
1 
 

総会議事録（第１２回） 

 

１ 開催日時 令和２年３月２５日（水）１４時～ 

２ 開催場所 大会議室 

３ 出席委員（３４名） 

○農業委員（１８名） 

会  長    １１番 田添 利弘 

１番 佐古 和博  ２番 浅井 和巳  ３番 山口 明美  ４番 渡邉 隆弘 

５番  田川 康浩  ６番 山口 光則  7 番 江﨑 修一  ８番 吉﨑 邦幸 

９番 朝長 洋子 １０番 松下 善光 １２番 髙見 健  １３番 久保 一誠 

１５番 寺坂 哲郎 １６番 川本 康代 １７番 山田 武人 １８番 山口 和夫 

１９番 岩﨑 真吉 

  

○農地利用最適化推進委員（１６名） 

１番 城山 正巳  ４番 大久保勝範  ５番 渡邉 重徳  ６番 大島 弘美 

７番 野添 幸重  8 番 一瀬 晃   ９番 福田 末弘 １０番 川副 博司 

１１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎 １４番 森  良広 

１６番 鳥越 優  １7 番 伏原 稔  １８番 山道喜久美 １９番 畠田 義博 

 

４ 欠席委員 

○農業委員（１名）         １４番 藤﨑サヨ子 

○農地利用最適化推進委員（３名）  ２番 平山 清孝 ３番 小川 國治 

１５番 野田 善則 

 

５ 議  題 報告第１号 農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件 

       第１号議案 農地法第５条の規定による許可申請の件 

第２号議案 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件 

第３号議案 非農地証明願の件 

第４号議案 農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件 

第５号議案 農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件 

第６号議案 農地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件 

第７号議案 大村農業振興地域整備計画の変更について（農用地区域から除外） 

       第８号議案 非農地通知の件 

       同 意 議 案 農業委員の辞任について 

 

６ 事 務 局 局長 出口 孝 

係長 西浦 公治 

職員 川原 進太郎 中野 孝亮  
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１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和元年度第１２回農業委員会定例総会」を開会いたします。 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議事録署名人指名 

○会長 

それでは、総会の定足数について、事務局より報告をお願いします。 

 

○事務局長 

本日の出席委員は、定足数に達しております。 

１４番農業委員及び２番推進委員、３番推進委員、１５番推進委員から、欠席の届出があ

っております。 

 

○会長 

次に、本日の議事録署名人を、１番農業委員、１９番農業委員にお願いします。 

それでは、お手元の議案書を基に、議案の審議に入ります。 

 

４ 議事 

○議長 

１ページ、報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件」

を議題とします。 

事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第１号１番福重 草場町の農地、地目 田、合計面積 2,327 ㎡です。 

場所は、農用地です。 

次に、2 番松原、野岳町の農地、地目 田、合計面積 4,183 ㎡です。 

場所は、農用地です。 

１番福重及び 2 番松原の解約理由は、双方による合意解約、使用貸人及び使用借人並びに

賃貸人及び賃借人は記載のとおりです。ほかの案件との関連は、当該議案の中で説明します。 

以上です。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜なし＞ 
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○議長 

それでは続いて、２ページ、第１号議案「農地法第 5 条の規定による許可申請の件」を議

題とします。 

はじめに１番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第１号議案１番西大村、植松 3 丁目の農地、地目 畑、面積 456 ㎡の転用申請です。契

約は賃貸借。先月の保留案件です。 

申請者は記載のとおり、場所は、第３種農地です。 

土地利用計画は、子供クリニックを開設するものです。資金、被害防除計画は、先月報告

と変わっていません。雨水及び汚水は西側市道側溝及び公共下水道に放流です。周囲に農地

はありません。 

 

○議長 

それでは１番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ただいま事務局から説明があったとおり、先月保留にした分ですけど、先月の総会の翌日

に見たらすでに撤去してありました。周りは宅地ですので、何ら問題ないと見てまいりまし

たので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

１番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番西大村は、許可相当とします。 

お諮りします。次の 2 番西大村は、4 ページ、第 2 号議案「農地法第 5 条の規定による

許可後の計画変更承認申請の件」1 番西大村と関連がありますので、一括して審議すること

にご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、2 番西大村は、第 2 号議案 1 番西大村と一括して審議すること

とします。事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

はじめに、4 ページ、第 2 号議案 1 番西大村をご覧ください。古賀島町の農地、地目 畑、

面積 341 ㎡です。先月県の許可を得て 2 区画の分譲宅地を建設予定でしたが、隣接農地を

含めた計画に変更するものです。 

隣接農地の転用申請が、2 ページの 2 番西大村です。古賀島町の農地、地目 畑、面積

21 ㎡、併用地を含む全体面積は 362 ㎡の転用申請となります。契約は売買。申請者は記載

のとおり、場所は、第３種農地です。計画は、この面積が増えただけで変更はありません。

資金は残高証明書で確認済みです。 

 

○議長 

２番及び第 2 号議案 1 番西大村について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお

願いします。 

 

○委員 

 日曜日に現地を見てきました。幅は１メーターないぐらいなんですけど、○○さんという

譲渡人さんのところに不動産屋さんが行かれて、分譲住宅を建てるという説明をされた時に

日陰になるとかいうお話をしている間に、それだけのところを使って緑地とか緩衝地にされ

るということで渡されたようです。入口も車が入りやすいように、農業をしやすいように少

し控えて譲られたようです。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

２番及び第 2 号議案 1 番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、2 番西大村は、許可相当とします。また、第 2 号議案 1 番西大村

は、承認相当とします。 

続いて 3 番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番西大村、坂口町の農地、地目 畑、面積 1,241 ㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、７区画の分譲宅地とするものです。資金は融資証明書で確認済みで、計

画は記載のとおり、雨水、汚水は北側道路に接続です。南西側以外に農地があります。 

 

○議長 

３番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 
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○委員 

 この土地は以前、周りの人が作られていたんですけど、今年に入ってきれいに耕してあっ

たので、何か作られるのかなと思っていたら宅地になるということで、周りの畑にも特に影

響があるということはなかったと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

３番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、３番西大村は、許可相当とします。 

次に４番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番竹松、竹松本町の農地、地目 雑種地、現況 畑、面積 448 ㎡の転用申請です。契

約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内、第３種農地です。 

土地利用計画は、自己住宅の建築です。資金は融資予定証明書で確認済みで、被害防除計

画は、現状のまま利用、雨水は南側側溝、汚水は北側道路の公共下水道に接続です。周囲に

農地はありません。 

 

○議長 

４番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは、周りはほとんど住宅ばかりで問題ないかと思って見てまいりましたので、ご審議

のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

４番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、４番竹松は、許可相当とします。 

次に、５番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 
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５番竹松、鬼橋町の農地、地目 田、現況 畑、面積 179 ㎡の転用申請です。契約は売

買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内、第３種農地です。新幹線工事に伴う一

時転用後、すでに農地に復元、地権者へ返還済み農地です。 

土地利用計画は、1 区画の分譲宅地です。資金は預金通帳の写しで確認済みで、被害防除

計画は、現状のまま利用、雨水、汚水は東側道路側溝と公共下水道に接続です。周囲に農地

はありません。 

 

○議長 

５番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは、新幹線の工事が終わってきれいに農地に戻してあるんですけど、そこは下水も周

りにありますし、雨水もそこに流れておりまして、何ら問題ないと思って見てまいりました。

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

５番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、５番竹松は、許可相当とします。 

次に、６番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

６番竹松、原口町の農地、地目 畑、面積 376 ㎡、併用地を含む全体面積 437.61 ㎡の

転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、2 区画の分譲宅地です。資金は預金通帳の写しで確認済みで、計画は記

載のとおりです。雨水及び汚水は北側道路側溝及び公共下水道に放流です。周囲に農地はあ

りません。 

 

○議長 

６番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今、事務局が説明されたとおり、併用地としてあるところは賃貸駐車場になっているとこ

ろです。農地は市道より左側に梅林があるんですけど、よそに迷惑かけるということはあり
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ませんので、雨水排水等は公共用に流されるということで、何も問題ないと思って見てまい

りました。よろしくお願いします。 

 

○議長 

６番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、６番竹松は、許可相当とします。 

お諮りします。次の 7 番竹松は、第 2 号議案 2 番竹松と関連がありますので、一括して

審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、7 番竹松は、第 2 号議案 2 番竹松と一括して審議することとし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

はじめに、4 ページ、第 2 号議案 2 番竹松をご覧ください。黒丸町の農地、地目 田、現

況 介在田、合計面積 816 ㎡です。2014 年、平成 26 年の許可を得て外科医院等の建設

予定でしたが、転用実行者が替わり、事務所と駐車場に計画変更するものです。 

変更後の転用申請が、2 ページの 7 番竹松です。申請地は第 2 号議案、2 番竹松と同じで、

契約は売買。申請者は記載のとおり、場所は、第３種農地です。土地利用計画は、事務所１

棟、駐車場の建設です。 

資金は残高証明書で確認済みで、計画は現状のまま利用、雨水及び汚水は南側道路側溝及

び公共下水道に放流です。北と東側に農地があります。 

 

○議長 

7 番及び第 2 号議案 2 番竹松について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願い

します。 

 

○委員 

 ここは、先ほど言われましたように、平成２６年度に開業予定ということで変更になった

土地ですけど、だいたい２４０坪ぐらいの土地ですけど、病院を造るにはちょっと狭かった

のかなと思っててですね。そして、これは田からの転用許可をもらっていたところで、目的

変更ということで、何も問題はないと思って見てまいりました。よろしくお願いします。 
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○議長 

７番竹松及び第 2 号議案 2 番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、７番竹松は、許可相当とします。 

また、第 2 号議案 2 番竹松は、承認相当とします。次に、3 ページ、８番竹松は、議案作

成後に申請者から取下申立書の提出があっております。議案書に、その旨記載願います。 

次に９番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

９番竹松 富の原 1 丁目の農地、地目 畑、面積 627 ㎡の転用申請です。契約は売買。 

申請者は記載のとおり、場所は、都市計画区域内の第３種農地です。 

土地利用計画は、4 区画の分譲宅地です。資金は残高証明書で確認済みで、施設の計画は

記載のとおりです。雨水及び汚水は、東と南側既設側溝と公共下水道に接続です。周囲に農

地はありません。 

 

○議長 

９番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ただいま説明があったとおりです。周りには農地はありません。東側と南側は市道に囲ま

れておりまして、北側の一部に譲渡人の宅地がございまして、その手前です。何ら問題ない

かと思って見てまいりました。みなさんのご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

９番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、９番竹松は、許可相当とします。 

続いて、５ページ、第３号議案「非農地証明願の件」を議題とします。1 番松原、事務局

から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第３号議案 1 番松原 松原 1 丁目の農地、地目 畑、現況 宅地、面積 206 ㎡、申出人

及び利用者は、記載のとおりです。 
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申出によりますと、農地法施行前の昭和 1１年に炊事場を新築し、現在に至っているとの

ことです。 

場所は、第３種農地です。 

 

○議長 

１番について、松原地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 現在建っている家を建て替えるということで、申請をされましたところ、西側の道を隔て

たのり面が高すぎて建築許可が下りないということで、その家の後ろの方に造るということ

でございまして、そこが農地になっておりました。炊事場も一部建っておりまして、また、

里道もあるんですけど、そこも買い上げて、後ろの方に新築をされるということで、非農地

の願いを出されております。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

1 番松原に対して、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、１番松原は、許可することといたします。 

続いて、6 ページ、第 4 号議案「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件」を議

題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第 4 号議案 1 番福重 草場町の農地、合計面積 2,627 ㎡、貸付申込者及び借入申込者は

記載のとおりです。 

場所は、農用地です。 

借入申込者は、借入地へ水稲作付を計画しており、賃貸借による利用権の設定期間は、令

和２年 4 月１日から令和５年 3 月 3１日までです。 

次に２番松原 野岳町の農地、地目 田、合計面積 4,183 ㎡、貸付申込者及び借入申込

者は記載のとおりです。 

場所は、農用地です。 

借入申込者は借入地に水稲作付を計画しており、賃貸借による利用権の設定期間は、令和

２年 4 月１日から令和５年 3 月 3１日までです。 

次に３番松原 野岳町の農地、地目 田、合計面積 4,059 ㎡、貸付申込者及び借入申込

者は記載のとおりです。 

場所は、農用地です。 
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借入申込者は借入地に水稲作付を計画しており、使用貸借による利用権の設定期間は、令

和２年 4 月１日から令和５年 3 月 3１日までです。 

第 4 号議案の借入申込者は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の要件を満た

しているものと考えます。以上です。 

 

○議長 

それでは、第 4 号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、第 4 号議案は、承認することとします。 

続いて７ページ、第 5 号議案「農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件」を

議題としますが、本議案は、８・９ページ、第 6 号議案「農地中間管理事業による農用地利

用配分計画作成の件」と関連がありますので、一括して審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、第 5 号議案及び第 6 号議案は一括して審議することとします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第5号議案の農用地利用集積計画の借入申込者及び第6号議案の農用地利用配分計画の貸

付申込者が、公益財団法人長崎県農業振興公社でありますので、資料１を配布しております。

その資料と併せてご説明いたします。 

この表左から４列分が、一番上の行に書いているように集積計画で、3 列目から７列目ま

でが配分計画です。 

3 列目の農地中間管理機構を通じて、上から○○様以下 5 名の方とすでに集積済みの農地

を、7 名の方が借入されます。利用権設定を受ける農地、設定する利用権は記載のとおりで

あります。 

以上、第 5 号議案は、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項各号の要件及び第 6 号議

案は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 4 項各号の要件を満たしているもの

と考えます。 

 

○議長 

それでは、第 5 号議案及び第 6 号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜質問なし＞ 
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○議長 

ご異議がありませんので、第 5 号議案については、承認することとし、第 6 号議案につい

ては、支障のない旨を回答することとします。 

引き続き、１０ページ、第７号議案「大村農業振興地域整備計画の変更について」を議題

とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

１番鈴田、平町の農地、地目 田、合計面積 1,048 ㎡、申請者及び所有者は、記載のと

おりです。 

本件は、申請地を農用地から除外することについて、農業委員会に対し市長から意見を求

められているものです。 

場所は、農用地です。 

除外後は、第２種農地となり、農地法第 5 条の許可を受け、太陽光発電施設の設置を予定

されております。 

計画では、盛土、切土を行い、雨水は南側既設水路接続となっております。 

 

○議長 

それでは、１番鈴田について、鈴田地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは、太陽光を造るってなってますけど、すごく日当たりが悪いところで、果たして太

陽光はどうなのかなと思うんですけど。両方山で、谷になってるんですよ。ちょっと不思議

だと思うんですけど。業者がここで造ると言えば何か採算があるんだと思うんですけど。農

地としては、以前から使われてなくて、○○さんという方が出られて、自宅がすぐ上にあっ

たんですけど、それも売り払って、まったく管理もしてなかったと思います。一時期、前任

の農業委員さんが作られていたんですけど、身体を崩されてからはほとんど荒地になってい

ました。農用地を簡単に外せるものなのか、周りに家とかが何もない状態で、確かに農用地

の一番外れではある訳ですけど、農用地を外すという適用除外例にここは該当するんですか。 

 

○事務局 

 この議案に載せている段階で、すでに農林水産振興課と県で事前に打ち合わせをされて、

除外自体は相当ということで、あとは除外にあたって農業委員会の意見を市長から求められ

ているものでありますので、特に支障がないという意見であれば、農用地から除外される案

件になります。 

 

○委員 

 日当たりが悪いところということで地元の方が疑問に思われるようですけど、実は、今富
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や鬼橋ですね、結構、転用をかけてソーラーをされているんですよね。しかし、疑えばおか

しいですけど、事業的に可能なのか。それと、これは売買の条件が付いているんですか。ど

うなっているんでしょうか。 

 

○事務局 

 今から５条の申請で貸し借りをされるか、所有権移転をされるか、そこのところまでは今

の段階では事務局の方では把握しておりません。今回は、除外自体は県と市農林水産振興課

と話をして、要件的にはクリアしているという状況でありますので、農業委員さんの意見と

して、仮に他の営農条件に支障があるなどといった観点でご審議いただいて、仮にですが、

周辺の日当たりなどで営農に支障があれば、そういう意見を付けることは可能かと思います。 

 

○委員 

 例えば、特に鈴田地区はこういうところが多いですけど、農用地でも端の方なら、極端に

言えば荒らせば、農用地も簡単に外せる要件になるということですか。 

 

○事務局 

 農用地の除外の要件といたしまして、確か５つほどあったと思います。条件の中に、例え

ば基盤整備がしてあったら８年経過しているとか、そういった除外自体の要件は、農林水産

振興課と県の方でクリアしているという状況であります。 

 

○議長 

それでは、１番鈴田について、支障がないということでよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、１番鈴田については、支障のない旨を回答することとします。 

次に、11 ページから 16 ページ、第８号議案「非農地通知の件」を議題とします。事務

局から説明願います。 

 

○事務局 

 令和元年度の利用状況調査で非農地と判断された農地について、非農地として取り扱うの

か審議をしていただきます。今回、議案に載せている農地ですが、１月に事前資料としてお

配りしたリストと地図を配布いたしましたが、そのうち現場を確認していただいた結果を反

映したリストでございます。 

次に、非農地として承認された後の手続きについて説明します。非農地として承認された

後に、土地所有者等に対して非農地通知書を交付し、非農地として取り扱う旨の通知及び登

記地目変更の要請を行い、今後は非農地として取り扱うということを通知いたします。通知

を受けた土地所有者等が非農地通知書を持って法務局に行けば、地目変更が可能になります。
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あわせて、長崎県、大村市税務課、法務局などの関係機関に対しても非農地通知一覧表を送

付し、非農地となった旨を通知いたします。以上です。 

 

○議長 

それでは、一覧表の非農地通知の件について、皆さんから何かご意見・ご質問はありませ

んか。 

 

○委員 

 登記地目が農地であって、現況が山林ということで申請が上がるんでしょうけど、山林に

なった場合、固定資産税は変動があるんですか。 

 

○事務局 

 固定資産税については、山林、原野等に地目変更した場合は、農地に比べて多少下がると

思います。 

 

○事務局 

 補足ですが、地目変更をしなくても、農業委員会から税務課の資産税グループに通知が行

きますので、通知が行った時点で、次の年度から評価が変わって、現況地目で課税をします

ので、現況地目が山林又は原野になります。例えば今回の場合は、令和３年度の課税から現

況地目が変わって課税されるということになります。登記を変えるのは強制ではないもので

すから、各自で法務局で変えることになりますが、現況地目は市役所内で通知しますので、

税務課はそれをもって課税を変更する形になります。 

 

○議長 

 他にありませんでしょうか。 

 ないようでしたら、以上の件については、非農地と判断し、これを通知することとしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

異議なしということで、非農地と判断し、これを通知することとします。 

次に、農業委員の辞任について、事務局からお願いします。 

 

〇事務局 

農業委員の辞任届が、今月 17 日付けで本人から辞任届が提出されました。竹松地区の藤

﨑委員さんです。昨年夏過ぎから体調を崩されていました。経過を見守って暖かくなったら、

復帰されることを話してきたのですが、どうしても今後の活動も困難であるということです。 

委員の辞任は、農業委員会法第 13 条で「正当な事由があるときは、市長及び農業委員会



14 
 

の同意を得て辞任することができる」となっております。辞任の理由が正当であるかどうか

は、社会通念に従い判断すべきで、農業委員会の同意は総会の議決、すなわち辞任申出者を

除く総会出席者の過半数の賛成によって行うことになっております。 

これまで、会長、副会長などとご自宅を訪問したりしてきましたが、やむを得ない事情と

判断し事務局では辞任届を受理しています。 

なお、補充は行わず、次の改選までは欠員のままで運営したいと考えています。 

 

○議長 

ただいまの件について、皆さんから質問等、ありませんか。 

それでは、辞任について、皆さん方の同意を得てよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

それでは、３月３１日をもちまして、辞任に同意したとさせていただきます。あとは、事

務局の方で市長部局とも、手続きを進めてください。 

以上をもちまして、本日の議事を終了します。 


