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令和２年第８回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年８月５日（水）   開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後２時５５分  

 

２．場  所  東区地域福祉センター３階 大会議室１・２  

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １９名 

１ 福島 幸治  ２ 鍜治山 正照  ３ 己斐  潔  

４ 山本 香織  ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守  ９ 下谷 邦代  

１０ 佐藤 和夫  １１ 沼田  聖  １２ 沖田 光春  

１３ 河野 信義  １４ 谷口  憲  １５ 河野 芳徳  

１６ 山縣 由明  １７ 吉田 米治  １８ 奥田 一成  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

なし 

 

６．議事録署名者  

１２番  沖田  光春    １３番  河野  信義  

 

７．職務のため出席した事務局職員  

事務局長    大畦 裕之    事務局次長  石原 健二 

主幹（事）主任 山室 勝志    主 事    西村 昌敏 

技 師     森下 まゆ 

 

８．総会議事日程  

・農地に係る審議事項                                   

（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ついて 

（３）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について 

（４）農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないこと（非農地）の判断につ

いて 
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・農地に係る報告事項 

（１）農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の専決処理について 

（２）農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の専決処理について 

（３）非農地証明申請の専決処理について 

（４）農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得届出の専決処理につ

いて 

（５）農地転用届出撤回の専決処理について 

 

・農政に係る審議事項 

（１）令和 3 年度広島市農政に関する意見書について 

 

・その他 

（２）農地利用最適化推進委員の欠員募集について 

（３）ウンカの発生状況について  

（４）「所有地及び耕作地に関する申告書」の送付について 

（５）令和２年８月の現地調査日程について 

（６）家賃給付金について 

（７）広島県中間管理機構 News について 

（８）令和２年度第２回・第３回地区協議会の日程等について 
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議  事 

 

議  長  

 ただいまから令和２年第８回の広島市農業委員会総会を開会します。  

本日、農業経営改善計画の審議案件がありますので、関係する３名の推進委員

にご出席いただいています。安佐北区白木町の下中推進委員です。安佐北区安佐町

の沖田推進委員です。安佐北区安佐町の中川推進委員です。 

よろしくお願いいたします。 

本日の欠席者はおられませんので、会議は成立いたします。  

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名いたします。  

１２番、沖田委員、１３番、河野信義委員にお願い致します。  

それでは、ただいまから、審議事項に入ります。  

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、１１件

を上程します。事務局の説明をお願いします。  

   

西村主事  

議案第１号、耕作目的の農地の売買等に関する農地法第３条の許可申請１１件に

ついて説明します。  

議案の３ページから５ページをご覧ください。 

１番は、祖父から孫へ経営移譲するものです。 

２番及び３番は、アストラムライン建設のため農地が分断され、耕作困難な状況

であったため、隣接する双方の農地を交換し、利用の効率化を図るものです。な

お、譲受人の一方が農地取得後に下限面積を満たしませんが、該当農地の状況か

ら、譲受人により隣接農地と一体的に利用しなければ利用が困難と認められるた

め、農地法及び農地法施行令により、不許可の例外に該当するものと思われます。 

４番は、母から子へ経営移譲するものです。 

５番から９番は、経営規模拡大のため農地を譲り受けるものです。 

１０番は、新規就農のため農地を譲り受けるものです。水稲及び野菜を作付けす

る旨の営農計画書が提出されています。 

１１番は、叔父から甥へ経営移譲するものです。 

申請地はすべて、農地法第３条第２項に規定する不許可の要件のいずれにも該当

しないものと思われます。 

これらの案件は、総会で承認されますと、農業委員会の会長名で許可することと

なります。 

以上で議案第１号の説明を終わります。 
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議  長  

議案第１号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番から３番は私です。７月２０日に溝口委員と事務局で現地調査を行い

ました。  

１番は、先ほど事務局からありましたように、高齢者で耕作困難となり、

孫に経営移譲をすることとしたもので別に問題ないと思います。  

２番、３番は、ちょっと下限面積が足らないということなのですが、利便

性を考えて交換することとなりましたので、別に問題ないと思います。  

４番は梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

４番の梶山です。  

７月２０日に伊藤委員と事務局職員と現地調査を致しました。田と畑につ

いて全体をきれいに作っておられます。お祖母さんも元気にやっておられま

す。  

 

議  長  

５番、６番は岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 ５番の案件については、７月１７日に己斐委員と事務局職員２名と現地調

査を致しました。５番の案件は、譲渡人は県外に住んでおり農業ができない

ということと、譲受人は従来から管理等をしておられました。この度、所有

権移転というになりましたが、現在水稲をされておられ、管理はされており

ますので、問題ないと思います。  

 ６番はほ場整備した１反ちょっとの農地です。このほかに５畝ほど家庭菜

園的なものがあり、きれいに果樹とか野菜が植えてありまして、管理されて

おります。今回の申請地では、いろんな自家用野菜を作って自家消費したい

と思っておられるようです。別に問題はございません。  

 

議  長  

 続きまして、７番は沼田委員。  

 

沼田委員  

１１番の沼田です。  
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７月１７日に沖田委員と事務局と現地調査を致しました。現在は耕作され

ておる様子ではございませんでした。カヤ等の大草になっておられるところ

がありますが、譲受人の家の近くで、何を作られるのかよく分かりませんけ

れども、問題ないと思われます。申請地の近くで耕作しておられる田畑もあ

りませんので、問題はないと思われます。  

 

議  長  

 ８番、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。  

８番の案件について説明を致します。７月６日に山縣委員と事務局職員と

で現地調査を行いました。経営規模拡大ということで、現状もそれぞれ対応

がしてあるので問題ないと考えます。  

 

議  長  

 ９番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

９番について説明します。本年７月１６日、私と河野芳徳委員及び事務局

職員２名で現地調査しました。申請地は、野菜が栽培されており、譲渡人は

耕作することが難しいので、譲受人が自宅の隣で以前から管理されておられ

ましたので、この度申請地を購入し、経営規模拡大のため所有権移転するも

のです。下限面積はクリアしております。近隣農地に支障を及ぼすこともな

く、許可相当と認めます。  

 

議  長  

 １０番、１１番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

１０番、１１番とも、去る７月２０日に事務局２名と私で調査をしており

ます。まず１０番の方ですが、譲渡人が高齢で耕作が困難となったというこ

とで、譲受人が農業を営むことを念頭に居住する家屋とともに譲り受けるも

のでございまして、いいことだと思っております。異議ございません。  

また、１１番ですが、譲渡人は県外に住んでおられ、譲渡人の親戚である
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譲受人が、家族と稲作、畑作をやりたいということで管理するというもので

ございまして、特別異議はございません。  

ただ、申請地は２０筆ありまして、そのうちの２筆に砂利が敷いてあった

ということで、好ましくないという指摘をしましたところ、早々に撤去して

すぐに果樹を栽培したいということで申し受けました。  

こういうことから、このことについては、異議がございません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

           （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございませんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の１１件を許可することに決定します。  

続きまして、議案第２号、「農地法第５条の規定による許可申請」につい

て３４件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

西村主事  

議案第２号、転用を目的とする農地の売買等に関する農地法第５条の規定による

許可申請３４件について、説明します。 

議案の６ページから１２ページをご覧ください。 

１番、２番、６番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け又は譲り受け、資

材置場として利用するものです。なお、１番は一時転用事案で、一時転用期間は令

和３年５月３１日までとなっています。 

３番から５番、７番から１６番、１８番から２２番、２４番から２９番、３１番

から３３番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け又は借り受け、太陽光パネ

ルを設置しようとするものです。 

１７番は雑種地への転用事案で、申請地の隣接で建築板金業を営む法人が申請地

を譲り受け、駐車場として利用しようとするものです。申請地は平成６年度に実施

された基盤整備促進事業区域内にある非農用地として換地を受けた第１種農地であ

り、第１種農地の不許可の例外に該当するものと思われます。 
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２３番・３０番は宅地への転用事案で、住宅の建築及び宅地拡張しようとするも

のです。 

３４番は雑種地への転用事案で、病院事業を営む法人が申請地を借り受け、駐車

場の拡張を行うものです。 

申請地は１７番を除き、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で、第

２種農地であり、転用許可できない区域に立地する農地ではなく、また、転用の確

実性があり、被害防除措置も妥当と認められることから、農地法第５条第２項の不

許可の要件のいずれにも該当しないものと思われます。 

１番、３番から１１番、１３番、１５番、１６番、１８番から２２番、２８番か

ら３４番の２５件の案件については、本総会で承認されますと、農業委員会の会長

名で許可することとなります。 

また、２番、１２番、１４番、２３番から２７番の８件の案件は、農振農用地で

ありましたが、農業振興地域の整備に関する法律に基づく第１１条公告が本年７月

２日付でされており、農振法の第１２条公告により、農用地区域から除外されたこ

とを確認したうえで農業委員会の会長名で許可することとなります。 

１７番の案件は第１種農地であることから、広島県農業会議常設審議委員会にお

いて、異議なしとの回答を得たのちに会長名で許可することとなります。 

以上で議案第２号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第２号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

２番、鍜治山でございます。  

去る７月１６日、事務局職員２名と一緒に現地調査を行いました。これ

は、一時転用ということで、公共事業の資材を置くということで、周りに田

畑とかもなく、問題ないと思います。  

 

議  長  

２番、３番、伊藤委員。  

 

伊藤  委員  

７番の伊藤です。  

２番につきましては、３月１９日に事務局職員２名と一緒に現地調査を行

いました。この土地の周辺は、それぞれほ場整備をしましたけれども、この
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申請地は当初から転用予定があったものです。３年前は水稲を作っておられ

ましたが、今年は休耕となっています。そこで、木材業を営む申請人が資材

置場にしたいということでありまして、被害が出るところではないと思いま

す。問題ありません。  

それから３番につきましては、２月１９日に事務局職員２名と一緒に現地

調査を行いました。申請地の隣は、以前太陽光発電設備が許可されたところ

でございまして、一体的に利用しようというものであります。これも問題は

ないと思います。  

 

議  長  

 ４番から６番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

４番、５番につきましては、６月１７日に事務局２名と現地調査を行いま

した。４番、５番は、譲渡人が高齢で、施設に入っておられるようでござい

ます。代理人が申請をされておるような状況です。その現地は、周りは休耕

田と道路ということで、近隣に農地はなく別に問題ないと思います。  

６番につきましては、７月１７日に事務局職員２名と一緒に現地確認をし

ております。この農地は、残土等の処理をされておる会社を営んである譲受

人が資材置場にするということで、現在は休耕になって近所には太陽光パネ

ル、道路、川というようなことで、農地は周りになくて、別に問題は無いん

じゃないかと思います。  

 

議  長  

 ７番から１７番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

  ７番から１６番までの１０件は、太陽光発電設備の申請関係でございま

す。  

７番は、令和２年６月１７日に事務局の職員と現地の調査を行いました。

譲渡人は高齢で後継者もなく、やむなく耕作放棄を考えていたところ、再生

可能エネルギーの活用が出来ることを知り、譲受人に賃借権を設定して貸す

ということで決めたそうです。近隣農地に影響はございませんので問題はな

いと思います。  

８番、９番、１０番は、令和２年７月１７日に事務局職員２名とで現地調
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査を行いました。譲受人が太陽光発電をするというもので、８番と９番は隣

接しており、現在休耕中でございます。１０番は休耕中の田の管理も大変だ

ということで、業者に売却するということでございます。設置することによ

る耕作への影響は無いと思います。  

 １１番は、令和２年７月１７日に事務局職員２名とで現地調査を行いまし

た。農地の管理も大変なので、これも太陽光発電事業者に貸すということに

されたそうでございまして、周辺農地も休耕中でありまして、問題はないと

思います。  

 １２番は、令和２年３月１７日に事務局職員と現地調査を済ませておりま

す。これは所有権移転に伴う太陽光発電設備案件ですが、異議はございませ

ん。  

 １３番は、令和２年６月１６日に事務局職員２名と現地調査を行っており

ます。これも太陽光発電設備案件ですが、設置についての問題等はないと思

います。  

１４番、１５番、１６番は、令和２年３月の１７日に農振除外案件で事務

局職員とで現地調査を行っております。３件とも近くで地目は田です。現在

西側に１基、太陽光発電が稼働しているというところでございます。問題は

ないと思います。  

 １７番は令和２年７月１７日に事務局職員と現地の調査を行いました。こ

の農地は譲受人の自宅兼事務所の東側の農地でございまして、社員の乗用車

１３台分並びに自社のトラック３台分、駐車場として譲り受ける案件でござ

います。現在この農地につきましては、草が生えておりまして、ちょっと問

題があったのかなと思ったのですが、今回の申請が出てきましたので、致し

方ないのかなと思います。異議はございません。  

 

議  長  

１８番、沖田委員。  

 

沖田委員  

 １２番、沖田です。７月１７日に事務局職員と現地調査しました。現在は

休耕状態であります。近隣にも太陽光発電施設があり、適切な転用だと思い

ます。  

 

議  長  

 １９番から２２番、河野信義委員。  
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河野（信）委員  

 １３番、河野であります。  

 この４件は６筆ありまして、６月１７日に現地調査を事務局としておりま

す。休耕になっておりますが、この田んぼは休耕でも草が生えた休耕ではご

ざいません。きれいな田んぼですが、今回太陽光発電をしたいということ

で、所有権を移転するということになっております。  

 この場所は、中学校から西へ約２００ｍ行ったところで、北側は山であり

ます。南側は開けた人の住んでいる家や国道があります。太陽光発電には適

しているところでございます。それで、近くの人にも話を聞いたら、「あそ

こは、前から何も作っていなかったので問題ない。」ということで、問題は

ないと思います。  

 

議  長  

 ２３番から２８番、谷口委員。  

 

谷口  委員  

 １４番、谷口です。  

 ２３番の案件につきましては、３月の１７日に事務局職員とで現地調査を

しております。この申請人は親子でございまして、子どもさんが現在区外に

住んでおります。ご両親の自宅の近くに家を建て、将来的に農業を手伝うと

いうことで家を建てられるもので、周囲への影響はないと思われますので、

問題はないと思います。  

 ２４番につきましては、３月の１７日に事務局職員２名とで調査を行いま

した。譲渡人は市外に住んでおられ、近年管理ができないということで、草

がたくさん生えておりました。そこへ太陽光発電の話がありまして、合意さ

れたもので、周囲も耕作された土地もなく、問題ないと思います。  

 ２５番から２７番につきましては、３月１７日に事務局職員とで現地調査

を行っております。これはいずれも耕作放棄されたような状況の中で周囲も

大草の状態でありまして、太陽光パネルを設置されても影響はなく、問題は

ないと思います。  

 ２８番につきましては、７月１７日に事務局職員とで現地調査を行いまし

た。これは長い間耕作放棄状態にありまして、大草となっており、周囲も同

様であり、問題はないと思います。  

 

議  長  

 ２９番、山縣委員。  
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山縣委員  

 １６番、山縣です。  

 ２９番について説明します。この件につきましては今年７月１６日、私と

事務局職員２名で現地調査をしました。申請地は国道２号とＪＲに挟まれた

土地で、日当たりも良い土地で休耕地となっております。譲渡人は、耕作が

困難な為、譲受人と賃借権を設定し、太陽光発電設備を設置するものです。

周辺農地に被害を生じないと認められ、問題はございません。  

 

議  長  

 ３０番から３３番、吉田委員。  

 

吉田  委員  

 １７番、吉田です。  

 まず３０番ですが、去る７月２０日に事務局２名と私で調査を致しまし

た。譲渡人は町外にお住まいで、家屋の方が空き家状態でありまして、今回

譲受人が、その家屋と畑を求めるということでございます。そしてその畑を

駐車場にするということでございまして、旧家であり車で入り駐車するとこ

ろがないという家屋でございまして、今回の申請地を駐車場にするというこ

とで、異議はございません。  

 ３１番は、平成元年９月１９日に事務局２名と調査をしております。とい

うのは、農振除外のとこでございましたので、当時その調査で参りました。

譲渡人は後継者もおらず、農業をする見込みがないという中、休耕中の田畑

を太陽光発電を目的に事業者に売却されるということでございます。残念で

はありますが、異議はございません。  

 そして、３２番と３３番は、去る７月２０日に事務局２名と現地を確認し

ました。３２番の方の譲渡人は、遠方に住んでおり管理ができないというこ

とで、太陽光発電業者に賃貸するということでございました。  

また、３３番の譲渡人は、農地管理ができず、太陽光業者に売却するとい

うことになりました。３２番と３３番は隣り合わせの農地でございまして、

３年前から私ども農業委員、推進委員で耕作管理者を探しておったのです

が、残念ながらその該当者がいなくて、今回の太陽光発電業者に賃貸あるい

は譲り渡すということになりました。  

 

議  長  

３４番は児玉委員。  
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児玉  委員  

 １９番、児玉です。  

 去る７月２０日、事務局２名と現地確認しました。譲受人である病院は、

今駐車場を拡張しており、申請地はその一画で、以前は農地でしたが、この

度駐車場として賃借するということで現地を確認しました。周り全部駐車場

になっていますので、問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、このほかにご意見、ご質疑がございますか。  

 

吉田委員  

 何件か農振農用地で手続中というのがありますが、除外できない場合とい

うのは、どういう条件の時に除外できないということになるのですか。  

 

議  長  

 事務局、分かりますか。  

 

山室主幹  

 農振農用地の除外は、実際には広島市農政課が中心になって事務を進めて

おるというものでございます。農振除外をするのは、農用地以外に代わるべ

き土地がないとか、他の農業に支障を及ぼすおそれがないとか、そういった

条件に該当すれば、農振除外ができるというものでございます。逆に言う

と、ほ場整備をしたところなどは、農振除外ができないというところになっ

ています。  

 

吉田委員  

分かりました。  

 

議  長  

 他にございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

         （委員：異議なし）  
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議  長  

異議がないので、議案第２号の１番、３番から１１番、１３番、１５番、１

６番、１８番から２２番、２８番から３４番の２５件を許可することに決定い

たします。  

２番、１２番、１４番、２３番から２７番の８件の案件は、農振法の第１２

条公告により、農用地から除外されたことを確認した後に会長名で許可する

こととします。  

１７番の案件は、広島県農業会議常設審議委員会において、異議なしとの回

答を得たのちに会長名で許可することとします。  

続きまして、議案第３号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」につ

いて３件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第３号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の３件について説明します。 

令和２年７月１５日付けで、広島市長より農業経営基盤強化促進法に基づく農業

経営改善計画の認定審査にあたり、意見聴取の依頼がありました。  

この計画認定にあたっては、農林水産省経営局長通知による「農業経営基盤強化

促進法の基本要綱」に基づき、「市町村は、農業者等専門的な知識を有する者から意

見を聴取することができる。」とされており、農業委員会の意見を求めてきたもので

す。 

認定を受けるための要件は、３点あります。  

第１点が、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が策定した基本構想の経営指標

に照らして適切であること。 

第２点が、目標を達成することが確実であると見込まれること。 

第３点が、農用地の効率的、総合的な利用を図る内容となっていること。 

となっています。 

 なお、御存じのとおり、農業委員会法第８条の規定により、農業委員は、認定農

業者が過半数を占めるようにしなければならないとされております。 

それでは、議案の１３ページをご覧ください。 

農業経営改善計画の概要は、議案に記載しているとおりです。申請の詳細につい

ては、別冊１をご覧ください。  

１番の申請者は、平成２２年から安佐北区で就農し、ハウスで水菜を栽培してい

ます。 

今後は、ハウスの増設、出荷調整施設等の整備による作業環境の充実、有機栽培

による品質の向上、熟練した常時雇用の確保等を行い、経営の改善に取り組むこと

により、年間の就労時間〇〇時間、農業所得〇〇万円を目指す計画を立て、再認定
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を受けるものです。  

２番の申請者は、活力の第１８期生で、平成２８年から就農しており、ハウスで

水菜、コマツナ、ホウレンソウを栽培しています。今後は、堆肥の投入量を増やす

ことで、安定生産を行い、生産方式の合理化を図るとともに、コストを意識した経

営分析を行い、所得率の向上を図ることで、年間の就労時間〇〇時間、農業所得〇

〇万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。  

３番の申請者は、２番の申請者と同じく活力の第１８期生で、ハウスでコマツナ、

ホウレンソウ、露地では野菜の多品目栽培を行っています。今後は、ハウスでのホ

ウレンソウ栽培の割合を増やし収益性を高めるとともに、堆肥による土づくりや露

地での試験栽培を継続することで、生産方式の合理化を図り、年間の就労時間〇〇

時間、農業所得〇〇万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。  

以上で議案第３号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第２号について、事務局の説明が終わりましたので、担当推進委員の

ご意見をお伺いします。   

初めに、1 番は下中推進委員からご意見をお伺いします。よろしくお願いし

ます。  

 

下中推進委員  

 安佐北区白木町上三田を担当しております。農地利用最適化推進委員の下

中でございます。よろしくお願いいたします。  

 ８月１日に、己斐農業委員とともに申請者の農園を訪問し、話を聞きまし

た。申請者は白木町にある農園で１０年間修業をされ、平成２２年に独立さ

れたそうです。現在はハウスで水菜を主に栽培し、市場等に出荷をしていま

す。今後は有機栽培、あるいは青ネギ等も進め、契約出荷割合比率を高めよ

うとされています。  

先ほど事務局から説明があったように、この度の計画はハウスや職員用宿

泊施設の増設や機械の導入を行い、臨時雇用を増員して収益の向上を目指し

ていくとのことでございます。地元としても、一生懸命頑張っておられる申

請者を応援しようと、今後も応援していきたいと思っております。この農業

経営改善計画の変更については問題ございません。私からの意見は以上でご

ざいます。  

 

議  長  

己斐委員、その他何かありますか。  
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己斐委員  

 別にございません。  

 

議  長  

続いて２番は沖田推進委員からご意見をお伺いします。  

 

沖田推進委員  

 私は安佐北区安佐町鈴張を担当しております農地利用最適化推進委員の沖

田です。よろしくお願いいたします。  

 ２番の申請者の件について、去る８月３日に谷口農業委員と農園を訪問

し、申請者とお話を伺いました。申請者は第１８期の活力生で、平成２８年

から就農されております。先ほど事務局の方からありましたようにビニール

ハウス内で水菜、コマツナ、ホウレンソウといった野菜を栽培され、主とし

て市場等へ出荷されておられます。  

雇用状況は町内の方〇〇名のアルバイト、奥さんを含めて〇〇人の体制で

今後も現状の人員体制で対応できるように、従業員の熟練化を図り、向上を

目指していきたいとのことです。この度の計画では、堆肥の投入量を増やす

ことで天候不順に左右されない土づくりを行い、安定した生産や単価の向上

を目指されております。  

 補足になりますけど、既に近くに農地を借りておられ、今年はちょっとコ

ロナの影響がありました関係で中止となりましたが、露地野菜による個別取

引先の確保により、規模の拡大も図られております。地元としても、一生懸

命頑張っておられますので、申請者を応援していきたいと思っております。  

このことから、農業経営改善計画の変更について、問題はありませんの

で、ご報告を致しておきます。私の方からは以上でございます。  

 

議  長  

谷口委員、その他何かありますか。  

 

谷口委員  

 沖田推進委員から説明がございましたけれども、ここ２、３年、天候不順

による生育不良があり、また、イノシシがハウスの中に入ったということ

で、出荷量の方が平均的に下がったのかなという感じを受けました。  

そのことにより、本人も心労が重なったのか、ちょっと体調不良の時もあ

りまして、全体的には出荷量が少なめでございましたが、お話を一緒に聞き

ましたところ、本人はこれからも意欲的に頑張って取り組んでいくというこ

とでございましたので、頑張っていただきたいと思います。  
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議  長  

続きましては、３番、中川推進委員からのご意見をお伺いします。よろし

くお願いします。  

 

中川推進委員  

 安佐北区安佐町小河内を担当しております農地利用最適化推進委員の中川

です。よろしくお願いします。  

 ３番の申請者の件について、７月２８日に谷口農業委員とともに、申請者

の農園を訪問し、お話を伺いました。申請者は、先ほど２番の申請者と同期

の活力第１８期生で、平成２８年から安佐北区に就農されております。ビニ

ールハウスでは、コマツナ、ホウレンソウ等を栽培し、露地ではズッキーニ

やコカブ等を栽培されており、市場等に出荷をされております。昨年４月に

ビニールハウス７アールを規模拡大しており、現在は１１９アールを経営し

ておられます。  

 現在、母親と地元などのアルバイト〇〇名とで働いておりまして、また、

委託作業として施設の利用者に週１、２回来てもらっておられます。今後は

温室栽培の回転数を増やすとともに、ハウスでホウレンソウ栽培の割合を多

くし、直売所や契約出荷等規模拡大に向けた野菜栽培をさらに充実し、収益

性を高めていきたいという意気込みでありました。  

地元としても、しっかりと応援をしておりまして、今後も応援をしていき

たいと思っております。この農業経営改善計画について問題はありません。  

 

議  長  

谷口委員、その他何か意見ございますか。  

 

谷口委員  

 非常に頑張っておられますので、特にないのですが、パートさんを募集す

るのに、それぞれ関係機関にご協力いただいて、人員募集の情報発信ができ

ればいいなということをおっしゃっておられました。  

  

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

河野（芳）委員  

 先ほど、ハウスの中にイノシシが入ったというようなお話を聞いたのです

が、大体どこも入らないようだと聞いていたのですが、どういう状況なので
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すか。  

 

谷口委員  

 農地の周囲に電柵は張られておったのですけれども、それを乗り越えて、

１つのハウスに入ったということで聞いております。電柵があまり効かなか

ったということです。  

 

河野（芳）委員  

 ハウスの中へはイノシシが入るものですか。  

 

下谷委員  

 シカは入るけど、イノシシは聞かない。  

 

己斐委員  

 白木の方もシカは入るのですけれども、これはコマツナの残渣をハウスの

近くに置いているわけですよ。するとそれをめがけて夜、来るのですが、ハ

ウスはほとんど閉めていますので、イノシシはどうか知りませんが、シカあ

たりは、閉まっておれば入りはしません。ハウスの周りを歩いた形跡はやっ

ぱりありますよね。ハウスの中に入るということは無いと思います。  

 

河野（芳）委員  

私の家のそばに、今年の春から来ているのですよ。今までは全く入ってな

かったのですが。それで、電気柵をしっかりやらないと入るのではないのか

と聞けば、「よそでは入らないと聞いていますよ。」ということでした。さっ

き説明があったように、戸を閉めておれば入らないということですね。  

 

谷口委員  

 そうですね。大体、みんな戸を閉めて帰りますよね。  

 

己斐委員  

周りのビニールを上げますよね。網になっていますので、それを破ってま

で入るということはないですよね。  

 

議  長  

 ほかにありますか。  
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佐藤委員  

 別冊１の１ページの申請者の生年月日の表記がちょっと変だと思います。  

 

森下技師  

 それについて農政課に確認したのですが、こういう表記で問題ないという

回答をいただいております。  

 

佐藤委員  

分かりました。  

 

議  長  

他に意見がないようですが、意見なしと、市長に回答することにしてよろ

しいでしょうか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第８号の１件を、「意見なし」と、市長に回答する

ことに決定します。  

続きまして、議案第４号、「農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない

こと（非農地）の判断について」について、１，０６９件を上程します。事

務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第４号、農地法第２条第 1 項に規定する農地に該当しないこと（非農地）の

判断についてです。 

農地の利用状況調査の結果、「農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない」

と認められる土地について、非農地の判断をすることとされており、その判断基準

は、農業的利用を図るための基盤整備事業等が計画されていない土地のうち、森林

の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な

場合、又は、周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続利用でき

ないと見込まれる場合のいずれかに該当するものと定められています。 

それでは、議案の１４ページをご覧ください。詳細については、別冊２をご覧くだ

さい。 

今回、１番から１５番で上程している合計１０６９筆の土地は、担当の農地利用

最適化推進委員及び農業委員の調査で、現況が雑木、竹等の「山林」もしくは、笹、

カヤ等の原野であり、農地に該当しないと判断される土地です。 
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以上で議案第４号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番から４番、山本委員。  

 

山本委員  

 ４番の山本です。  

 １番から４番につき、４月１４日から２２日にかけ、平川推進委員と調査

し、その結果、山林及び原野であったことを確認致しました。  

 

議  長  

５番、６番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 ５番につきましては、４月の３日と２７日に奥推進委員と現地調査を致し

ました。山林と原野がほとんどで、非農地と確認を致しました。  

 ６番につきましては、４月２３日と２８日に堀田推進委員と、〇〇地区に

なるのですが、現地調査を致しました。家の周りとか、景観的にカヤが多く

なって、山林でなく、原野がほとんどというような状況になっております。

これもいずれも農地には向かないということで、非農地と確認致しました。  

 

議  長  

７番、沼田委員。  

 

沼田委員  

 １１番の沼田です。  

 大林地区においては、１月２５日前後に坊推進委員とともに現地確認を致

しました。いずれも山林及び原野ということで判断をさせていただきまし

た。  

 

議  長  

８番、９番、河野信義委員。  
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河野（信）委員  

 ８番につきまして、２月２日から２４日まで現地を見ております。それか

ら９番につきましては、４月１２日から２３日の間で現地を確認しておりま

す。皆さんと同様、原野、山林の判断をしておりますが、原野という中に

は、カヤとか笹とか竹とか雑木とか、そういったものを原野に判断をしてお

ります。最近はどうも全体的に増える傾向にあるように私の判断もしており

ます。ただそれがずっと増えるのじゃないかなと恐ろしくなっております。  

 

議  長  

１０番から１５番、山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。  

 この件につきまして、本年４月７日に私と中野推進委員で現地調査しまし

た。１０番から１５番は、山林及び原野であったことをご報告致します。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

河野（芳）委員  

 別冊２の１３ページの６番ですが、登記地目が公衆用道路というのがあり

ますが、これはどういうことなのですか。   

以前は地目が公衆用道路だったが、今は荒れとるかも分からん。以前は公

衆用道路のものが、ずっと農地で残っているというのがよく分からないので

す。  

 宅地ならまだ分かるのだけど、公衆用道路が耕作されていて、今は非農地

になるというのが、ちょっと理解できない。  

 

河野（信）委員  

 登記簿の現況は違っても、現状は農地として管理されていた、それがずっ

と放置されていたと思います。  

 

伊藤委員  

 公衆用道路というのは、生産緑地等であっても公衆用道路にしますよ。里

道はだめですよ。公のものは公のもの。だから、そういうものを、公衆用道

路を、例えば何かの都合で耕作をしていれば基本台帳に載ってしまう。農地

扱いになる。それがまたいつか原野になる。そういうことじゃないですか。  
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石原次長  

 農業委員会で管理する土地、つまり農地台帳に載っている土地というの

は、現況又は登記地目が農地のものが全部入っているということなので、こ

の４つの土地についての、個別の詳細のことについては今分かりませんが、

どこかの時点で公衆用道路となっていたものが、その必要がなくなって、現

況が、誰かが何かを植えられて農地になっていて、税の方が農地評価とされ

たということで台帳に載っている。そのため、調査の対象になって、この度

非農地判断の対象になったということなのだろうと思います。  

 

議  長  

 この件については、もう１回調べて、分かれば報告をお願いいたします。  

 

吉田委員  

 今の話に関連するのですが、公衆用道路というのは、私のところにもある

のですが、従来里道があると、里道で進入路として使っておったのだが、車

社会になって、里道は約９０㎝ですが、それでは足らないので４ｍにすると

いったときに、その土地をまとめたところが公衆用道路というように私は理

解しているんです。だから、公衆用道路とは里道を含めたような形の道路で

すよね。進入路が公衆用道路ということ。それで、それはある程度非課税で

すよね。  

 それと、非農地の判断で、宅地を非農地に判定するということは必要ない

と思うのです。なぜ宅地がここに上がってくるのか、ちょっと気になるので

す。宅地は宅地でいいですよね。田畑が山林化しているから、原野あるいは

山林というように判断をするのですけど、宅地はする必要性はないと思いま

す。  

 

森下技師  

 先ほど次長からもあったように、登記地目または現況地目が田畑になって

いるものが、今回調査の対象となっていまして、この宅地と書いてあるもの

も、現況の地目が田か畑ということになっている状態です。ですので、この

度山林や原野であると判断していただいて出しているということです。  

 

吉田委員  

 登記簿の地目ですよ、登記簿の地目が宅地になっているのは。  
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伊藤委員  

 登記が宅地でも、現況が耕作されておる土地であれば、農地法上は農地と

して扱いますよね。だから、これが農地でなくなれば、非農地になる。  

 

吉田委員  

 宅地を農地として活用していた。  

 

伊藤委員  

 だから登記上は宅地であっても現況が耕作されておれば農地扱いなので

す。だから、そういう土地が、既に耕作されなくなってカヤが生えていると

かであれば原野という扱いです。  

 

吉田委員  

 分かりました。では数年前に家屋を解体して、畑地で、あるいは農地とし

て活用しとったということですね。  

 

伊藤委員  

 そうなるでしょうね。  

 

議  長  

その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

下谷委員  

 さきほど河野（芳）委員が、雑木を原野にするとおっしゃったことで。

「ざつぎ」と「ざつぼく」の差は何ですか。木が生えとったら山林になりま

すよね。  

 

伊藤委員  

 木といっても、法律の条文には灌木と書いてあるのです。要するに背の大

きくない低い木ですよ。  

 だから、松とかヒノキのようなものは、もう山林です。灌木は、昔芝刈り

をやっていたような木ですよ。あんまり背の大きくならない。  

 

下谷委員  

 私は木が１本でも生えていたら、山としていましたが、だめですか。  
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伊藤委員  

 カヤなどの灌木、背の小さいものなら、原野でしょう、山林とは言えない

でしょう。  

 

議  長  

 さきほどの件は、もう一回調べていただいて、また、報告をお願いいたし

ます。  

 その他、何かございませんか。  

 

              （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、非農地、つまり農地に該当しないと判断すること

について、異議はございませんか。  

 

             （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の１，０６９件を、非農地の判断をすること

について決定します。  

以上で農地に係る審議事項を終了します。  

続いて農地に係る報告事項に入ります。  

報告第１号から第５号の専決処理について、６７件を一括して報告しま

す。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

報告第１号から第５号までの専決処理について、説明します。 

報告第１号、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の１０件、及

び報告第２号、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の３７件は、

広島市農業委員会事務局規程第７条第２項の規定により、事務局次長が専決処理を

しました。 

報告第３号、非農地証明申請の５件は、担当委員と現地調査を行い、広島市農業

委員会事務局規程第７条第３項の規定により、事務局次長が専決処理をしました。 

報告第４号、農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得届出の１３

件は、広島市農業委員会事務局規程第７条第５項の規定により、事務局次長が専決

処理をしました。 

報告第５号、農地転用届出撤回の２件は、広島市農業委員会事務局規程第８条の
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規定により、事務局次長が専決処理をしました。 

以上で報告第１号から第５号までの説明を終わります。 

 

議  長  

報告第１号から第４号まで説明がございましたが、何か質問がございます

か。  

 

佐藤委員  

 先ほどの５条転用許可の第２号議案の終わりに、県農業会議のあとに決定

するという説明がありましたが、あれは何だったのですか。  

 

議  長  

 事務局、どうでしょうか。  

 

西村主事  

 第２号議案の１７番の案件は、第１種農地であるので、広島県農業会議の

常設審議委員会で異議なしの意見をいただいてからでないと許可がおりない

ということになり、それを受けて交付することになります。  

 

佐藤委員  

 了解です。  

 

議  長  

 それでは、報告事項を終了します。  

続きまして、議事日程５の、「農政に係る審議事項」の議題に入ります。 

「令和３年度広島市農政に関する意見書について」でございます。事務局から説

明をお願いします。 

 

森下技師  

令和３年度市農政に関する意見書について、配布資料１の１ページをご覧く

ださい。市農政に関する意見書（案）についてです。 先月の総会で承認

を得られました素案をもとに、意見書の形式に整えて、提案させていた

だくものです。  

１ページの前段では、我が国で抱えている農業の課題や、農業政策の

動向について触れ、本市農業委員会においても、農地利用の最適化に向

けた活動を行う中で、依然として多くの課題があるため、日頃の地域活

動や農業者との意見交換をもとに、必要な施策について意見を提出する
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旨を記載しています。  

２ページ以降は各項目について記載しています。項目は３項目で、 文

章表現を一部改めた箇所はありますが、内容は素案から変わっておりま

せん。  

まず、２ページ目の「１農地の利活用に向けた多様な担い手の育成に

ついて」です。説明文のとおり、市が長年継続してきた多様な担い手育

成事業に課題が生じてきていること、また、農業委員会で日々行ってい

る農地の利用状況調査やあっせん活動の中で利活用を進めることが困難

な農地が多くあることから、１として、多様な立地条件などに応じた農

地の利活用を進める多様な担い手の育成・確保に取り組むこと 、２とし

て、１の施策を推進するため、市の専門職員を育成するための効果的な

研修やＪＡほか関係機関・団体などとの密接な連携による推進体制の強

化について取り上げています。  

次に３ページ目の、「２都市農業の振興について」です。  

下の説明のとおり、本市で今年から始まった生産緑地制度について、

今後も普及促進し、指定地拡大に向けて、１として、生産緑地制度につ

いて、農業者への周知に努め、普及を図ること、２として、制度導入後

も農家が取り組みやすい制度の運用にすることを取り上げています。   

４ページ目の、「３多様な農地利用に必要な条件整備に資する施策の強

化について」です。  

説明にもありますが、多様な農地利用をさらに推進していくためにも、

その利用に必要な条件整備についての施策について、  

１として、有害鳥獣の頭数減少につながる取組を行うこと 、２として、

小規模農地整備事業や耕作放棄地再生・利用事業の推進を図ることを取

り上げております。  

以上で、令和３年度市農政に関する意見書案についての説明を終わり

ます。  

 

議 長 

 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

事務局から、説明がありました案を原案とし、次回の総会までに修正したものを

最終案として決定したいと思います。よろしくお願いします。 

続きまして、議事日程６の「その他」事項に入ります。 
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事務局から説明をお願いします。  

 

山室主幹 

はじめに、農地利用最適化推進委員の欠員募集についてご説明を致します。配布

資料の５ページ、資料２をご覧ください。 

 農地利用最適化推進委員の選任事務の流れということで表を作っております。先

月の総会におきまして、安佐北区可部地区の早副推進委員が辞任されることについ

て上程しまして、承認をいただいたところでございます。 

 次に、広島市推進委員の選考要綱におきまして、欠員が生じた場合は推進委員の

補充に努めるものとすると定められておりまして、早副推進委員の担当地区の業務

が滞らないよう速やかに後任、欠員を補充するというものでございます。 

推進委員の募集から選任までの流れ図を表記したものでございます。まず８月１

４日から募集を開始致します。これにつきましては、広島市のホームページやチラ

シなどによって募集要項等を公告するということです。途中、市民と市政の９月１

日号で推進委員の募集記事を掲載するということにしております。募集期限は９月

１４日までで、１か月少しということです。募集が終了しましたら、書面審査であ

るとか、選考委員会を経まして候補者を決定致します。 

予定でいけば、１０月５日の総会の時に推進委員の選任同意をいただくという流

れで事務を進めたいと思っております。募集期間は８月１４日からですので、その

前日までにはホームページへの掲載や、安佐北区役所へのチラシの設置などを行い

たいと思います。 

 

森下技師 

続いてウンカの発生情報についてです。配布資料６ページをご覧ください。昨年

に引き続き、今年もウンカの大量発生が予想される旨、広島市から情報提供があっ

たので、委員の皆様にお知らせするものです。 

６ページから９ページが、７月３０日付けで県から出されたトビイロウンカに関

する注意報で、１０ページから１３ページがこれに関連する同日付けの、広島県西

部技術指導所からの水稲に関する病害虫発生予察情報です。 

これらの情報にあるとおり、今年は、通称夏ウンカであるセジロウンカ、通称秋

ウンカであるトビイロウンカとも大量発生し、７月の飛来調査の結果によると、被

害が大きかった昨年以上の発生が予想されています。 

また、１４ページから１８ページは７月１６日に西部農業技術指導所から出され

た予察情報です。１６ページには、防除対策も掲載されていますので、参考にご覧

ください。 

また、市からの情報の周知ですが、７月３０日に県の注意報が出されたことを受

け、翌３１日に、広島市の防災メール登録者への情報提供を行うとともに、区から
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農事研究会での講習、農協各支店への掲示等により、市内農家の皆様への情報提供

を行っているとのことです。委員の皆様には、今後各自情報収集に努めていただく

とともに、必要な対策の実施等について、適宜農業者への周知、啓発にご協力いた

だきますようお願いします。 

 

西村主事 

「所有地及び耕作地に関する申告書」の送付について説明します。配布資料１９

ページ、資料４をご覧ください。  

 １ ,０００㎡以上の農地を所有している方などを対象に毎年８月に農地の耕作状

況を調査しております。申告書を、本日付けで生産区長宛てに送付し、農家に直接

送付するものは８月１１日に送付します。  

 また、生産区の中に市街化区域がある生産区及び直送分には、広島市農政課が作

成した生産緑地制度のチラシを同封しております。  

また、お配りしていますとおり「広島市農業委員会だより夏号」が完成しました。

こちらは、先ほど説明しました「所有地及び耕作地に関する申告書」に同封し、各

農家へ配布するほか、区の農林課、公民館等で配布しますので、ご参照ください。  

 続いて、資料２２ページをご覧ください。８月の現地調査についてです。 

今月の許可案件の締切は８月１４日となっております。 

現地調査の日程について、許可申請の状況を勘案し８月１４日の夕方１７時１５

分から１８時にかけて電話で調整させていただきたいと思います。 

現地調査の日程です。８月１７日、午前を旧市内、午後を安芸区を予定しており

ます。２日目が、８月１８日、午前を可部・安佐地区、午後を白木・高陽地区を予

定しております。３日目が８月１９日、午前が安佐南区、午後を佐伯区として予定

しておりますので、日程の調整にご協力ください。 

 

森下技師 

家賃給付金について、２３ページをご覧ください。家賃支援給付金という、コロ

ナウイルスで売り上げに影響がある農業法人等の地代・家賃の負担軽減のための、

給付金について経済産業省からお知らせがありましたので情報提供いたします。支

給対象は、次の①～③を全て満たす事業者となっております。 

① 資本金１０億円未満の農業法人等で 

② ５月から１２月の売上が１か月で５０パーセント以上減少している、又は、連続

する３か月の合計で前年同期比３０パーセント以上減少しており 

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払いしている。 

詳しくは、ページの下の方に記載の家賃支援給付金コールセンターへお問合せくだ

さい。 

 農地中間管理機構ニュースについて、２５ページをご覧ください。県の農地中間



２８ 

管理機構が出している広報紙です。今後の活動への情報収集にご活用ください。 

 第２回・第 3 回地区協議会の日程について、２６ページをご覧ください。この前

の７月の大雨の影響で白木・高揚、可部、佐伯区については、第２回の地区協議会

が延期となっておりましたが、この度、開催の日取りが決まりましたのでお伝えい

たします。白木高陽は８月２０日（木）９時から三田市民農園、可部地区は８月２

５日（火）１０時に安佐北区役所１階市民ロビー、佐伯区は８月２６日（水）に湯

来出張所集合でお願いいたします。内容は現地調査となっております。 

また、９月に行う第３回地区協議会の日程も決まりましたのでお伝えいたします。 

内容は遊休農地の決定や意向調査等についての説明等になります。 

また、今回議題として、「農地の利活用に向けた農業委員会活動について」と挙げて

おります。 

これは、７月にあった研修会に関連しております。研修会では、大雨や騒音等な

かなか厳しい条件の中での開催となりましたが、委員の皆様には、研修前のアンケ

ートや、当日の活発なご意見をいただき、ありがとうございました。研修後のアン

ケートの中でも「各地区での話し合い活動を改めて行いたい」というご意見も複数

あり、今後も地区ごとに情報共有を行っていきたいという意向から入れさせていた

だいております。以上で第２回・第３回の地区協議会の日程についての説明を終わ

ります。 

続いて、広島市農業振興センターから、令和３年度研修生募集のお知らせがあり

ましたので、情報提供いたします。カラー１枚ものが活力、スローライフ、ふるさ

と、チャレンジの４研修の概要が書いてあるチラシです。白黒の冊子が、チラシの

内容に追加で各研修の申込書が添付してある募集案内です。その下のＡ３カラーで

折ってある「夢の実現 農業という選択」と書いてある紙が、活力農業だけに特化

してつくられた募集パンフレットです。では、最初のカラー刷り一枚ものをご覧く

ださい。例年９月末ごろから募集を開始しておりますが、人数がなかなか集まらな

いということもあり、今年は８月１日から１１月２０日にかけての募集となってお

ります。 

また、チラシの裏面を見ていただきますと、募集人数について、昨年までは、ス

ローライフ、ふるさと、チャレンジが各１５名ずつでしたが、今年は３研修合わせ

て３０名以内となっております。  

また、研修日が、ふるさとチャレンジは火・木曜日でしたが、月・水・金曜日の

２日を選択して、受けるように変わっております。委員の皆様には、新たな担い手

の確保に向けて、チラシ等をご活用いただきたいと思います。  

 

議 長 

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございます

か。 



２９ 

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

意見がないようですので、これで令和２年第８回総会を終了致します。  

次回の総会は、令和２年９月７日（月）午後１時３０分から、会場は東区

役所３階第４・５会議室で行う予定ので、よろしくお願いします。  

それでは、鍜治山会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

鍜治山会長職務代理者  

 長時間の審議、本当にお疲れ様でした。  

 今日は下中推進委員、また沖田推進委員、中川推進委員、お忙しい中、ご出

席いただき本当にありがとうございました。また、これからもよろしくお願い

いたします。  

 本当に日々暑い日々が続きますけども現地調査など、本当にしっかり水分

摂っていただいて、体には十分気をつけていただいて活動していただきたい

と思います。  

 


