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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２８年１２月２０日開催分） 

  

平成２９年 １月２０日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２８年１２月２０日（火） 午前９時００分～９時５５分 

 

＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、 

今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、荒木理事、 

黄木理事、大橋理事 

上田監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 籾井会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）平成２９年度収支予算編成要綱 

 

２ 報告事項 

（１）予算の執行状況（平成２８年１１月末） 

（２）契約･収納活動の状況（平成２８年１１月末） 

（３）地方放送番組審議会委員の委嘱について 
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（４）考査報告 

（５）２０１６年１１月全国個人視聴率調査の結果について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）平成２９年度収支予算編成要綱 

（経理局） 

平成２９年度の事業計画の詳細や予算科目別の内訳のほか、主要な事

項の予算額について、１２月６日の理事会および経営委員会で審議され

た「平成２９年度予算編成方針」（以下、「予算編成方針」）をもとに、「平

成２９年度収支予算編成要綱」として取りまとめましたので、審議をお

願いします。 

第１に、「平成２９年度予算について」です。 

「平成２９年度予算の基本的な考え方」については、予算編成方針か

ら変更はなく、「ＮＨＫ経営計画２０１５-２０１７年度」（以下、「経営

計画」）の最終年度として、経営計画の着実な達成と、スーパーハイビジ

ョンの制作力強化やインターネット活用業務の推進等に取り組むことな

どとしています。また、事業計画の重点事項として、経営計画の５つの

重点方針「１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコン

テンツを充実」「２．日本を世界に、積極的に発信」「３．新たな可能性

を開く放送･サービスを創造」「４．受信料の公平負担の徹底に向け、最

大限努力」「５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革」に基づく事

業運営計画に加え、建設計画と要員計画を記載しています。 

第２に、「一般勘定」についてです。 

事業収入については、７,１１８億円です。受信料は、受信契約件数の

増加等により、前年度に対して１３４億円の増収を見込みます。このほ

か、特別収入の減等により、事業収入全体では前年度に対し１０１億円

の増収を見込みます。事業支出は、７,０２０億円です。業務の見直しを

徹底して経費を削減しますが、４Ｋ・８Ｋ番組制作の強化や国際放送の

充実、インターネットサービスの推進等に経営資源を重点配分すること

により、事業支出全体では前年度に対し８３億円の増加とします。事業

収支差金の９８億円の黒字は、今後の新サービスの充実などのため、財
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政安定のための繰越金に繰り入れます。 

資本収支は、建設費（設備投資)や建設積立資産繰入れ等による資産の

増減とその財源対応を収支で表したもので、資本支出は、建設費の８９

８億円です。この財源については、まず資本収入の「減価償却資金受入

れ」の７４４億円と「資産受入れ」の２９億円を充て、不足する１２５

億円は、「前期繰越金受入れ」として、財政安定のための繰越金を取り崩

して充当します。  

建設積立資産は、東京・渋谷の放送センターの建替え等に備えた積立

資産です。これまで、長期的な財政の安定化を図るために積立てを行っ

てきましたが、２８年度末で放送センターの建物工事費相当分が確保で

きる見込みとなったため、２９年度以降は行いません。財政安定のため

の繰越金は１２５億円を取り崩し、建設費８９８億円の一部に使用しま

す。また、事業収支差金９８億円を繰り入れます。 

「事業収入」について、科目ごとに説明します。 

受信料は、公平負担に向けた取り組みを徹底し、支払率８０％、衛星

契約割合５１％を目指します。受信契約件数の増加や未収の削減に努め

ることで、６,８９２億円の受信料を確保します。 

副次収入は、番組の二次展開等を推進し、７５.０億円の収入を見込み

ます。そのほかの収入は、３５.６億円の交付金収入等です。 

 「事業支出」について、科目ごとの内訳とポイントを説明します。 

 国内放送費については、３,２４２億円となり、前年度比で３１億円を

増額しています。２９年度の国内放送については、事実に基づき、公平・

公正で正確・迅速な報道、何人からも干渉されない放送の自主自律と不

偏不党を貫きます。日本や世界の課題に向き合い、広範な取材ネットワ

ークを生かして、わかりやすく丁寧なニュース・番組を視聴者に届けま

す。視聴者の多様な期待にこたえて、見ごたえのある魅力的なコンテン

ツを開発・制作し、若い世代からシニア世代まで幅広く支持される多彩

な番組を編成します。また、頻発する自然災害に対応するため、防災・

減災報道に万全を期します。さらに、次の時代を築く新サービスの分野

に力を入れて取り組みます。本格的なスーパーハイビジョン時代に備え

て、４Ｋ・８Ｋ番組の制作を一段と加速させ、放送文化発展の先導的な

役割を果たします。また、デジタルサービスを一層身近で役に立つ姿へ

と進化させ、若い世代をひきつけ、幅広い利用者の満足度を高めるとと
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もに、災害時の情報配信に力を入れます。 

 国際放送費については、前年度比７.８億円増の２５６.５億円となり

ます。２９年度のＮＨＫ国際放送「ＮＨＫワールド」は、正確で客観的

なニュースや幅広い良質なコンテンツをテレビ、ラジオ、インターネッ

トなど多様なメディアを通じて発信することで、世界の視聴者から選ば

れる、魅力的な国際放送を目指します。 

 契約収納費については、前年度に対し０.４億円減の５８８.７億円と

なります。受信料の公平負担の徹底に向け、支払率向上への取り組みを

着実に進めるとともに、契約収納体制の見直しなど営業改革を一層推進

し、経費の抑制に努めます。また、契約収納費に人件費と減価償却費を

合わせた２９年度の営業経費は、前年度と同規模の７３５.１億円としま

す。 

 受信対策費については、前年度に対し０.１億円減の１０.５億円とし

ます。受信に関する技術相談への対応や各地域の放送電波の受信状況の

調査など、視聴者のみなさまにより良い電波環境でテレビを視聴してい

ただくための取り組みを行います。 

 広報費については、前年度に対し１.６億円増の５７.２億円でとしま

す。視聴者のみなさまとの結びつきを強化し、その声を適切に事業運営

に反映させるとともに、公共放送や受信料制度への理解を一層深めてい

ただくための広報活動を積極的に展開します。 

調査研究費は、前年度比０.３億円減の１０１.６億円とします。スー

パーハイビジョンの実用化への取り組みや放送と通信の融合が加速する

など、メディア環境が大きく変化する中、より豊かな放送文化の創造に

向けた調査研究や次世代のサービスに向けた新たな技術の研究開発に取

り組みます。 

 給与、退職手当・厚生費についてです。給与は、職員の基本賃金を２

５年度からのおおむね５年で１０％を目安に引き下げる給与制度改革等

により、２８年度から９.７億円を削減して１,１６４.４億円とします。

また、退職手当・厚生費は、２７年度決算において長期金利の低下等に

より退職給付会計の割引率を見直したことなどにより、退職給付費が増

加し、前年度比４０.９億円増の６５８.４億円となります。 

 そのほかの事業支出科目として、共通管理費や減価償却費等がありま

す。 
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 続いて、「建設費」についてです。実用化に向けたスーパーハイビジョ

ン設備の整備や、緊急報道・番組の充実のための設備整備を実施すると

ともに、安定的な放送・サービス継続のため、地域放送会館整備や放送

網設備の整備のほか、情報セキュリティの強化を行います。予算は８９

８億円で、２９年度に増額となるのは、スーパーハイビジョン設備の整

備、地域放送会館の整備、情報セキュリティの強化の３つです。一方、

番組設備等の整備については、放送センターの建替えを見据えて既存設

備の継続使用等により圧縮するなどして、予算を減額しています。 

 次に、「放送番組等有料配信業務勘定」についてです。 

 放送番組等有料配信業務勘定は、ＮＨＫが放送した番組等をパソコン

やスマートフォン、タブレット端末、高機能テレビ等にインターネット

を通じて、一般の利用者に有料で配信するＮＨＫオンデマンドの業務と、

ビデオオンデマンド（ＶＯＤ)事業者へ番組等を有料で提供する業務に係

る勘定です。事業収入は、前年度に対し０.５億円増収の２２億円です。

事業支出も、前年度に対し０.５億円増の２２億円で、２９年度の事業収

支差金は、前年度予算と同規模の０.１億円の黒字としています。 

 最後に、「受託業務等勘定」についてです。 

 受託業務等勘定は、本来の業務に支障のない範囲でＮＨＫの資産や番

組制作のノウハウ等を有効活用する業務に係る勘定で、区分経理を実施

しています。副次収入の増加を図り、視聴者のみなさまの負担増を抑制

することを目的としています。２９年度の事業収入は１３億円、事業支

出は１０億円としています。 

本件が了承されれば、本日開催の第１２７４回経営委員会に審議事項

として提出します。その後、総務大臣に提出する「収支予算、事業計画

及び資金計画」、いわゆる予算書について、１月に議決を求める予定です。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

の経営委員会に諮ります。 

 

２ 報告事項 

（１）予算の執行状況（平成２８年１１月末） 

（経理局） 

平成２８年１１月末の予算の執行状況について報告します。 
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最初に、一般勘定の事業収支の全体概況を説明します。１１月末の標

準進捗率は６６.７％（８か月／１２か月）です。事業収入は４,７４０

億円、進捗率が６７.５％で、全体としては標準をやや上回る進捗率とな

っています。事業支出は４,４１７億円、進捗率が６３.７％で、全体と

して標準進捗率を下回る支出状況となっています。この結果、事業収支

差金は３２２億円の黒字となっています。 

一般勘定の事業収支を前年同月と比較すると、事業収入は受信料や固

定資産売却益の増等により、１９６億円増の４,７４０億円となりました。

事業支出は、国内放送費や国際放送費等の増により、１３６億円増の４,

４１７億円となりました。この結果、事業収支差金は、６０億円増の３

２２億円となりました。 

受信料の状況については、受信契約件数の増加により、前年同月に比

べ９９億円増加しました。受信契約件数については、営業改革の推進に

より、契約総数・衛星契約数ともに、年間増加目標の標準進捗率を上回

りました。 

最後に、放送番組等有料配信業務勘定の状況です。事業収入は、事業

者提供料収入が順調なこと等により標準進捗率をやや上回り、前年同月

比では２.０億円増の１５.３億円となりました。事業支出は、効率的な

業務実施により１３.５億円となり、標準進捗率を下回りました。この結

果、事業収支差金は１.８億円の黒字となっています。 

本件は、本日開催の第１２７４回経営委員会に報告します。 

 

（２）契約･収納活動の状況（平成２８年１１月末） 

（営業局） 

平成２８年１１月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、第４期（１０月・１１月）の受信料収納額は１,１１９.８億円

で、前年度同期を２４.５億円上回りました。年間累計収納額は４,４３

３.７億円となり、累計での増収額は９５.１億円となっています。 

前年度分回収額は３.８億円となり、前年度同期と同水準となりました。

年間累計は４４.２億円と、前年度に比べ１.０億円下回っています。 

前々年度以前分回収額は４.２億円となり、前年度同期と同水準となり

ました。年間累計は２０.１億円と、前年度に比べ１.５億円上回ってい

ます。 
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次に、受信契約総数の増加状況です。取次数が前年度同期を１.２万件

下回り、減少数が１.１万件上回ったため、差し引きの増加数は前年度同

期を２.３万件下回る１２.５万件となりました。年間累計増加数は４７.

８万件となり、前年同時期を１.２万件上回っています。１１月末の受信

契約件数は４,０２５.９万件となっています。 

衛星契約数増加は、取次数が前年度同期を０.１万件上回ったものの、

減少数が１.７万件上回ったため、差し引きの増加数は前年度同期を１.

６万件下回る１１.９万件となりました。年間累計増加数は５２.６万件

となり、前年同時期を４.１万件下回っています。１１月末の衛星契約件

数は２,００１.６万件となり、契約数全体に占める衛星契約の割合は、

４９.７％となっています。 

口座・クレジット払等の増加数は、前年度同期を３.３万件下回る９.

１万件の増加で、年間累計増加数は４６.４万件となり、前年同時期を１.

４万件下回っています。１１月末の口座・クレジット払等の利用率は８

９.９％となっています。 

また、未収数削減については、前年度同期を０.５万件下回る１.３万

件の削減となりました。年間累計では５.８万件の削減となり、前年同時

期を１.０万件上回っています。その結果、１１月末の未収現在数は、１

０４.２万件となり、未収割合は２.６％となっています。 

最後に、支払数増加の実績は、年間累計で前年同時期を２.２万件上回

る５３.６万件となりました。 

本件は、本日開催の第１２７４回経営委員会に報告します。 

 

（根本理事）  契約収納活動については、法人委託が進んで堅調であ

る一方、個人委託の地域スタッフ数が減っているようで

すが、これから先、その影響はどうなりますか。 

（営業局）   ここ数年、地域スタッフは本人都合等で一定数が解約

となり、全体数は減ってきています。一方で、業績確保

に必要な訪問要員規模を法人委託の拡大により補ってき

ていますが、地域によっては地域スタッフが必要なとこ

ろもあり、必要に応じた募集活動は継続しています。 

（森永技師長） 訪問要員の確保いかんで業績への影響が出ているとの

ことですが、今後景気が好転した場合など、さらに要員
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確保が課題になると考えられますが検討状況はいかがで

すか。 

（営業局）   今年度末と来年度初頭の世帯移動時期を見据えて、新

たな法人委託の拡大や既存法人委託の要員増など、業績

確保に必要な要員の確保に現在取り組んでいるところで

す。また、将来的には東京オリンピック・パラリンピッ

クの影響による人材不足なども見据えながら、安定した

要員規模の維持に向けた対策の検討を進めているところ

です。 

（森永技師長） 訪問要員数と営業業績は比例していますので、十分な

検討をお願いします。 

（営業局）   わかりました。 

（松原理事）  補足しますと、今年度の訪問要員の拡大計画は、すで

に各局で詳細にスケジュールなども策定のうえ取り組ん

でいるところです。進捗状況は営業局で管理するなどし

て、年度末および来年度に十分な体制が取れるよう１月

から２月を目途に取り組んでいます。 

 

（３）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田専務理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

関東甲信越地方で原拓男氏（千曲錦酒造株式会社相談役）に、平成２

９年１月１日付で新規委嘱します。また、近畿地方で田辺眞人氏（園田

学園女子大学名誉教授）に、中部地方で長谷川明子氏（日本ビオトープ

管理士会中部支部会長）に、平成２９年１月１日付で再委嘱します。 

 なお、関東甲信越地方の藤木徳彦氏（フランス料理店オーナーシェフ）

は、任期満了により平成２８年１２月３１日付で退任されます。 

本件は、本日開催の第１２７４回経営委員会に報告します。 

 

（４）考査報告 

（考査室） 

平成２８年１１月２１日から１２月１４日までの間に放送した、ニュ

ースと番組について考査した内容を報告します。 
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この期間に、国内放送番組では、ニュース１５項目、番組３２本の考

査を実施しました。 

 ニュースの主な項目としては、韓国のパク・クネ大統領の弾劾議案が

可決され、大統領の職務が停止されて憲法裁判所で審理が行われること

になったこと、福島県沖を震源とする地震で東日本沿岸に津波警報が出

されたこと、安倍首相が１２月下旬に米国のオバマ大統領とともにハワ

イで真珠湾攻撃の犠牲者を慰霊すると述べたこと、カジノを含むＩＲ法

案が自民党や日本維新の会などの賛成多数で衆議院本会議を通過したこ

となどがありました。 

 番組では、国際報道プロジェクトに参加してパナマ文書にアクセスし、

膨大なデータを詳細に分析して徹底追跡した、ＮＨＫスペシャル「追跡 

パナマ文書 衝撃の“日本人７００人”」（１１月２７日放送）、自閉症の

心の内を明らかにして大きな反響を呼んだ前回の放送から２年、プロの

作家になった東田直樹さんが周囲の人と向き合い表現する姿を追った、

ＮＨＫスペシャル「自閉症の君が教えてくれたこと」（１２月１１日放

送）、関東大震災で焼失し、白黒写真しか残っていない葛飾北斎の大作を

復元するプロジェクトに密着した、「ロスト北斎 Ｔｈｅ Ｌｏｓｔ 

Ｈｏｋｕｓａｉ 幻の巨大絵に挑む男たち」（総合・１１月２３日放送）、

２０２０東京オリンピック・パラリンピックを応援する番組で、車いす

マラソンの競技とサポート体制に注目した「東京オリパラ団」（ＢＳ１・

１２月４日放送）などの番組を考査しました。 

 また、国際放送では、外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴ

Ｖ」のニュース３項目と番組１本の考査を実施しました。考査したのは、

福島県沖を震源とする地震による津波の状況、東京電力福島第２原発の

使用済み燃料プールの冷却ポンプの一時停止などを速報した「ＮＥＷＳ

ＬＩＮＥ」（日本時間１１月２２日放送分）や、日本が世界に誇る最新の

ポップカルチャーを紹介する番組で、オンラインゲームを原案とするア

ニメ「刀剣乱舞－花丸－」が、アニメの枠を超えて社会現象を巻き起こ

している実態を伝えた「ｉｍａｇｉｎｅ－ｎａｔｉｏｎ Ａｎｉｍｅ“Ｔ

ｏｕｋｅｎ Ｒａｎｂｕ Ｈａｎａｍａｒｕ”」（１１月２２日放送）で

す。 

考査の結果、これらの一連のニュース・番組は、放送法、国内番組基

準、国際番組基準等に照らし、妥当であったと判断します。 
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（５）２０１６年１１月全国個人視聴率調査の結果について 

（放送文化研究所） 

２０１６（平成２８）年１１月に実施した、全国個人視聴率調査の結

果について報告します。 

調査は１１月１４日月曜日から２０日日曜日までの１週間、全国の７

歳以上の男女３,６００人を対象に、配付回収法による２４時間時刻目盛

り日記式（個人単位）で実施しました。有効数は２,３４７人、有効率は

６５.２％でした。調査週の状況は、大相撲九州場所（総合テレビ・ＢＳ

１・ラジオ第１）の放送週で、月・火曜日に国会中継（総合テレビ・ラ

ジオ第１）があり、月・水・土・日曜日にテニスの「ＡＴＰワールドツ

アーファイナル 男子シングルス 錦織戦」（ＢＳ１）、火曜日にサッカ

ーの「２０１８ＦＩＦＡワールドカップ・アジア最終予選 日本対サウ

ジアラビア」（ＢＳ１、テレビ朝日系列）などの放送がありました。 

１日のテレビ視聴時間の推移については、ＮＨＫと民放の地上波・衛

星波を合わせたテレビ総計の視聴時間は３時間４１分で、１０年間で見

るとやや短くなってきています。ＮＨＫ総計は横ばいで推移しています

が、今年は前年に続き１時間を切っています。 

テレビ総計の男女年層別の視聴時間と週間接触者率を見ると、テレビ

視聴時間は高年層ほど長くなっていますが、１０年前と比べるとほとん

どの層で減少傾向にあります。特に、減少幅の大きい若年層は、テレビ

総計の週間接触者率も低く、男２０代と女１３～１９歳は７０％台とな

っています。 

テレビの週間接触者率の長期推移を見ると、総合テレビの週間接触者

率は５４.３％で、民放地上波計、テレビ総計とともにこの２０年で最も

低い水準となっています。 

総合テレビ・Ｅテレ・衛星放送・ラジオの個人視聴率の概要について

説明します。 

まず、総合テレビです。週間接触者率を男女年層別で見ると、男７０

歳以上で前年より減少しました。 

総合テレビでよく見られた番組は、連続テレビ小説「べっぴんさん」、

「ニュース７」、大河ドラマ「真田丸」、「大相撲九州場所」などでした。

ＮＨＫと民放全体でよく見られた番組を見ると、関東地方では、「べっぴ
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んさん」のほか、日本テレビの日曜日夜間の番組や民放ドラマが、近畿

地方では、これらのほか｢真田丸｣や｢鶴瓶の家族に乾杯｣が上位に入りま

した。 

１９～２２時台の視聴率を時間帯別に見ると、テレビ総計は、２１時

台は男３０代以上、女２０代以上を中心に高くなっています。２２時台

になると、男女６０代以上でやや減少しますが、男３０～５０代、女２

０～５０代は引き続きよく見ています。一方、総合テレビは、２１時台

は男女４０代以上など幅広く見ていますが、２２時台は男性を中心に値

が小さくなっています。 

曜日ごとに総合テレビの接触者率が積み上がる状況を見ると、全体と

比べて、土曜日は男４０・５０代で、日曜日は男３０・４０代で積み上

げが大きくなっています。 

 土・日曜日の接触者率の向上に貢献したと考えられる「ブラタモリ」

と「真田丸」の視聴率についてです。「ブラタモリ」の視聴率は６.９％

で、前々年の番組より増加しました。男女年層別に見ると、男４０・６

０代で前々年の番組より増加したほか、女４０・５０代などでもやや増

加しています。「真田丸」の視聴率は１０.６％で、前年の番組より増加

しました。男女年層別に見ると、男３０・４０・６０代、女３０～５０

代で増加し、どちらの番組も視聴の広がりが見られました。 

 続いて、Ｅテレの結果です。週間接触者率は２５.１％で、前々年から

前年にかけてやや回復しましたが、今年は前々年並みの水準となりまし

た。男女年層別の週間接触者率を見ると、男２０代、女４０代は前々年

からやや増加し、女５０代はやや減少しています。また、男女７～１２

歳は前年から減少しました。 

 衛星放送の結果です。自宅で衛星放送を見ることができる人の割合は

５０.８％で、前年と同程度でした。週間接触者率は、ＢＳ１が１２.０％

で、前年、前々年から増加しました。ＢＳプレミアムは１２.６％で、２

０１２（平成２４）年以降横ばいで推移し、ＮＨＫ衛星計は前年からや

や増加しました。ＢＳ１の現況を見ると、男女年層別の週間接触者率は、

男６０代以上、女２０・４０・６０代で前年あるいは前々年より増加し

ました。曜日累積を見ると、スポーツを中心に平日から接触者率が積み

上げられており、よく見られています。ＢＳプレミアムの土・日曜日の

３０分ごとの平均視聴率を見ると、土曜日は夕方や夜間帯で、日曜日は
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幅広い時間帯で、前年から増加しています。 

 ラジオの結果です。週間接触者率の推移を見ると、ＮＨＫラジオ計は

安定的に横ばいを維持しています。ＮＨＫと民放を合わせたラジオ全局

計も２０１３（平成２５）年以降、ほぼ横ばいとなっています。ラジオ

第１では、ラジオ体操や朝のニュースなどがよく聴かれています。 

 最後に、ＮＨＫ７波の接触パタンを見ていきます。今回は「総合を含

めた接触」がやや低い値となりましたが、「総合以外の接触」が多くなり、

ＮＨＫ７波への接触は前年と同程度となりました。年層別に見ると、３

０代以下では「総合以外の接触」が２割前後となっています。 

  

（大橋理事）    今年度は大幅な番組改定をして、総合テレビ夜間

の視聴率が好調だという認識でしたが、今回の調査

によると、若干ではありますが、総合テレビの接触

者率が減少しています。これについては、どう分析

していますか。 

（放送文化研究所） 接触者率が高い男性の高年層で若干減っているこ

とが、影響しているのかもしれません。 

（大橋理事）    曜日累積によると、久々に土日で新たな視聴者を

獲得しているということですが、民放のデータと比

較するとどうなっているのでしょうか。 

（放送文化研究所） 民放は、局によって接触者率の積み上げ方はさま

ざまです。 

（坂本理事）    今回の結果には、録画再生によるタイムシフト視

聴は含まれていますか。 

（放送文化研究所） 調査では、従来と同様、リアルタイム視聴につい

てのみ伺っています。 

（黄木理事）    ラジオの接触者率には、インターネットラジオの

「らじる★らじる」の聴取も含まれていますか。 

（放送文化研究所） リアルタイムの利用が前提ですので、含まれてい

ます。将来的な調査のあり方については、今後検討

していきたいと思います。 
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以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２９年 １月１７日 

会 長  籾 井 勝 人 


