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令和２年第４回山武市農業委員会総会議事録 

 

 

日  時  令和２年４月６日（月）午後３時３０分 

場  所  山武市役所 大会議室 

招 集 者  山武市農業委員会 会長 鈴 木 俊 幸 

議  事  議案 

    （１）農地法第３条の規定による許可申請について 

（２）農地法第５条の規定による許可申請に関する意見について 

（３）令和２年度第１次農用地利用集積計画（案）の決定につい 

   て 

（４）農用地利用配分計画（案）に関する意見について 

（５）農業経営改善計画認定申請に関する意見について 

（６）青年等就農計画認定申請に関する意見について 

（７）令和２年度山武市農作業別標準賃金（案）について 

 

出席委員（16名） 

欠席委員（１名） 

出席農地利用最適化推進委員（20名） 

欠席農地利用最適化推進委員（０名） 

 

出席事務局職員（４名） 
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   ◎開  会 

事務局長  ただいまから令和２年第４回農業委員会総会を開会いたし

ます。 

 開会に当たりまして、会長から御挨拶を頂きます。 

 鈴木会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長  あいさつ 

 

事務局長  ありがとうございました。 

 本日の総会の日程を説明させていただきます。 

 日程第１ 会期の決定について 

 日程第２ 議事録署名人の指名について 

 日程第３ 報告 農地法第18条第６項の規定による通知及 

      び使用貸借権解約通知について 

 

   ◎議案説明 

日程第４ 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 

日程第５ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に関する意見 

           について 

日程第６ 議案第３号 令和２年度第１次農用地利用集積計画（案）の決 

           定について 

日程第７ 議案第４号 農用地利用配分計画（案）に関する意見について 

日程第８ 議案第５号 農業経営改善計画認定申請に関する意見について 

日程第９ 議案第６号 青年等就農計画認定申請に関する意見について 

日程第10 議案第７号 令和２年度山武市農作業別標準賃金（案）につい 

           て 

 

 令和２年４月６日  山武市農業委員会 会長 鈴 木 俊 幸 

                                    

 

事務局長  日程につきましては、以上でございます。 

 早速会議に入っていただきますが、会議の議長は、山武市

農業委員会会議規則の規定により、会長が議長となるとされ

ております。以後の会議の進行は、鈴木会長にお願いいたし

ます。 
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議長  これより令和２年第４回山武市農業委員会総会の会議を始

めます。 

 ただいまの出席委員は16名です。よって、農業委員会等に

関する法律第27条第３項の規定により会議は成立いたしまし

た。 

 欠席委員は議席番号４番林委員です。 

 日程第１、会期の決定の件並びに日程第２、議事録署名人

の指名の件について、議長において決することとしてよろし

いか、お諮りします。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしとの声がありました。御異議ないものと認め、会

期については本日１日限りとし、議事録署名人については、

議席番号11番古谷委員、議席番号12番井野委員の両委員を指

名します。 

 日程第３、報告、農地法第18条第６項の規定による通知及

び使用貸借権解約通知について、事務局から報告を求めます。 

 

事務局長  総会資料の４ページから５ページを御覧ください。 

 通知があった件数は４件でございます。 

 内訳といたしましては、農地法による賃貸借２件、使用貸

借１件及び基盤強化法による賃貸借１件でございまして、そ

れぞれ貸付人、借受人の双方の合意により解約されたもので

ございます。 

 報告は以上です。 

 

議長  事務局からの報告が終わりました。 

 引き続き、議案の審議に入ります。 

 

                                    

   ◎議案第１号 

議長  日程第４、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請についてを議題とします。 

 事務局から申請概要の説明を求めます。 
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事務局  議案第１号について、説明する。 

 （別紙議案のとおり） 

 

議長  事務局からの概要説明が終わりました。 

 引き続き、申請番号ごとに地区担当推進委員からの説明及

び当該地域の農業委員からの補足説明等を求めます。 

 議案第１号の申請番号１について、地区担当推進委員の佐

瀬委員からの説明を求めます。 

 

佐瀬推進委員  申請地区担当推進委員の佐瀬です。１号の１について説明

します。 

 これは、譲受人におきましては経営規模の拡大、譲渡人に

おいては経営規模の縮小の為、贈与であります。譲受人はも

ともと譲渡人の家から出た人でありまして、その後も実家か

ら田を分けてもらってという形で耕作をしていたわけですけ

れども、名義を変えていなかったということで、今回の申請

となったようです。まだお元気ですので、また息子さんも耕

作を行うということで問題はないと思われます。 

 以上です。 

 

議長  地区担当推進委員からの説明が終わりました。 

 引き続き、当該地域の農業委員、議席番号３番佐藤委員か

らの補足説明等を求めます。 

 

佐藤委員  議席番号３番佐藤です。 

 佐瀬推進委員の説明のとおりで問題ないと思われます。権

利者については、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしております。よろしくお願いい

たします。 

 

議長  地区担当推進委員及び当該地域の農業委員からの説明が終

わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしとの声がありました。質疑なしと認め、採決いた
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します。 

 議案第１号、申請番号１について、許可することに御異議

ない方は挙手をお願いいたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、許可することに決定しま

す。 

 議案第１号、申請番号２について、地区担当推進委員の川

島委員からの説明を求めます。 

 

川島推進委員   地区担当推進委員の川島です。申請番号２について説明い

たします。 

 譲渡人は農業経営縮小の為、また、譲受人は規模拡大、そ

して、今管理している植木畑の近隣にあるので、ぜひという

ことらしいです。 

 以上です。 

 

議長  地区担当推進委員からの説明が終わりました。 

 引き続き、当該地域の農業委員、議席番号７番三𣘺委員か

ら補足説明等を求めます。 

 

三𣘺委員  議席番号７番三𣘺でございます。 

 こちらは売買による所有権移転でございますが、現地確認

もいたしましたところ、ただいま川島推進委員さんが御説明

のとおりでございまして、何ら問題ないものと思われます。 

 なお、権利者については、農地法第３条第２項各号には該

当しないため、許可要件の全てを満たしております。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長  地区担当推進委員及び当該地域の農業委員からの説明が終

わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め採決いたしま

す。 
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 議案第１号、申請番号２について、許可することに御異議

ない方は挙手をお願いいたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、許可することに決定しま

す。 

 

                                    

   ◎議案第２号 

議長  日程第５、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申

請に関する意見についてを議題とします。 

 議案第２号、申請番号１について、事務局から申請概要の

説明を求めます。 

 

事務局  議案第２号について、説明する。 

         （別紙議案のとおり） 

 

議長  事務局の概要説明が終わりました。 

 地区担当推進委員の堀越委員からの説明を求めます。 

 

堀越推進委員  地区担当推進委員の堀越です。議案第２号、１について説

明いたします。 

 本件は賃貸借権設定に対しての転用申請です。譲受人は譲

渡人の孫に当たります。専用住宅地を持ちたいという計画の

中から、現在居住の敷地内での建築スペースがない為に今回

の申請計画に至りました。 

 計画に至りましては、場所は、まず土地なんですが、３筆

に分筆されているものの、農地として、隣接地の近くに耕作

地はなく、また、計画の中でございますけれども、排水に関

しては、汚水に関しては合併浄化槽、特殊な、仕組みの浄化

槽を設置したい計画でいるということをお聞きしております。

雨水に関しては浸透式によって処理をされます。施工時期

云々で前後してある為なんですけれども、関係者によります

と、道路の側面に、市道のほうなんですけれども、そちらに

市としての排水溝を設ける計画があるということになってい

るそうなので、ところがその工期、あるいはこの許可を受け
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てからの時間的なタイミングがありまして、一応安全を見て

合併式、それから浸透式の排水処理をしたいというお話をさ

れていました。 

 それから、場所に関しては、隣接地に耕作地はないという

ことなんですが、それでも現在の土地を３筆に分筆されて、

その一番片隅に建築をしたいということを申されていました。

また、施工後に関しての安全対策も十二分に検討されている

ようで、本件に対して全く問題ないように解釈いたしました。

よろしくお願いいたします。 

 

議長  地区担当推進委員からの説明が終わりました。 

 続きまして、現地調査員の髙野委員からの報告を求めます。 

 

髙野委員  議席番号10番髙野です。 

 先日、会長はじめ、事務局と６名で見てきました。代替制

の検討、信用、地力、周辺農地への影響等において問題ない

と思われます。したがって、農地法第５条第２項各号に該当

しないため、許可相当と思われます。 

 

議長  事務局の概要説明、地区担当推進委員の説明及び現地調査

員からの報告が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め採決いたしま

す。 

 議案第２号、申請番号１について、許可相当として意見を

付すことに御異議ない方は挙手をお願いいたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、許可相当として意見を付

すことに決定します。 

 

                                    

   ◎議案第３号 

議長  日程第６、議案第３号、令和２年度第１次農用地利用集積
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計画（案）の決定についてを議題とします。 

 この議題に関しては、一部一括審議としてよろしいか、お

諮りいたします。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありましたので、この議案に関しては、一

部一括審議とします。 

 事務局から議案の説明を求めます。 

 

事務局  議案第３号について、説明する。 

         （別紙議案のとおり） 

 

議長  事務局からの議案の説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め採決いたしま

す。 

 最初に、所有権移転個人明細の番号１、番号２及び番号

４から番号７並びに利用権設定等個人別明細の番号１から番

号13について、原案のとおり承認することに御異議ない方は

挙手をお願いいたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、原案のとおり承認するこ

とに決定します。 

 次に、所有権移転個人明細の番号３についての採決をしま

すが、この原案については、議席番号１番雲地委員に関連の

ある案件です。農業委員会等に関する法律第31条の規定によ

り、雲地委員の退室を求めます。 

 

      （雲地委員 退室） 

議長  それでは、所有権移転個人明細の番号３について、原案の

とおり承認することに御異議ない方は挙手をお願いいたしま

す。 
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      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、原案のとおり承認するこ

とに決定します。 

 雲地委員の入室を許します。 

 

      （雲地委員 入室） 

 

                                    

   ◎議案第４号 

議長  日程第７、議案第４号、農用地利用配分計画（案）に関す

る意見についてを議題とします。 

 この議題に関しては、一括審議としてよろしいか、お諮り

いたします。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありましたので、この議題に関しては一括

審議とします。 

 事務局から議案の説明を求めます。 

 

事務局  議案第４号について、説明する。 

         （別紙議案のとおり） 

 

議長  事務局からの議案の説明が終わりました。 

 質疑を許します。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め採決いたしま

す。 

 利用配分計画設定等個人別明細番号１から番号５について、

原案のとおり意見を付すことに御異議ない方は挙手をお願い

いたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、原案のとおり意見を付す

ことに決定します。 
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   ◎議案第５号 

議長  日程第８、議案第５号、農業経営改善計画認定申請に関す

る意見についてを議題とします。 

 事務局から議案の説明を求めます。 

 

事務局  議案第５号について、説明する。 

         （別紙議案のとおり） 

 

議長  事務局からの議案の説明が終わりました。 

 引き続き、番号ごとに地区担当推進委員からの説明を求め

ます。 

 最初に、番号１及び番号２について、地区担当推進委員の

髙𣘺委員からの説明を求めます。 

 

髙𣘺推進委員  地区担当推進委員の髙𣘺です。 

 議案第５号の番号１について、本人、長男、長女３人で水

稲を中心に経営を行っております。雇用で労働力を補充し、

面積の拡大を図る予定です。 

 番号２については、新規です。本人、妻、２人で水稲、露

地野菜、果樹を組み合わせ複合経営を行っております。水稲、

ネギについては、機械の更新、作業の見直しにより規模拡大

を図り、作業の効率化を図る予定です。ひとつよろしくお願

いします。 

 

議長  次に、番号３及び番号４について、地区担当推進委員の山

下委員からの説明を求めます。 

 

山下推進委員  地区担当推進委員の山下です。 

 まず、番号３、更新です。こちらは露地野菜で有機栽培を

営んでおります。その有機栽培で栽培されたものは、さんぶ

野菜ネットワークのほうに出荷されております。本人及び奥

さん、長男夫婦４人で年々規模を拡大しております。よろし

くお願いします。 

 また、４番、新規設定です。６年前まで勤めながら農家の

勉強をしておりました。そこから退社して、こちら、山武の
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ほうに土地と畑を調達しまして、篤農家の方が指導して、今

は研修生１名、パート１名を雇い入れまして、宅配ボックス

のほうを年々拡大させているということです。よろしくお願

いします。 

 

議長  次に、番号５について、地区担当推進委員の川島委員から

の説明を求めます。 

 

川島推進委員   地区担当推進委員の川島です。番号５について御説明いた

します。 

 変更になります。本人及び臨時雇用により水稲中心の大規

模経営を現在行っております。 

 今後は省力化設備を導入して、規模の拡大を図るというこ

とです。ひとつよろしくお願いします。 

 

議長  次に、番号６について、地区担当推進委員の加藤委員から

の説明を求めます。 

 

加藤推進委員  地区担当推進委員の加藤です。 

 更新でございます。酪農を主に行っております。奥さんと

２人で行っています。ヘルパー等を利用しながら、休みを取

りながら、いい経営をしております。よろしくお願いします。 

 

議長  次に、番号７について、地区担当推進委員の中山委員から

の説明を求めます。 

 

中山推進委員  地区担当推進委員の中山です。７番の方ですが、更新にな

ります。こちらの方は、水稲と、それから、後作として施設

野菜をやっておられますが、施設のほうは主にトマトという

ことで、作付されておるようです。一昨年、息子さんも就農

されまして、これからますます地域の中核として活躍される

ことと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長  地区担当推進委員からの説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 
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      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め、採決いたし

ます。 

 議案第５号、番号１から番号７について採決します。本件

について、原案のとおり認定すべきものと意見を付すことに

御異議ない方は挙手をお願いいたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、原案のとおり認定すべき

ものと意見を付すことに決定します。 

 

                                    

   ◎議案第６号 

議長  日程第９、議案第６号、青年等就農計画認定申請に関する

意見についてを議題とします。 

 事務局から議案の説明を求めます。 

 

事務局  議案第６号について、説明する。 

         （別紙議案のとおり） 

 

議長  事務局からの議案の説明が終わりました。 

 議案第６号、番号１について、地区担当推進委員の佐瀬委

員からの説明を求めます。 

 

佐瀬推進委員  地区担当推進委員の佐瀬です。 

 申請人は、もともと東京の新宿の百貨店勤務をしていまし

たけれども、子供ができて環境のことや子供たちに安全なも

のを食べさせたいということで、有機農業をやりたいという

ことで、今、さんぶ野菜ネットワーク代表の方のところで研

修しておりまして、８月から独立する予定です。 

 主要作物は人参、落花生で、今回の申請は、給付金など制

度活用の為に必要な申請ですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議長  事務局及び地区担当推進委員からの説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 
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      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め、採決いたし

ます。 

 議案第６号、番号１について、原案のとおり認定すべきも

のと意見を付すことに御異議ない方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、原案のとおり認定すべき

ものと意見を付すことに決定します。 

 

                                    

   ◎議案第７号 

議長  日程第10、議案第７号、令和２年度山武市農作業別標準賃

金（案）についてを議題とします。 

 事務局から議案の説明を求めます。 

 

事務局  議案第７号について、説明する。 

         （別紙議案のとおり） 

 

議長  事務局からの議案の説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め、採決いたし

ます。 

 議案第７号、令和２年度山武市農作業別標準賃金（案）に

ついて、原案のとおり決定することに御異議ない方は挙手を

お願いいたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員です。本件については、原案のとおり決定いたし

ます。 
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   ◎その他 

議長  以上で本日予定した議案の審議は全て終了いたしました。 

 その他の件について、皆様から何か御意見等ございますか。

佐瀬推進委員、どうぞ。 

 

佐瀬推進委員  住民の皆さんから、谷津田の埋立てについての要望書が出

されました。その件について農業委員会で諮っていただきた

いと思います。資料を配っていいですか。手元にないと分か

らないと思います。 

 では、こちらの資料を御覧になってください。 

 今日は要望者の代表の方は、時節柄、出席できないという

ことなので、私が代わりに要望書を読み上げまして、若干、

補足説明を申し述べたいと思います。よろしくお願いします。 

 要望書。現在、山武地区において再生土を使っての埋立て

による農地転用と林地開発を伴った太陽光発電設置（再生処

分場）が計画されています。山武地区で谷津田等に産廃や残

土による埋立てが多く行われ、飲料水や生活用水を地下水に

頼っているこの地域では、地下水汚染が心配され、多数の住

民から反対の要望が出されました。その結果、全国の中でも

厳しい規制の残土条例が制定されました。 

 再生土埋立ては、千葉県各地で化学物質等による悪臭の被

害や大型ダンプ等での運び込みにより、道路が壊されるなど

の問題が起きており、そして、この地域は学校が近く、搬入

路が通学路になっている為、子供たちの通学の安全も心配さ

れています。他の自治体では残土条例の改正や再生土による

埋立てを禁止する条例が制定されたようです。 

 山武市農業委員会におきましても、至急、再生土の使用を

規制して、住民の生活と環境と農地を守る為に市に提案して

いただきますよう、要望いたします。 

 令和２年４月６日、山武市農業委員会会長、鈴木俊幸様。 

 住民、保護者代表、 

 ここにありますように、谷津田の埋立て計画は、その規模

が17,000㎡で、搬入の土が10トンダンプで15,000台。１日

50台から100台で10か月間続くようで、中学校の前も通ると

いうことで、住民の皆さんが心配されています。 

 また、再生土を使うということで、各地で、問題を有して
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おりまして、皆さん地下水の汚染を心配しています、現在の

条例の問題点としては、再生土は適用されないという問題が

あります。農地転用を農業委員会が許可すれば許可になって

しまうというような形になると、住民の皆さんもいろいろな

不安があるということですので、残土は関係ないじゃないか

と言う方もおられるかもしれませんが、農地も広がっていま

すし、住民の皆さんの不安もあるということなので、ぜひ農

業委員会で取り上げていただきたいと思います。 

 住民の方々はもっと幅広く署名を集めて、市長にも交渉す

る予定だそうです。農業委員会としても農地が関わるという

こともありますし、私たちも住民の代表ですから、住民の皆

さんが地下水汚染をはじめ、いろいろな心配をされていると

いうことなので、ぜひ会としても規制を厳しくしてくれるよ

うに提言していただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

議長  ただいま佐瀬推進委員から要望書ということで、皆さんの

お手元に配られたかと思いますけれども、この内容について

何か御意見等ございませんか。 

 

川島委員  これは恐らく環境問題でやるべきだと思いますよ。農業委

員会で規制をつくるわけじゃない。再生土の使用を条例化し

ろということだから、ちょっと難しい。勉強してもらおう。

今いきなりどうこうと言えない。 

 

議長  ただいま川島委員からの御意見がありました。そのほかに

はございますか。どうぞ。 

 

加藤推進委員  場所が分からないということ。地図か何かつけてくれない

と、どの箇所に、大きい場所だと言ったんだけれども、はっ

きりした場所が全然分からない。どういう状況になっている

かが分からない。 

 

議長  じゃ、加藤推進委員。ちょっと今、事務局が説明します。 

 

事務局  では、事務局のほうで把握している範囲で、場所等の御説
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明をさせていただきます。 

 場所は、山武中学校の裏の通りを、300メートルほど進ん

だ周りが山林で、谷津田が連続している場所です。 

 現況は耕作がされていない荒れた土地になっているという

ようなところです。 

 先ほど佐瀬推進委員からもありましたけれども、面積は全

部で17,000㎡ほどだと伺っております。その内、農地がどの

くらいあるのでしょうか。五、六反歩というところでしょう

か。そのくらいのところを、低いところに再生土を入れて、

その上部で太陽光発電をやりたいというような計画だそうで

ございます。よろしいでしょうか。 

 

議長  今の説明でよろしいでしょうか。加藤推進委員、今の説明

でよろしいですか。 

 農地部分になっているのは大体６反歩ぐらいだそうです。

あとは山林。１町７反の面積です。 

 そのほかの意見の方、ございますか。佐藤委員。 

 

佐藤委員  ここの場所は、私の家の前です。それで、佐瀬推進委員が

言ったとおり、すごいところを埋め立てるということで、う

ちのほうにも業者の方から説明があったんですが、うちの前

の道というのは、うちの母がお嫁に来たときに簡単に造った

道なので、本当にぼろぼろのというか、そこはスクールゾー

ンにもなっていますけど、そこら辺を10トントラックが相当

な量が来た場合、道路が壊れちゃうというのがまず一番心配

です。 

 再生土に関しては、私はちょっと分からないので、専門の

知識がないから分からないんですけど、ただ、道路が壊され

ちゃうんじゃないかという心配がすごくあります。 

 あと、スクールゾーンで中学生たちがすごく通る道なので、

非常に安全面とか、道路が壊れた場合、どういう補修という

か、そういうこともちゃんと確約してもらえるものなのかと

いうのもちょっと気になって、確かに心配がすごくあります。

だから、ちょっとこれはよく話し合っていただきたいかなと

は思っています。 
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小川委員  農業委員会で規則はできないでしょう。 

 

佐瀬推進委員  農地転用が関わってくるわけです。ここで住民の皆さんの

不安を拭うには、やっぱり農業委員会が一番大事なキーポイ

ントになってくるんですよ。農地転用の許可をしちゃったら

もう終わりなんだから、あと再生土という抜け道で条例で終

わっちゃうわけですよ。議会にもお願いする、市長にもお願

いして住民の皆さん、要望に行くと言っていますよ。それで

また市長の考えで変わるかもしれませんけど、このままいっ

たら、農業委員会に来月にも出たら、それで許可したら県が

許可して、オーケーになっちゃうんですよ。 

 

議長  この要望書については、本来でしたら区長が地域住民の意

見の代表として陳情する。これが最初のパターンじゃないか

なと個人的に思っています。 

 今いろいろ佐瀬推進委員からもあったんですけれども、こ

れをすぐ今どうのこうのというのはなかなか難しいと思いま

す。ですから、今、佐藤委員からも言われた道路の破壊とか

に関しては、やはり地域から、住民からの要望書を市に提出

するという流れでやっていただければと思います。 

 ですから、この要望書を私のほうに頂いても、これを「は

い、そうですか」という形にはなかなかならないと、今の段

階では思っていますので、その辺、先に区長さんを通じてお

話をしていただいて、それから我々の検討課題と捉えてよろ

しいでしょうか。 

 この場ですぐ検討することはなかなか難しいので、皆さん、

次回までにいろいろ考えてきていただければというのでどう

でしょうか。よろしいですか。では、そういうことでよろし

くお願いします。 

 じゃ、本会はこれで終了となります。 

 次回の総会は、５月７日の木曜日。車庫棟の２階、第６会

議室を予定しておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。御苦労さまでした。 


