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平成２７年度第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２７年５月２２日（金）午後３時から午後４時３５分まで 

２ 会場 調布市グリーンホール２階会議室 

３ 評議員総数及び定足数 総数６名、定足数４名 

４ 出席評議員数 ４名 

（本人出席）西原 稔、西村伸夫、八田主税、山本良子 

（理事者出席）理事長 荻本貞臣、副理事長 原島敬之、常務理事 吉田隆司 

理事 土方和巳（事務局長） 

（監事出席）飯田廣己、髙徳信男 

（議長）評議員 西原 稔 

 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第１号議案 議事録署名人の選出の件 

イ 第２号議案 理事選任の件 

ウ 第３号議案 理事選任の件 

エ 第４号議案 理事選任の件 

オ 第５号議案 理事選任の件 

カ 第６号議案 理事選任の件 

キ 第７号議案 理事選任の件 

ク 第８号議案 評議員選任の件 

ケ 第９号議案 評議員選任の件 

コ 第１０号議案 評議員選任の件 

サ 第１１号議案 評議員選任の件 

シ 第１２号議案 評議員選任の件 

ス 第１３号議案 評議員選任の件 

セ 第１４号議案 監事選任の件 

ソ 第１５号議案 監事選任の件 

タ 第１６号議案 平成２６年度収支決算の承認の件 
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（２）報告事項 

ア 理事会の開催結果の件 

イ 平成２６年度事業報告の件 

ウ 平成２７年度事業計画の件 

エ 平成２７年度収支予算の件 

オ 寄附物品等の受入の件 

カ 給与規程等の改正の件 

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

Ａ理事から事務局に定足数の確認を行ったところ、評議員６名のうち、出席４名欠

席２名であり、評議員会運営規則第９条に基づき定足数を満たしていることを確認し

た。続いて、配付資料の確認、議事進行の確認に続き、西原評議員を議長として開会

を宣言した。 

（２）審議 

ア 【審議事項】第１号議案 議事録署名人の選出の件 

＜結果＞ 

本件については、定款第２１条に基づく議事録署名人として西村評議員、山本評

議員を選出することを可決した。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 理事選任の件 

ウ 【審議事項】第３号議案 理事選任の件 

エ 【審議事項】第４号議案 理事選任の件 

オ 【審議事項】第５号議案 理事選任の件 

カ 【審議事項】第６号議案 理事選任の件 

キ 【審議事項】第７号議案 理事選任の件 

※ 第２号議案から第７号議案までについては、一括して議案概要を説明することとし、 

第３号議案以降の議案書朗読は省略する旨、議長から提案し、出席評議員全員の了承

のもと、審議に入った。 

  なお、採決については議案ごとに行った。 
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＜結果＞ 

第２号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第３号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第４号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第５号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第６号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第７号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

本評議員会をもって理事の任期が満了となります。本件については、平成２６

年１２月の臨時理事会における協議を行い、また、２月の臨時評議員会でも報告

し、現在の役員の再任の方向で調整を進めてきました。 

４月３０日に行われた平成２７年度第１回定時理事会において、理事候補者名

簿が整いましたので、議案として提案するものです。 

 

ク 【審議事項】第８号議案 評議員選任の件 

ケ 【審議事項】第９号議案 評議員選任の件 

コ 【審議事項】第１０号議案 評議員選任の件 

サ 【審議事項】第１１号議案 評議員選任の件 

シ 【審議事項】第１２号議案 評議員選任の件 

ス 【審議事項】第１３号議案 評議員選任の件 

※ 第８号議案から第１３号議案までについては、一括して議案概要を説明することと

し、第９号議案以降の議案書朗読は省略する旨、議長から提案し、出席評議員全員の

了承のもと、審議に入った。 

  なお、採決については議案ごとに行った。 

＜結果＞ 

第８号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第９号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第１０号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第１１号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 
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第１２号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第１３号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

本評議員会をもって評議員の任期が満了となります。本件については、平成 

２６年１２月の臨時理事会における協議を行い、また、２月の臨時評議員会でも

報告し、現在の役員の再任の方向で調整を進めてきました。 

４月３０日に行われた平成２７年度第１回定時理事会において、評議員候補者

名簿が整いましたので、議案として提案するものです。 

 

セ 【審議事項】第１４号議案 監事選任の件 

ソ 【審議事項】第１５号議案 監事選任の件 

※ 第１４号議案及び第１５号議案については、一括して議案概要を説明することとし、 

第１５号議案の議案書朗読は省略する旨、議長から提案し、出席評議員全員の了承の

もと、審議に入った。 

なお、採決については議案ごとに行った。 

＜結果＞ 

第１４号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

第１５号議案については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

本評議員会をもって監事の任期が満了となります。本件については、平成２６

年１２月の臨時理事会における協議を行い、また、２月の臨時評議員会でも報告

し、現在の役員の再任の方向で調整を進めてきました。 

４月３０日に行われた平成２７年度第１回定時理事会におきまして、監事候補

者名簿が整いましたので、議案として提案するものです。 

 

ア 【報告事項】理事会の開催結果の件 

イ 【報告事項】平成２６年度事業報告の件 

※ 審議事項タの前に報告事項ア及びイについて一括して報告する旨、議長から提案し、
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出席評議員全員の了承のもと、一括して説明を行った。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２７年３月２６日に開催した平成２６年度第２回定時理事会について報告

します。審議事項は、平成２７年度の事業計画及び予算の承認の件など、合計４

件でした。報告事項は、評議員会の開催結果の件、代表理事及び業務執行理事の

職務執行状況の件の２件でした。 

また、平成２７年度第１回定時理事会は平成２７年４月３０日に開催されまし

た。審議事項は合計で１８件、うち１４件は、理事、評議員及び監事の候補者名

簿の件です。この他、平成２６年度の事業報告及び決算の承認の件、感謝状の贈

呈の件などがありました。報告事項は、寄附物品等の受入の件、給与規程の改正

の件の２件でした。 

徳永コミュニケーション課長 

平成２６年度事業報告について説明します。 

平成２６年度は、平成３０年度までの基本計画の２年目として、財団及び館ご

とに定めたミッションに基づき、芸術・文化、コミュニティ、生涯学習の各種事

業と、文化会館たづくり及びグリーンホールの施設管理運営に取り組みました。

また、文化会館たづくりとグリーンホールの指定管理者としては第３期目がスタ

ートし、館の特性を生かして積極的に事業展開を図りました。 

具体的には、平成２６年度事業を計画するにあたり、４つの事業を重点施策と

位置づけ実施しました。まず、昨年度から新たな取組として実施した「クリエイ

ティブリユースでアート！」は、調布の魅力をテーマに、市内事業所と連携した

美術展示を実施し、芸術・文化の振興とコミュニティの活性化を図りました。次

に、市内アウトリーチ事業は、市民が身近に芸術・文化に触れることのできる機

会を提供することによって、当財団が実施するさらなる認知度向上と芸術・文化

をとおした地域活性化を図りました。また、「桐朋学園オーケストラ」は、桐朋

学園大学音楽学部と締結した相互協力提携に関する協定により、学生に公演の場

を提供するとともに、市民が音楽を楽しむことができる機会を拡大し、地域の芸

術・文化の振興を推進しました。 

事業内容については、１１の事業項目に分けて説明します。 
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１、美術振興事業は、文化会館たづくり１階展示室と９階回廊リトルギャラリ

ーにおいて、多くの市民が主体的に芸術・文化にかかわり、その楽しさを享受で

きる環境を整え、幅広い世代が楽しめる機会を提供しました。展示室では、節目

の年である作家に焦点を当てた展示などを実施したことにより市内外に広く注目

を集め、多くの来場がありました。 

２、芸術振興事業は、多くの市民が芸術・文化に触れることの心地よさを知り、 

誰でも気軽に参加できるよう企画した事業を提供し、市民の多岐にわたる興味に

応える事業運営に努めました。リニューアルして２年目となる調布音楽祭や、昨

年、相互協力提携に関する協定を締結した桐朋学園オーケストラをはじめとした

音楽事業など、調布市が誇る豊富な地域資源を活用した事業展開を図りました。 

３、体験育成事業は、美術振興事業や芸術振興事業と連携し、ワークショップ

やバックステージツアーなどを実施するとともに、調布ゆかりの芸術家などに出

演の機会を提供する事業展開に努めました。 

４、映像文化事業は、映画のまち調布を推進する事業展開を図りました。平成

元年からスタートして、今年で２６回目を数えた調布映画祭では、２４作品を上

映し、１万人を超える来場がありました。また、ショートフィルム・コンペティ

ションでは、新たに新進の映像作家の自主制作作品の上映やシアタートークを実

施しました。このほか、固定のファンも多いグリーンホールにおける映画上映、

調布シネサロンでは、「俳優・宇津井健～青春の記録～」と題して、年間で６作

品を上映しました。 

５、文化祭事業は、事務局となる調布市文化協会をはじめ、実行委員会の皆様

のご尽力により、第５９回調布市民文化祭を盛大に実施することができました。 

６、地域コミュニティ活性化事業は、市民、地域が集い、交流を促進すること

を目標として、「調布よさこい２０１４」を実施しました。調布駅南口を会場に

加えたことと、周辺商店会のご協力もあり、過去最高の来場者数となりました。

また、よさこい以外にも、市内各地域で実施されるイベントへの参画や助言を行

い、地域コミュニティの活性化支援に努めました。 

７、芸術・文化学習事業は、ちょうふ市民カレッジを３４講座実施しました。

一部の事業が文化庁の助成事業に指定され、自主財源確保の一助となりました。

このほか、芸術系大学を中心に１２の大学の協力を仰ぎ、市内・近隣大学等公開
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講座を２４講座実施しました。 

８、活動援助事業は、芸術・文化を通じて市内の各地域コミュニティの活性化

を図るため、出演者の紹介や運営のアドバイス、音響機材やテント等の用具貸し

出しを年間をとおして実施しました。 

９、広報事業は、重点施策に掲げられている事業として、係単位ではなく、組

織の横軸を繋ぎ連携を意識した事業展開を図りました。ソーシャルメディアの新 

たな取組や割引制度の検討及び導入など、他の部署と協議を重ねてまいりました。 

また、市民意識ニーズ調査を実施し、要望や意見の把握に努めました。引き続き、

市民のニーズを的確に事業に反映できるよう、事業系部署をはじめ財団全体で協

議、検討を重ねてまいります。 

１０、施設管理運営は、指定管理者として市民の立場に立った運営を心がけ、

安全・安心を第一に、快適で、誰にでも優しい施設運営に努めました。文化会館

たづくりの入館者数は、前年度に比べ、月平均で約１５万人から約５，０００人

増である、１か月当たり１５万５，０８７人、年間で６万人増の約１８６万人と

なりました。増加した要因としては、年間を通じて機を得た展示の実施や音楽祭

の開催はもとより、エントランスホールのライトアップやソーシャルメディアの

活用など、当財団の魅力を積極的に実施した成果と考えています。今後もたづく

りの魅力の創造と発信に取り組んでまいります。 

１１、人材育成は、市民と芸術をつなげる専門的人材であるアートマネジメン 

ト人材の育成のため、国や大学が実施する研修会へ積極的に参加しました。また、 

自己財源の確保へ向けた資金調達やファンドレイジングに関するセミナーへの参

加、大学が実施するマーケティング実習へ職員を派遣しました。このほか、職層

ごとに求められる力を強化する研修を実施したほか、全職員を対象として自己啓

発を促す機会を設け、人材育成から組織力の向上を図りました。 

平成２７年度以降においても、平成２６年度に実施した事業の振り返りをもと

に、さらなる芸術・文化の振興に努めてまいります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ評議員 

昨年１０月、くすのきホールに４Ｋ対応のデジタルシネマパッケージが導入さ

れましたが、どのような活用をするのでしょうか。 
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徳永コミュニケーション課長 

「映画のまち調布推進委員会」の委員とともに、デジタルシネマパッケージの

活用について協議、検討を進めていきたいと考えています。 

Ｂ評議員 

調布映画祭は、例えば「洋画特集」「邦画特集」といったテーマで、コンセプ

トをもったほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。 

徳永コミュニケーション課長 

今回のご意見を実行委員会にお伝えし、「調布映画祭２０１６」をどのように

進めるか検討していきたいと考えています。 

Ｃ評議員 

調布映画祭は全て無料で実施しており、来館したものの満員で入場できなかっ

たという声も聞こえます。例えば、ワンコイン制などの導入を検討してみてはい

かがでしょうか。 

徳永コミュニケーション課長 

有料で実施する場合、フィルム賃借料が上がるという課題があります。また、

興行組合等への加入や、２年後に調布に開業予定であるシネマコンプレックスと

の関係を見据え、有料化を考えなければならない時期であることは認識していま

す。有料化のメリットとしては、今まで上演することができなかった映画も上映

可能性が広がるといった点を期待しています。 

Ｃ評議員 

文化会館たづくりは、前年度と比較すると入館者数が増加したようです。何か

考えられる理由があれば聞かせてください。 

徳永コミュニケーション課長 

エントランスホールを活用して、たづくり事業課と総務課施設管理係が連携し、 

施設の魅力を発信する事業に努めました。また、ＪＶＡフェスタが文化会館たづ

くりをご利用いただき、その来場者の動きがあったと考えています。 

さらに、桐朋学園大学の一部が仙川から調布に移転したことにより、文化会館

たづくりを文化祭の会場としてご利用いただいた点も入館者数が増加した要因と

して考えています。 

Ｄ評議員 
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広報事業において、ユーチューブやフェイスブックの効果はどのように認識し

ていますか。 

徳永コミュニケーション課長 

今までは、事業に来ていただくための事前情報の発信が中心でしたが、これら

の導入により、事業当日の実施の様子を発信できるようになり、次回の集客に繋

がると考えています。また、ユーチューブとは別のソーシャルメディアも活用し、

連動した情報発信に努めています。 

 

タ 【審議事項】第１６号議案 平成２６年度収支決算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２６年度の決算額について説明します。事業活動収入の合計額は 

１２億９，９６５万９，６９０円、執行率は９７．０７％となっています。 

この中で自主事業収入については、決算額が６，１０８万１，５１１円で、予

算に対する執行率は８１％です。 

なお、平成２５年度の決算値は６，０４０万２，１１３円でしたので、事業収

入としては若干増となっています。また、助成金支援金収入が 

４０５万５，００６円となっており、目標額の３２１万１，０００円からプラス

８４万円余で、実績は１２６％となりました。 

事業活動支出の部については、決算額が１３億１８４万２７円で、執行率が 

９６．７８％となりました。 

支出については、事業及び施設管理に関する支出予算額を１２億３，６００万

円余としていたところ、１２億２７０万円余に抑えています。その結果、事業積 

立の取崩額が、予算上では１，３６３万円でしたが、９５３万円に抑えています。 

結果として、調布市への精算戻入額は、受託事業収入である図書館の管理委託料

の３４０円となり、市の補助金とたづくり及びグリーンホールの指定管理料にお

いては０円となりました。 

決算額については、収入、支出とも単年度精算をしているため、同額となりま
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す。事業活動、投資活動、財務活動それぞれの収入または支出の合計額である 

１３億１，３００万３，７８２円が総額となります。 

正味財産増減計算書の計上の増減は、収支計算書の内容とほぼ同様となってい 

ます。当期経常外増減額は０円であり、今期の経常外の損益は発生していません。 

なお、平成２６年度末の正味財産の残高は、５億７，３３４万１，０２２円と

なりました。 

貸借対照表について説明します。まず、資産の部です。流動資産合計は 

１億１，２９８万６，５３０円、固定資産合計は５億８，６０３万１，５１４円

となり、資産合計は６億９，９０１万８，０４４円となりました。次に、負債の

部です。流動負債合計は１億１，８４３万７４円で、固定負債と合わせた負債の

合計は１億２，５６７万７，０２２円となりました。 

次に、正味財産の部です。指定正味財産合計は５億円です。一般正味財産合計

が７，３３４万１，０２２円で、負債及び正味財産の合計は 

６億９，９０１万８，０４４円となりました。 

次に、キャッシュ・フロー計算書について説明します。こちらは、現金や預金

等の増減をあらわしたものです。事業活動によるキャッシュ・フローは 

２６８万７，８１９円の減、投資活動によるキャッシュ・フローは 

５７３万９２円の増となっています。財務活動によるキャッシュ・フローは 

３５４万９，７５５円の減、現金及び現金同等物の増減額が５０万７，４８２円

の減となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の期末残高は１億４０５万６，０５４円となり

ました。 

なお、財産目録と財務諸表に対する注記は、別途ご一読ください。 

議長 

本件に関しては、去る４月２６日に決算監査を行いました。監事から報告をお

願いします。 

Ｅ監事 

監査報告をします。平成２７年４月２６日に監査を実施しました。 

私たちは、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団定款第２５条及び

関連法令に基づき、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの平成 
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２６年度における業務監査及び会計監査を行いました。ついては、次のとおり結

果を報告します。 

１、監査方法の概要です。会計監査について、会計帳簿及び関係書類の閲覧な

ど必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表などが適正であることを確認しま

した。業務監査について、理事会等に出席し、運営状況を聴取し、関係書類の閲

覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を確認しました。 

２、監査意見についてです。事業報告は妥当であり、貸借対照表、正味財産増

減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録は、一般に公正妥当と認めら

れる公益法人会計基準並びに関係法令、定款及び会計規程に従い、法人の財産及

び収支状況を正しく表示しているものと認めます。理事の職務の執行に関する不

正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。 

 

（３）報告 

ウ 【報告事項】平成２７年度事業計画の件 

＜説明＞ 

徳永コミュニケーション課長 

平成２７年２月に開催した平成２６年度第２回臨時評議員会において報告した

平成２７年度事業計画案について、評議員会やその後に開催した理事会の意見を

反映し、平成２７年度事業計画を策定しました。 

平成２７年度は、当財団設立２０周年とともに、市制施行から６０年の節目の

年を迎えることから、文化振興課をはじめ、産業振興課や広報課など、調布市と

の連携をこれまで以上に強固なものとして、市民の皆様の心の糧となる芸術・文

化、コミュニティを振興する取組を推進します。 

平成２７年度は、特徴的な事業として４点を掲げています。 

１点目は、美術振興事業の充実です。名誉市民水木しげる氏の作品を活用した

平和祈念事業や、市内事業所との連携により作品制作を実施する「クリエイティ

ブリユースでアート！」など、調布の魅力を、市内はもとより全国へ向けて発信

する展示事業を実施します。 

２点目は、芸術振興事業の推進です。調布音楽祭は、新たに調布市が誇る名

刹・深大寺を会場に加え、開催日も１日増やして実施します。また、桐朋学園大
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学や多くの市民とともにつくり上げる、「第九とみんなで『わが町調布』」の実施

など、各施設の特性を生かした事業展開を図るとともに、地域コミュニティと連

携した取組に努めてまいります。 

３点目は、広報事業の強化です。新たに１名の職員を係に配置し、これまでの

２年間で培ったノウハウを生かし、さらなる充実を図ります。 

４点目は、たづくりイメージアップ事業の新たな取組です。季節ごとに展開す

るエントランスホールにおけるライトアップ事業や応援バナーの掲出など、文化

会館たづくり開館２０周年をきっかけに、施設の魅力を発信する事業を展開して

まいります。 

既に４月に実施したライトアップでは、初めて「小さな小さな音楽会」を夜間

に開催しました。ライトアップで彩られた会場の中でのコンサートには、「小さ

な小さな音楽会」のファンのほか、初めて来場された方が多く見受けられ、新た

な顧客創出にもつながることとなりました。 

このほか、前回の評議員会でご報告した１１項目にわたる事業内容について、

基本計画で掲げる当財団及び各施設のミッションに沿って、着実に実施してまい

ります。 

 

エ 【報告事項】平成２７年度収支予算の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２７年度の予算総額は１４億３６０万円余であり、前年度と比較して 

６，１６９万円余の増額となっています。 

平成２７年度は、財団設立２０周年及び調布市制施行６０周年という節目の年

度です。それに伴い、記念事業や例年実施している事業に冠をつけた事業が予定

されており、それぞれに対応した予算となっています。 

今年度から予算の項目を一部改めましたので、説明します。 

事業活動収入の部については、財団の主たる事業に関する収入として、グリー

ンホール公演のチケット収入、たづくり公演のチケット収入、市民カレッジや講

座等の受講料収入、そしてコミュニケーション課の事業では調布音楽祭のチケッ

ト収入などがあります。今までは、自主事業収入という項目で一括して計上して
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いました。平成２７年度の予算からは、課ごとに収入科目を作成し、グリーンホ

ール事業収入、たづくり事業収入、コミュニケーション事業収入と項目に振り分

けて予算を計上しています。 

収入については、周年記念事業の実施などにより事業収入が増加しています。 

また、寄附金収入のところでは、例年１，０００円という予算を計上していま

したが、平成２６年度は７万円余りという実績でした。平成２７年度の予算とし

ては、実績値である７万円を計上しています。 

続いて、事業活動支出について一部特徴的なものを説明します。 

まず、事業人件費支出の増額については、人件費のベースアップのほか、広

報・マーケティングの強化のため、職員定数を１名増としました。 

また、事業については、各周年事業の拡充分の増額があり、一例としては、コ

ミュニケーション事業支出に該当する調布音楽祭で、海外オーケストラを招聘す

る経費等の増加や調布よさこいの拡充などがあり、このほかの支出についても、

同様に記念事業に関連して増額となっています。 

たづくり及びグリーンホールの施設管理運営事業費支出では、電気使用料金の

増加等の要因から増額を図っています。 

なお、平成２７年度については、事業収入で支出を賄えない部分がありますの

で、投資活動収入の部に記載されている事業積立資産取崩収入として 

２，５７１万２，０００円を予定しています。こちらについては、主に周年事業 

の拡充等に充当する予定ですが、支出については削れる部分は極力削ることとし、 

取り崩し額を少しでも抑えるように努力してまいります。 

なお、収支予算の科目別の詳細につきましては、別途ご一読ください。 

 

オ 【報告事項】寄附物品等の受入れの件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

平成２６年度は、個人７件、法人２件、合計９件の寄附をいただきました。合

計金額は７万５，０００円です。 

寄附者については、継続して友の会に入会していただいている方や、特に調布

音楽祭においては寄附を呼びかけるチラシを配布し、当財団の事業に共感をいた
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だいた方から寄附を頂戴できたと考えています。 

平成２７年度においても、研修等を含め、ファンドレイジングへの取組を進め

てまいります。 

 

カ 【報告事項】給与規程等の改正の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

本件については、平成２７年４月１日付で改正しています。主な内容としては、 

基本となる給与表の引き下げを実施しました。調布市において給与制度の改正が

あったことから、当財団においても改正を実施しています。 

そのほか、住居手当の支給対象者と金額の変更、また、結核性疾患による休職

時の特例の廃止などを行いました。 

 

７ その他 

Ｃ評議員から、歴代理事長への感謝状授与について報告があった。 

事務局から、今後の日程等の確認を行った。 

以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後４時３５分に議長は閉会を宣言

し、本会の全てを終了した。 

 


