○○○○○

○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、次の案件は県許可の案件です。総会で許可相当となった場合、県に進

達という形を取り許可は県知事名となります。議案書 7ページの 8番から 19ページの

41 番は関連案件となります。地図は 11ページの 5条№8から№41をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・譲受人・譲渡人については、議案書記載のとおりです。笛

南中通学路交差点から○○ｍほど○○の範囲で、東面は農地、南面は堤、西面･北面は

道路となっています。農地区分は、第 1 種農地不許可の例外と判断しました。譲受人

は○○○○○○○○○○○○○○○しているが、リニア中央新幹線鉄道事業に伴い、

現在稼働中の施設が鉄道施設用地として買収されることとなったため、新たな施設を

必要とするため土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適している

ことから、取得し○○○○として転用したいとのことです。転用後は、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○する予定です。

なお、盛土については 30センチほどで、調整池を設置するため大雨時の対策も取られ

ております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は相川地区ですので、保坂委員よりお願いします。 

○相川地区委員（保坂委員） 

   1番の案件ですが、○○に隣接する農地に○○○○○するということです。開発許可

の段階で用排水の廃止が問題になりました。ちょうど今年度から甲府市の下水道計画

の拡張計画の中に入っていて、この○○の入口まで今年度着工すると上下水道局より

説明がありました。しかし１番の案件は計画除外地で、○○○○○でなければだめと

いうことで、○○○○○などがこのエリアに入っていますが、今回の申請場所は傾斜

があり山林に隣接しているため計画区域外ということです。ただし○○○○○につい

ては、○○○○がありクリアしなければなりませんが、○○○は竜華池です。竜華池

の土地改良区としても基準をクリアできれば仕方ないということです。近くにも○○

がありますが、そちらは既に○○が作ってあり、○○○○○○○○という形で竜華池
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へ○○しています。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 2 番の案件は甲運地区ですので、森委員よりお願

いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   2番の案件については事務局の説明どおりです。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番の案件は玉諸地区ですので、落合委員よりお

願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   落合です。3番の案件ですが、○○は違いますが○○という関係ですので、何ら問題

ないと思います。よろしくご審議のほど、お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 4 番の案件は山城地区ですので、關野委員よりお

願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   4 番の案件ですが、昨年 11 月に除外案件として既に審議をして了承したものです。

今回は転用申請として除外をしてなかったところを、申請どおり止むを得ないものだ

と思います。以上です。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。5番の案件は山城地区で、私の担当地区です。こちらは新

規就農者が○○○○○○○を作っていましたが、地図でご覧のとおり三方を住宅等に

囲まれて大変作りにくいということであったところ、○○○○への転用ということで、

問題ないと思います。よろしくご審議のほどお願いします。 

つづきまして 6番、7番の案件を中道北地区ですので土屋正人委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋正人委員） 

   6番の案件ですが、隣に○○が出きて、その隣は雑種地で○○○○になっていて住宅

にもかかっているとうことで一種農地であったが薬剤散布等ができないということで 

譲受人が、別の○○○○を返さなければならないということで、渡りに船という中で

の案件で、詳しいことは事務局の説明どおりです。 

7番の案件は先月競売物件の適格証明願いが出た案件です。こちらについても事務局

から説明のあったとおりです。以上です。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 8番から 41番の大型案件です。中道北地区ですの

で、山本委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（山本委員） 

   それでは 8番から 41番までの案件について説明します。概要は事務局の説明のとお

りです。リニアの通過に伴い○○○○を移転しなければならないということで、当該
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地が適当ではないかということです。全体の面積は○○○○㎡弱ということですが、

建物そのものは約○○○○㎡です。○○○○○○○○○○ほどになりますが、隣接の

農地に説明をしていますし、近隣住民にも説明し了承も受けていると聞いております。

それから、エリア内には当然、既存の農道や堰がありますが付け替えをしながら、事

前に市と協議をして了承を得られるということです。また先ほどお話があったとおり、

調整池として 2,240 ㎡、水深が 1ｍほどの調整池を設置し雨水等の対応もしています。

さらに、小学校、中学校の通学路も隣接しており、心配しているところでしたが、運

送の時間が朝 4時から 6時と、午前 11時頃がピークということなので、通学にはそれ

ほど影響はないと思っています。当然、学校とも協議のうえで進めています。その他

についても事前協議をして許可を受けられるということが見込まれておりますので、

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員から補足説明が終わりましたので、これより質

疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

よろしいでしょうか。リニア関連で多くの農地がこういった形で犠牲になるという

ことでございます。駅の前の問題はまだ決定はしておりませんが、中道北小学校の関

係でも 20,000 ㎡ほどの農地が新たになくなってしまいます。トータルでは 70,000 ㎡

位こういった形で犠牲になるのではないかと思います。リニア甲府駅前の周辺の整備

については、もっともっと大変な面積で、いずれ 35ha位はこの関連で農地が減ってし

まうのは残念でございますが、ご理解をいただきたいと思います。 

   それでは、特別意見も無いようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 3号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この議案 3 号の案件については決定させて

いただきます。このうち 3 番、5 番、6 番、7 番の案件については 1,000 ㎡未満になり

ますので、早速、許可書の交付をして参ります。1番、2番、4番の案件については 1,000

㎡以上になりますので、許可相当ということで県の農業会議に諮問して参ります。 

   また、8 番から 41 番の案件については 20,000 ㎡以上の特殊な案件になりますので、

事務局から説明のあったとおり県の許可となります。よろしくお願いいたします。 

   つぎに、関連がありますので報告第 1 号から第 6 号について、事務局より説明して

ください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 20ページをご覧ください。先
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月の総会案件のうち、4条 5 条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、いず

れの案件も許可相当との答申を受けました。21 ページからは平成 31 年 4 月 16 日から

令和元年 5月 15日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出

を掲載しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきまし

ては、議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決によ

り交付済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ただいま、事務局から報告第 1 号から 6 号の説明がありましたが、皆様のほうで、

ご質問がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

よろしいですか。それでは報告事項ですので、ご了承願いたいと思います。 

つぎに、議案第 4号は令和元年 6月告示分農用地利用集積計画について事務局より 

説明してください。また、関連がありますので報告第 7号も併せてお願いします。 

 

○事務局（井上技師） 

それでは説明に入ります。今月は、新規設定 3件、再設定 8件、計 11件の申出があ

りました。議案書は、29 ページの表は、新規設定です。千代田・中道南地区からの申

出がありまして、合計面積は 1,870㎡です。中段の表は、平成 31年度の目標面積 115,900

㎡に対し、設定面積は 56,714 ㎡となり、達成率は 49％となります。続いて、30 ペー

ジの表は、再設定です。相川・甲運・二川・山城・中道北・中道南地区からの申出が

ありまして、合計面積は 12,476 ㎡です。中段の表、平成 31 年度の目標面積 290,000

㎡に対し、設定面積は 108,082㎡となり、達成率は 37％となります。 

31 ページ 1 番から 3 番までは新規設定。32 ページ 4 番から 33 ページ 7 番までは

再設定。33 ページ 8 番から 34 ページ 11 番までは再設定の更新となっています。以

上、全ての案件の借手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積及び、農作業従事日

数を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用しております。これ

らを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合してい

ることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による借手の要件を満たしており

ます。 

 引き続き、35 ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。8 件の解約となりま

す。解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっております。解約の届け

が提出されましたので報告いたします。以上案件について説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局からひととおり、説明が終りましたので、質疑に入ってまいります。皆様か

らご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 
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○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 4号について、賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、議案第 4号は決定させていただきます。 

なお、報告第 7号については、報告事項ですのでご了承いただきたいと思います。 

 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

本日予定をしている全ての審議を終了しましたが、皆様の方から、何かありました

らお願いします。 

以上をもちまして 5月定例総会を終了いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

午後 2時 43 分 閉会 
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