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第１２回農林水産省独立行政法人評価委員会議事次第

日 時：平成１９年３月１日(木)１３：００～

場 所：三田共用会議所第四特別会議室

出席委員：青木委員、青柳委員、安部委員、井出委員、井上委員、内山委員、太田委員、岡田

委員、梶川委員、小坂委員、児玉委員、小林委員、佐々木委員、竹中委員、手柴委員、

夏目委員、早坂委員、前嶋委員、松本委員、向井委員、森田委員、横田委員、渡邉委

員（２３名）

１ 開会

２ 議事

（１）委員長の選任について

（２）委員長代理の指名について

（３）報告

・林野分科会の審議の経過と結果について

・独立行政法人農林漁業信用基金の中期目標期間終了時の

見直しについて

（４）その他

３ 閉会



- 2 -

午後１時００分 開会

○文書課長 定刻となりましたので、ただいまから第12回農林水産省独立行政法人評価委員会

を開催いたします。

農林水産省の官房文書課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。

本日は、委員会の皆様方におかれましては、忙しい中ご就任、そしてご出席いただきまして

誠にありがとうございます。農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第１項におきまして、

本委員会の定足数は過半数とされておりますが、委員27名のうち21名にご出席いただいており

ますので、本日の委員会は成立要件を満たしていることをご報告いたします。

本日は、委員の改選後初めての評価委員会でございますので、委員長が選任されるまでの間、

私が議事進行を務めさせていただきます。

それでは、まず最初の会合でございますので委員のご紹介をさせていただきます。

今回の委員改選におきましては、13名の委員が入れかわり新たにご就任いただいております。

委員の皆様をあいうえお順にご紹介させていただきます。

青木委員でございます。

○青木委員 よろしくお願いします。

○文書課長 青柳委員でございます。

○青柳委員 よろしくお願いします。

○文書課長 安部委員でございます。

○安部委員 よろしくお願いします。

○文書課長 井出委員でございます。

○井出委員 よろしくお願いいたします。

○文書課長 井上委員でございます。

○井上委員 よろしくお願いします

○文書課長 内山委員でございます。

○内山委員 よろしくお願いします。

○文書課長 太田委員でございます。

○太田委員 太田でございます。

○文書課長 岡田委員でございます。

○岡田委員 岡田です。

○文書課長 小坂委員でございます。
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○小坂委員 小坂でございます。

○文書課長 児玉委員でございます。

○児玉委員 児玉です。よろしくお願いします。

○文書課長 佐々木委員でございます。

○佐々木委員 よろしくお願いいたします。

○文書課長 竹中委員でございます。

○竹中委員 よろしくお願いいたします。

○文書課長 手柴委員でございます。

○手柴委員 よろしくお願いします。

○文書課長 夏目委員でございます。

○夏目委員 よろしくお願いいたします。

○文書課長 早坂委員でございます。

○早坂委員 早坂です。よろしくお願いいたします。

○文書課長 前嶋委員でございます。

○前嶋委員 前嶋でございます。よろしくお願いします。

○文書課長 松本委員でございます。

○松本委員 松本でございます。よろしくお願いします。

○文書課長 向井委員でございます。

○向井委員 向井です。よろしくお願いします。

○文書課長 森田委員でございます。

○森田委員 森田です。よろしくお願いします。

○文書課長 横田委員でございます。

○横田委員 横田です。よろしくお願いいたします。

○文書課長 渡邉委員でございます。

○渡邉委員 渡邉でございます。

○文書課長 小林委員がいらっしゃいましたので、小林委員でございます。

○小林委員 小林です。

○文書課長 なお、本日は、小野委員、西澤委員、淵野委員、吉武委員の４名の委員につきま

しては、所用によりご欠席となっておりますのでご報告申し上げます。また梶川委員におきま

しては、所用により遅れて到着される旨、ご連絡をいただいております。
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それでは、議事に入ります前に、私の方から一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

先ほど申し上げましたが、本当にお忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。

また、再度この委員をお引き受けいただきましたことに対しまして、心より御礼申し上げる

次第でございます。また、新たにご就任いただきました委員におかれましては、新しい視点か

ら活発なご議論を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年は委員の皆様、既にご案内のとおりでございますが、いわゆる行政改革推進法と

いうものが成立いたしまして、その中で、平成18年度から平成20年度までに中期目標期間を終

了する独立行政法人のうち、融資等業務について見直すということがなされまして、これに伴

いまして、見直しの対象となりました法人――農林漁業信用基金でございますが、これにつき

ましては、昨年12月24日の政府行革本部の議を経まして、事務・事業及び組織全般に係る見直

し内容を決定したところでございます。

今年は、平成15年10月に従来の特殊法人等から移行して設立されました独立行政法人のうち、

昨年、その前倒しの見直しの対象とならなかった３法人について中期目標期間終了時の事務・

事業の見直しの検討を実施することとしております。

つきましては、今後とも必要な業務については、その必要性をきちんと説明する必要がある

一方で、やはり見直すべき点は自らがきちんと方向を示していくべきというふうに考えており

ます。見直し案の作成に当たりましては、昨年と同様、評価委員会のご意見をお伺いしたいと

考えておりますので、その際はよろしくお願いしたいと思っております。

最後に、独立行政法人の効果的・効率的な業務運営等に向けまして、皆様方からのご指導、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

それでは、改選後初めての会合でございますので、委員長の選任をお願いしたいと思います。

委員長の選任につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会令第４条第１項の規定に

基づきまして、委員の互選によるものとされております。

いかが取り計らえばよいか、皆様から何かありましたらよろしくお願いしたいと思います。

小林委員。

○小林委員 引き続き松本委員に委員長をお願いしたらいかがかと思います。

○文書課長 今、小林委員の方から松本委員にお願いしたらというご提案ございましたがよろ

しゅうございましょうか。

（ 異議なし」の声あり）「
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○文書課長 それでは、皆様のご賛同をいただきましたので松本委員に委員長をお願いしたい

と思います。

それでは、松本委員、恐縮でございますが委員長席の方にお願いいたします。

（松本委員、委員長席に着席）

○文書課長 それでは、松本委員長にごあいさつをいただきますとともに、これからの議事を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○松本委員長 ただいま委員長にご指名いただきました松本でございます。

どうもかわりばえしない委員長で大変申しわけなく思っておりますが、今までどおり、皆様

方の闊達なご意見をちょうだいしながら、この評価委員会を進めてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、ただいまから私の司会でもって議事の方を進行させていただきます。

まず、農林水産省独立行政法人評価委員会令第４条第３項の規定によりまして、委員長の職

務の代理をする委員を委員長があらかじめ指名することになっております。

つきましては、本日は所用により欠席されておりますが、小野委員に委員長代理をお願いし

たいと思います。

そういうことで、どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、まず事務局から、配付資料の確認をお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。

○文書課課長補佐 文書課の寺本と申します。よろしくお願いいたします。

事務局の方から用意をさせていただきました資料につきましては、お手元の配付資料一覧に

ございます議事次第、資料１、資料２、資料３－１、３－２、資料４及び参考資料を配付して

おりますので、ご確認をお願いいたします。もし不足などがございましたら、いつでもお申し

出いただければと思います。

○松本委員長 ありがとうございました。

それでは、議事に入ります。

まず最初の議事でございます。

林野分科会の審議の経過及び結果についてでございます。

昨年の８月の評価委員会以降、本日までに、林野分科会が開催され、分科会長の選任などが

行われたところでございます。

分科会における審議の経過及び結果につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会議

事規則第９条第３項の規定に基づきまして、委員会にご報告いただくことになっておりますが、
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分科会の審議の状況につきましては資料２をごらんいただきまして林野分科会のご報告とさせ

ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、２番目の議題に移りたいと思います。

昨年決定されました農林漁業信用基金の中期目標期間終了時の見直しについて、金融調整課

長より、この件についてご報告をお願いしたいと思います。

○金融調整課長 ただいま紹介いただきました経営局金融調整課長の天羽でございます。

資料３－１に基づきましてご説明をさせていただきますので、恐縮ですが、資料３－１をご

覧ください。

資料３－１は、１ページ、２ページのカラー刷りのものと、３ページ以降のいわば文章編と

でなっております。

１ページ、２ページのカラー刷りのものは、文章編を要約しているものでありますので、恐

縮ですが３ページ以降の横書きの文章編ペーパーでご説明をさせていただきたいと思います。

独立行政法人農林漁業信用基金につきましては、ただいま第一期目の中期目標期間が、あと

１年を残して終わろうとしております。先ほど、文書課長からの挨拶にありましたとおり、１

年前倒しで見直しのプロセスが組まれておりまして、平成20年度から次期中期目標期間が始ま

ることになります。独立行政法人農林漁業信用基金でありますけれども、この基金の事業をご

くごく大ざっぱに申し上げますと、自然条件に左右されるなどの特徴を持つ農林漁業を営む者

に対しまして、各種の資金を供給し、また、災害保険的な役目を果たしておりますいわゆる共

済でありますけれども、共済金の支払いが円滑に行われますよう、保証保険や低利の原資供給

といったサポート事業を総括的に実施するというのが農林漁業信用基金の主要な業務でござい

ます。

平成18年12月24日の紙の冒頭にありますとおり、勧告の方向性を踏まえて、以下の次期中期

目標期間に向けてといいますのは、平成20年度からでありますが、以下の見直しを行うことと

するということで、第１から第７までございます。

第１、債務保証等業務の見直しでございます。

農林漁業信用基金の業務が農業・漁業でほぼ同様の業務体系になっていることから、農漁業

と林業との二本立ての記述になっております。

まず○のところですけれども、農業・漁業保証保険業務については、被債務保証者等のモラ

ルハザードの防止及び債務保証等業務の収支の改善に資する観点から、次期中期目標期間内に

財政負担を縮減するなど、中長期の収支改善に向けた具体的な目標を設定した上で以下の措置
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を講ずるものとするということでございまして、財政負担の縮減というのが一つのキーワード

になっているわけであります。

一つ目のポツでございます。

農業漁業信用基金協会が農業者・漁業者に対して保証割合100％で実施している債務保証に

ついては、当面、保険収支の悪化の原因となっている一部の資金について部分保証の導入を図

るということでございます。

さらに、モラルハザード防止の観点から、他の資金についても、農業者・漁業者の負担や国

庫負担の増加を避けることに留意しつつ、部分保証やペナルティー方式、このペナルティー方

式と言いますのは、括弧書きにありますとおり、債務保証をいたしまして、お金を借りた人が

お金を金融機関に対して返せなくなった場合に保証機関が代位弁済するわけですけれども、そ

の場合には一定額を融資機関たる農協等が負担するということで、これによって融資機関なり、

借受者のモラルハザードを防止する効果を持つと私ども考えている方式でありますけれども、

このような部分保証やペナルティー方式を活用するなど、モラルハザードの防止対策を総合的

に検討するとともに、次期中期目標に引き続きモラルハザードの防止対策について検討するこ

とを明記するということでございます。

次のページに、２番、林業債務保証業務とございまして、こちらでも部分保証の話が書かれ

ております。

こちらは、４ページの２番の○の「また」以下のところですけれども、保証割合を100％と

する債務保証の対象については、国として行う政策の必要性等を検証して、より政策的必要性

の高いものに限定し、その他のものは部分保証ヘ移行するということでございます。

それから、また３ページに戻っていただきまして、下から２行目でございます。

保険引受け、保険金支払審査時等においては、農林漁業信用基金と農業漁業信用基金協会との

事前協議の徹底と保険金の支払いに伴う債権の回収納付の促進を図るということでございまし

て、保証機関と、その保証を保険で引き受ける農林・漁業信用基金との間で事前協議の徹底な

り、債権回収納付をしっかりやっていくようにということでございます。

引き続きまして、４ページの２行目のポツでございます。

制度資金の政策効果の発揮や農業者・漁業者の負担増加にも配慮しつつ、保険事故の発生状

況や保険収支の実績等に関する保険料率算定委員会での検討結果を踏まえ、保険料率の引き上

げなどの見直しを進めるとともに、次期中期目標に保険料率の見直しを行うことを明記すると

いうことで、業務の基本であります保険料率の見直しについて行っていくようにということで
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ございます。

なお書きでございます。

本業務の対象資金については 「民でできることは民で」という考え方を踏まえつつ検討を、

行うということで、次期中期目標にも、引き続き本業務の対象資金について検討を行うことを

明記するということでございます。

２番の林業債務保証業務のところは、ほぼ同趣旨でありますので、省略して、第２の方に移

ります。

第２、低利預託原資貸付業務の見直しでございます。

この業務については、今後の資金の貸付金利動向を踏まえるとともに、認定農業者の育成目

標等も見据えた資金需要を精査することとし、この精査の結果、将来にわたって活用される見

込みのない資金については、国庫に納付するものとして、その納付方法等については、現行法

上出資者に対する持分の払戻しが禁止されていることもあり、関係機関等と十分協議の上、対

応するものとするということでございまして、まさに書かれているとおりでございますが、資

金需要の精査、それで、活用される見込みがないものは国庫に納付するという、その納付の仕

方は、関係機関と十分協議の上対応するということでございます。

見直しの視点でございますけれども、次のページの①、②、③とございますとおり、①、認

定農業者の育成に効果的なものかどうかの検証をしなさいよと。

②、木材産業等高度化推進資金については、資金メニューの一部廃止も含めて見直しなさい

よということでございます。

③、漁業においても、検証して見直しなさいよということでございます。

次に、第３でございます。

林業寄託業務の見直しでございます。

林業寄託業務につきましては、無利子の森林整備活性化資金が、政策金融改革においても新

政策金融機関が引き続き実施すると、整理されていること及び森林・林業基本計画に基づく森

林林業施策の実現の上で引き続き重要であるとされていることを踏まえつつ、農林漁業信用基

金の業務の縮小を図る観点から、現行の寄託方式以外の新たな方式が可能かなど、関係機関と

協議した上で所要の措置を講ずることを検討ということでございます。

第４、農業共済団体及び漁業共済団体に対する貸付に係る民間調達の推進ということでござ

いまして、農業漁業の共済関係業務については、共済団体等への融資業務が民間からの貸付が

困難な場合のセーフティーネットとしての性格を有することを踏まえ、原則として民業補完に
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徹し、民間による融資の積極的活用を図る観点から、民間による融資を促すための積極的な情

報開示や共済団体等への周知・指導を徹底するものとするということです。

第４に引き続きまして第５でございます。

農業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合に併せて、関係の両

部署の統合について検討するとともに、次期中期目標に引き続き両部署の統合について検討す

ることを明記するということでございます。

また、両部署の統合の検討に当たっては、経費の縮減、業務運営の効率化を図る観点から、

統合効果を最大限発揮させるものとするということでございます。

第６、情報開示の充実ということですけれども、農林漁業信用基金の業務の必要性、役割及

び農林漁業者の事業活動への効果や成果について、国民一般を対象に、図表なども含めて分か

りやすい形で開示するなど情報開示の充実を促進するものとするということで、もっとわかり

やすくするようにということでございます。

第７、その他の業務全般に関する見直しということで、これは各法人に共通する視点でござ

いますけれども１から４までございます。

中期目標等における業務の重点化、効率化に向けた取組の明確化するようにとということで

す。

それから２番ですけれども、効率化目標の設定、総人件費改革の観点からやっていくように。

３、随意契約を見直していくということでございます。

４、資産の有効活用をしていくように、ということでございまして、この見直し方向を踏ま

えて、次期中期目標を策定していくようにということで去年の12月24日に文章を出していると

ころでございます。

以上です。

○松本委員長 ありがとうございました。

なお、昨年末に農林水産大臣が見直し内容を決定するに当たり、評価委員会に対して意見聴

取が行われておりまして、皆様にご意見お伺いしたところでございます。

皆様のご意見を踏まえまして、資料３－２でございます。資料３－２を開いていただきます

と、独立行政法人の中期目標期間終了時における事務、事業等の見直しに当たっての附帯意見

という格好で、附帯意見を提出したところでございます。

どんな内容かと言いますと、○印のところでございますが、政策金融改革の推進や法人の業

務運営の効率性・自律性を高めることは不可欠であるが、農林漁業者の経営の発展に悪影響を
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与えないよう十分に配慮する必要がある。こういう附帯意見をつけさせていただき、報告した

ところでございます。

それでは、ただいまの件につきまして、質疑応答の時間に入りたいと思います。

小林委員どうぞ。

○小林委員 少々教えていただきたいのですが、この案件は終了時における見直しを前倒しで

やるということですが、これは中期計画がやや不備であるから、それを改定する、それを前倒

しでやるというふうに理解できると思います。そのときに、中期計画を改めずに前倒しでやる

理由というのはどういうことでしょうか。

○金融調整課長 説明が舌足らずで申しわけありませんでした。農林漁業信用基金の中期目標

期間まだもう１年ございまして、中期計画自身も動いています。通常であれば、平成20年度か

ら新しい中期計画になるわけでありまして、今年見直し作業をするところなんですけれども、

政府全体の独立行政法人のうち、一定のルールで総務省が選び出した法人につきまして、１年

前倒しで、次の中期目標の見直しを早く始めたということでありまして、今走っている中期計

画を変更するというものではございません。

○小林委員 では２年前であったらどうなのですか。中期計画を変更するのですか。

前倒しというのは必ずしもいいことではないと思うのです。前倒しをすることについての理由

がはっきりしないと、中期計画を改定しないで前倒しでやると言うには何らかの理由がないと

おかしいと思うのですが。

○文書課長 代わってお答えいたしますが、要は行政改革をとにかく徹底するということで，

その中で、先ほど金融調整課長が説明いたしましたように、いくつかのものを選んで前倒しで

やるということで、今、小林先生おっしゃったように、それも２年も、３年も前にやるのはお

かしくなるんじゃないかという話なんですが、できるだけ見直すべきものを早目に見直してお

いて、次の新しい計画や何かが早く円滑に策定できるように前倒しするようなことを閣議決定

で決定しておりまして、その方針にのっとってやっておるという次第でございます。

○小林委員 それはわかるのです。やはり現場でやる以上は、その辺は認識を持たなければい

けない。例えば、理由は何かと言われたときに、こうですという閣議決定だからという以外の

説明がなければおかしいと思うのです。

例えば、先ほどの中で、統合効果を最大限に発揮するということは別に目標に掲げなければ

できないことなのですか。それぞれの法人のある程度の裁量に任されているところがあるので

はないのですか。それが独立行政法人の一つの特徴だろうと私は認識しているのですが。
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○金融調整課長 委員ご指摘のとおりでありまして、まさに組織を変えるようなことは、平成

19年度からでもそれこそ前倒してやっていこうという話になるようなことを伺っております。

ですので、今、文書課長から申し上げたのとダブりますけれども、平成20年度からの次期中期

目標期間を円滑に進めていくため、あらかじめ準備作業に早く入っているということだろうと

思います。

○小林委員 これは、行革の段階でこう指摘されたからだということではなくて、すべての法

人は、次期の目標の１、２年前から見直しを検討しなければおかしいのです。つまり概算要求

は少なくとも１年前で、目標や計画の見直しは手続きに時間がかかることもあるので、すべて

の法人が次期のことを２年ぐらい前から検討し始める必要があり、指摘されたからと言うので

はとても情けないような気がしますけれども。

○文書課長 小林先生おっしゃるように、やはり必要なものは必要だというふうに我々思って

おりますし、先生おっしゃっていただいたように、円滑に新しい目標期間に移行するためには、

指摘されたからという前に独立行政法人自らがいろいろと見直していくということは必要かと

いうふうに思っておりまして、やはりそこの基本的姿勢については、何ら変わるものではない

かと思っておりますが、そういった趣旨については、実はこれからまた今年も３法人の見直し

がありますから、またいろいろと検討していく際に先生のご指摘を踏まえまして、自らできる

ものはどんどん前倒しでやっていくという姿勢で臨んでいきたいと思っています。

以上です。

○松本委員長 それでは、そのほかどうぞ。

ございませんか。

ありがとうございました。

それでは、その他ということで、今後の独法見直しスケジュール（案）について、事務局よ

り説明をお願いいたします。

○文書課課長補佐 それでは、今後のスケジュールについて説明をいたします。

資料の４でございます。

来年度は、今もございましたけれども、平成15年10月に特殊法人等から移行して設立された

四つの独立行政法人の中期目標期間が終了するために、その事務事業の見直しを行うというこ

とになります。

このうち、先ほど金融調整課長から報告しました農林漁業信用基金につきましては、昨年前

倒しで見直しを行ったということで、残りの３法人、農畜産業振興機構、農業者年金基金、緑
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資源機構が見直しの対象法人となります。また、この３法人に加えまして、国土交通省主管で

当省が一部業務を共管しております水資源機構も対象となります。本評価委員会では、主にこ

れらの見直しの検討をいただくという予定でございます。

まず、来年度に入りまして、昨年を例にいたしますと、４月ごろに総務省の政策評価・独立

行政法人評価委員会、いわゆる政・独委でございますけれども、その中の独立行政法人評価分

科会というところでヒアリングが実施されまして、農林水産省より見直し対象法人の業務等に

つきまして説明を行うといったことが見込みとして想定されております。

その後、６月から７月ぐらいにかけまして、農水省評価委員会の各分科会で意見交換を行っ

て、見直し内容を検討いただきまして、必要に応じて、本委員会も開催したいというふうに考

えております。

さらに、８月に入りまして、これらの検討を踏まえて策定した見直し当初案につきまして、

各分科会においてそれぞれ議論・意見交換を行っていただき、最終的には本評価委員会におき

まして議論をいただいて、８月末に総務省に提出するというスケジュールになってまいります。

見直し当初案の提出をした後でございますが、昨年と同様でございますが、総務省の政・独

委、それから、行政減量・効率化有識者会議、これは政府の行政改革推進本部の本部長の私的

諮問機関でございますけれども、このヒアリング等を経まして、11月中旬ごろに総務省の政・

独委から勧告の方向性というものが示される見込みとなっております。

この間、各委員の皆様方には見直しの検討状況なり内容につきまして、情報提供を行いつつ、

最終的にまたこの本評価委員会におきまして、意見聴取を行った後に、12月に勧告の方向性を

踏まえて、政府の行政改革推進本部の議を経て農水省としての見直し内容の決定をするという

流れになっております。よろしくお願いいたします。

なお、参考資料として、１枚後ろにつけておりますけれども、平成17年度に見直しを検討い

ただいた農林水産消費技術センター、肥飼料検査所及び農薬検査所の統合、それから、森林総

合研究所及び林木育種センターの統合に関する法律案の概要を配付しております。

これらにつきましては、平成19年４月に新組織になるということに向けまして、２月２日に

閣議決定を行いまして国会に法案の提出をしているということでありますことをご報告申し上

げます。

以上でございます。

○松本委員長 それでは、ただいまご説明いただきましたスケジュール（案）について、ご質

問ございましたらちょうだいしたいと思います。
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よろしゅうございますか。

それでは、今後はこのようなスケジュールに沿ってまた皆様方のご参集をお願いしたいと思

います。

以上をもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしましたが、全体を通し

まして何かございましたらこの際ちょうだいしたいと思います。

どうぞ。ございませんか。

それでは、最後に事務局より連絡事項をお願いいたします。

○文書課課長補佐 本日の議事につきましては、議事規則に従いまして議事録にて公開とさせ

ていただきたいと思います。また、議事録の公開につきましては、議事録が出来上がり次第、

各委員の皆様方に内容を確認いただいた上で、農林水産省のホームページで公表を行うという

ことにいたします。資料の扱いについても同様となります。

以上でございます。

○松本委員長 それでは、以上をもちまして、第12回農林水産省独立行政法人評価委員会を閉

会といたします。

本日は、この後、農業分科会が開催されることになっておりますけれども、こちらについて、

事務局から連絡事項がございますのでお願いします。

○文書課長 この後、農業分科会については、引き続きこの場におきまして、午後２時30分よ

り開催予定となっております。これから事務局の方で座席の配置変更と資料のセットなどを行

いますので、お手数ではありますけれども、座席の準備ができますまでいましばらくお待ちい

ただければと思います。

○松本委員長 それでは、以上をもちまして、第12回農林水産省独立行政法人評価委員会を閉

会いたします。

どうもありがとうございました。

午後１時４１分 閉会


