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平成２５年度 第８回  
高野町農業委員会 定例会 

 
下記のとおり、高野町農業委員会定例会を招集した。 

 
●開催日時   平成２５年１１月１３日（水） 
 
●開会時刻   午前１１時００分開会 
 
●開催場所   高野町役場 ２階 大会議室 
 
●出席委員 １番 久保良作 ２番 上田静可  ４番 柳葵 ５番 井阪晴美  

６番中林敬 ９番 井手上治己 １０番 尾家冨千代 
 １１番 井阪征郎   

 
以上８名出席 

 
●欠席委員  ３番 下名迫勝實 ７番 梶谷廣美 ８番 西山一高 

以上３名欠席 
 
●事務局員   事務局長 佐古典英  

事務局員 下西修造 門谷 佳彦 垣内 宏樹 
 
●関 係 者   
 
 
●議事事項   議案第１１号 農地法第２条農地でない旨の証明願について 
           
          報告第 ７ 号 農業委員会活動の「見える化」に向けた取り組み 

について 
                                         
●議事内容  次のとおり 
 

 

 

 

 

 



  

 

＊＊＊＊＊＊＊午前１１時１１分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

事務局（門谷佳彦） 

   おはようございます。予定の時刻となりましたので、平成２５年度第８回

高野町農業委員会定例会を開催いたします。 

   さて、本日の委員会ですが、本日出席委員８名、欠席委員３名、欠席委員

につきましては、３番下名迫委員、７番梶谷委員、８番西山委員でございま

す。 

   高野町農業委員会会議規則第９条により規定数を超えておりますので、本

日の委員会は成立しておりますので御報告をいたします。 

   それでは開会に当たりまして、事務局長より御挨拶を申し上げます。 

  

事務局長   皆さん、おはようございます。お忙しいところ第８回農業委員会に御出席

いただきましてありがとうございます。 

       さて、外もめっきり冬になったわけでございますが、昨日の夜ちょっとあ

られというのですか、みぞれまじりの雨が降っておって、もう間もなく冬到

来という感じになってまいりました。 

       御報告というわけではないんですけれども、先日は台風１８号の関係で筒

香地区の農地また山林等の崩壊等の事業がどんどんうちのほうでも進めてお

るわけでございますが、ある程度めどがつきまして、工事にもかかれるよう

な状態で、今調査を行ってるような状態でございますが、本当に農家さんに

とりましても大きなダメージを受けたことと思います。 

できるだけ町のほうで御支援できる体制を整えながら、事業を進めておる

というような今現状でございます。 

       それから、１０月の末ですけれども、高野の産業フェスタ高野山で開催し

まして、細川地区また富貴地区の皆さんから農作物のコーナーも設けまして、

高野町の農産物の販売ということで、かなり盛況で集まっていただきました。

今、農業委員会の皆さんのいろんな御指導、努力のたまもので、こうして高

野町農作物の販売というそういう事業もできたのではないかなと喜んでおり

ます。 

     また、今週末からの農業委員さんの高森町への視察の件につきましては、

会議議案終わりましたら、担当係長のほうから詳しく説明させていただきま

すが、本日農業委員会で提案させていただいております本日の事案でござい

ますが、議案として１件、報告１件ございます。議案として「農地法第２条

の農地でない旨の証明願」、それと報告としまして、農業委員会活動の「見え

る化」に向けた取り組みということで、本日議案２件提出させていただいて

おりますので、どうか忌憚のない御意見を出していただきまして、本日の農

業委員会終わりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

       本日は、どうも御出席ありがとうございます。 



  

事務局（門谷佳彦）    

       ありがとうございました。 

       続きまして、審議に入らせていただきます。 

       まず初めに、高野町農業委員会会議規則第２８条に基づく議事録署名委員

について事前に議長より御指名いただいております。 

       本日の署名委員につきましては、５番井阪晴美委員・６番中林敬委員にお

願いします。 

       続きまして、議長の選出につきまして高野町農業委員会会議規則第８条の

規程により当会の会長となっておりますので、井阪会長、よろしくお願いい

たします。 

 

井阪（征）議長  

       では、平成２５年度第８回高野町農業委員会定例会を開催いたします。 

       まず、議案第１１号農地法第２条農地でない旨の証明願について、事務局

より説明願います。 

 

事務局（門谷佳彦） 

       議案第１１号、「農地法第２条農地でない旨の証明願」について、別添の農 

地につき、農地法第２条農地でない旨の証明願があったので審議願いたい。 

       平成２５年１１月１３日提出、高野町農業委員会会長井阪征郎。 

       次のページに詳細を載せさせていただいております。 

番号１、農地の所在、高野町大字○○○字○○○○○○番地で、場所につ 

きましては次のページの図面の着色している箇所でございます。 

登記簿地目は畑、現況地目は宅地となっております。 

農振区分につきましては農振農用地区域外です。 

面積につきましては１７１平方メートル申請者にかわって代理人として、 

和歌山市○○○○○○○番地○、○○○○司法書士事務所司法書士・行政書

士○○○○氏です。 

所有者より権限を委任されております。 

別紙委任状が提出をされております。 

土地の状況としまして、昭和５１年ごろより工場を建てて現在に至ってお 

ります。 

今回の申請地につきましては、昭和５１年ごろに急傾斜地である当該畑に 

おいて、耕作が困難であるということから同年ごろに工場を建設し現在に至

っております。 

現地調査につきましては、１０月２９日事務局と担当農業委員とともに行 

っておりますので、後ほど報告があります。 

事務局に於いて書類等及び現地調査結果から農地法第２条農地でない旨の

証明願について許可相当と考えておりますのでご審議お願いします。 

       



  

井阪（征）議長 

       それでは、現地調査報告について、通常は担当農業委員より報告をするの 

      本当ですが、本日担当委員が急遽欠席となった為、同伴した事務局より説明 

      お願いします。 

 

事務局（垣内宏樹）    

       番号１について、平成２５年１０月２９日、担当委員とともに現地調査を 

行いました。 

申請地においては、昭和５１年ごろに所有者のおじが急傾斜畑の当該地にお 

いて作付が困難なことから、同年に工場を建設し、現在に至っています。 

       以上のことから、現地において、農地法第２条の農地でない旨であること 

を委員とともに確認しています。 

 以上、現地報告を終わります。 

 

井阪（征）議長 

       はい、どうもありがとうございます。 

       ただいま、事務局及び担当農業委員と同伴した事務局職員による現地報告

等がありましたが、委員の皆様方、何かご意見ございませんか。 

 

各委員より   （「異議なし。」） 

 

井阪（征）議長 

       御意見なければ、異議がないようですので、議案第１１号を可決といたし 

ます。 

       どうもありがとうございました。 

       続きまして、報告第７号、「農業委員会活動整理カード「見える化の取り組 

み」」について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局（門谷佳彦）    

       報告第７号、農業委員会活動の「見える化」に向けた取り組みについて、 

農業委員会活動整理カードの登録のお願い（平成 25年 9月 4日付け 25和農 

議第 176号、和歌山県農業会議会長通知）に基づき、平成２５年４月１日現 

在の農業委員会活動整理カードを作成したので報告をします。 

       平成２５年１１月１３日提出、高野町農業委員会会長、井阪征郎。 

       この報告案件につきましては昨年度からでございます。昨年度に引き続き 

農業委員会における透明性等を図ることから、農業委員会カードを各地の全 

国の農業委員会が作成をし、全国農業会議所のホームページにおいて公表す 

ることとなっております。 

       次のページからにつきましては、平成２５年４月１日現在の情報を事務局 

のほうで作成をし報告している分でございます。 



  

耕地面積等とかにつきましては、農林業センサス等の国の統計数値がそ

のまま入っております。 

農家数等につきましても同じでございます。 

体制につきましても、農業委員の数及び定数、その他事務局の職員の数

及び農業委員会における事業について、実績と２４年度の実績等を記載し

ております。 

        次のページに移らせて権利移動等の業務量調査でございますので、３条

及び４条、５条、の議案審議をした件数が平成２３年実績を掲載しており

ます。 

        次の５番につきましては、議事録の作成状況につきましての状況を掲載

しております。 

６番は活動計画の点検・評価。毎年３月ごろに皆さんに御審議いただく

ことの分でございます。 

７番の農地基本台帳の整理状況につきまして、記載をしておるところで

ございます。 

８番の農地法第３条の許可事務等について、これにつきましては、農地

法第３条の許可事務に対するマニュアル及び周知の方法等について及び処

理機関のことの詳細を書いておるものでございます。 

９番につきましては、農業生産法人からの報告でございます。当町につ

きましては、農業生産法人が該当しておりませんので全てゼロになります。  

１０番の解除条件つき参入者これも同様にありません。 

１１番につきましては、農地法３条の３の相続等による届け出につきま

しては、２４年ベースになりますので、２４年までの分について実績のあ

った分を記載させていただいております。 

１２番の遊休農地の発生防止及び解消につきましては、昨年も含めて皆

さんに行っていただいたおかげです。 

利用状況調査のデータ結果を基に反映させていただいております。それ

以降については、実際に指導等に対象となった分を列記しておるところで

ございます。 

１３番につきましては、農地の利用状況についての取り組みでございま

す。 

これについては、農地の利用集積等があった実績を掲載させていただい

ております。 

１４番の違反転用への取り組みについては、常にパトロールを行ってい

るところでございますので、違反転用等は今のところはございません。 

１５番の担い手・経営支援についてですが、これについては担い手に対

する支援等を行っている状況を書いております。 

１６番の農業者年金の加入状況については、残念ながら新規につきまし

てはここ数年ございません。 

また、新規の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いをしたいと思い



  

ます。 

１７番については、情報提供及び広報活動等についての取り組みという

ことでございます。 

農業委員会に関することの議事録及び内容につきましては、当町のホー

ムページにおいて毎月更新をして、御報告会の公表をしておるところでご

ざいます。 

        以上がこの報告案件でございます。 

 

井阪（征）議長 

        ただいま、事務局から説明がありましたが、ご意見、質問等ございませ

んか。 

  

各委員より   （「異議なし。」） 

 

井阪（征）議長 

        御異議がなければ、報告第７号については以上とします。 

        以上、予定していました議案審議は終了いたします。 

        その他について、事務局及びご意見、何かありませんか。 

 

事務局（下西修造） 

   それでは、事務局よりその他の件につきまして、先にお話局長よりお話 

があった件、先進地視察研修のことにつきまして、簡単に御説明させてい

ただきます。 

        １１月１５日金曜日から１６日、行き先は長野県高森町ということで、 

事前に委員さん宛てに案内通知させていただいているとおりでございます。 

当日は、高森町農業委員会・・公館１階ということで、今回の視察研修 

を通じまして、農業委員会、農業委員について、いま一度学んでいただき

たいなと思っております。それで、研修の目的なんですけれども、ほかの

他県の農業委員会の事情視察、・・することによって、農業に対する知識と

広めるということで、今回研修するということになっております。 

        それで、日程・行程ですが、１５日高野山を午前７時に出ますので、花 

坂・・・・３０分ごろになるかと思いますが、上田さんと井出上さんと乗 

車お願いしたいと思います。富貴筒香地区の委員さんにつきましては、・・・ 

のほうで８時ごろに８時過ぎになるかと思いますが、よろしくお願いした 

いと思います。 

        それで、長野県高森町先にリンゴ狩りということで、認定農業者の鈴木 

農園さんのほうに行きたいと思います。その後、鳥獣害対策の電気柵、国 

の補助事業を使った防護柵等が２キロかそれぐらいあるところして、現場 

役場へ行くまでにちょっと見ていただきたいと思っております。 

        それで、高森町に着きましたら、農業委員会意見交換ということで、農 



  

業委員会長、事務局長、そして、農業委員の農地部、そして農政部、農業 

振興部、各正副の方、そして、園の支援センター長ということで、計１０ 

名の方と意見交換準備して予定しております。 

当日は、視察は以上で、宿泊のほうに行きまして、休憩しだい懇親会と 

いう形で、高森町の農業委員会長、事務局、農業委員さん、参加できる方

が参加されるということで、懇親会予定しております。 

あと、１６日、次の日になりますが、高森町のまるごと収穫祭を見学。 

朝からなんですが、９時３０分ごろから１２時過ぎ１時前ぐらいまで見

学していただきまして、自由行動をとっていただきたいと思います。昼食

は各自、会場のほうでお願いしたいかなと思っております。 

        あとは、午後からは帰路にということで、お土産店途中立ち寄ったりと 

いうことで、・・おります。あと、農業委員会の視察で質問等ですが、こち 

らから事前に高森町の農業委員会のほうに質問等送付しております。遊休 

荒廃農地解消対策についての事例とか、食味、そして２点目が、農地移動 

修正にかかわる推進取り組みとか、あと３点目が・・への農業委員のかか 

わり方、そういったことを事前に送っておりますので、農業委員さん当日 

質問事項等ございましたら、事前に準備していただくなり、そのときに思 

ったこと質問していただけたらなと思っております。 

        あと、服装なんですが、当日会議ございますのでそれなりの格好でいた 

だきたいと思いますし、今本日ジャンパー着ておられる委員さんもおられ 

ますので、ジャンパ―統一できたらなと思いますのでよろしくお願いいた 

します。 

        以上です。 

 

事務局長    今事務局から御連絡させてもらったとおりですので、赤いジャンパーか 

なり目立つので、前にもどこ行ったとき着ていた。 

伊勢行ったときも赤いジャンパーみたいな結構解散になっても目立ちま 

すので、持って行ってほしいなと思います。 

        それで、高森まるごと収穫祭する私も過去２回行ってきたんですけれど 

も、高野町のほうからもブース展開で一つブース出します。これは観光の 

ほうで、観光のパンフレットコーナーということで、一つブース出せても 

らうのと。 

会場が役所の横に体育館があって、学校があって、一応複合的な構造に 

なっておりまして、会場も２カ所会場があるのですけれども、どっちもグ

ラウンド利用しても端にあるところで、ブースもことしはどうかわからん

のですけれども、今まで過去２回は１００ぐらいのブースが出て、農業委

員会というブースで農業委委員さんだけのブースとか、いろんなブース出

てますので、そういうのもまた参考にしていただいたらいいかなと思いま

すし、天気だけが心配なんですけれども、何とかいけるかなと思ってます。 

        それと舞台上がるのは会長だけ、最初に開会式みたいな感じで紹介があ



  

って、その会場のところに舞台があって、・・・どんどんどんどん舞台で

何かされておるという地元の消防団の方がラッパを吹いてると思ったら、

地元のダンスがあったりとか、コーラスあったりとか、地元の小学生、

中学生の発表会があったりとかという・・展開がどんどんどんどん舞台

展開がどんどんされる中でということで、かなり高森町、隣町の飯田市

のほうからもお客様たくさん来てますし、実際行って見ていただいたら

いろんな参考になることがあると思いますのでお願いしたいと思います。 

         それと、当日リンゴ狩りのほうも、向こうの・・リンゴ狩りのほうも

していただいたらということで、・・いただいてますので、そういうこと

も踏まえながら、リンゴ園に電柵がどんどんどんどんはっとる大きな電

柵がはってるのですけれども、猿が来て困るのでという中でちょっと高

い電柵をはったりとか、私そんな一回聞いてるのですけれども、いろん

な意味で参考になると思いますのでお願いしたいと思います。 

 それと、１５日から一般猟期に入りまして、狩猟関係のパトロールが

１５日ありますので、とりあえずそっちのほうのパトロールに行かない

といけないので、朝６時ごろから始まるのですけれども、ちょっと皆さ

んと一緒に行けるか、行けないかわからないの状態なんですけれども、

もし行けなかったら向こうで合流という形になりますのでその辺よろし

くお願いしたいと思います。 

         それと、先ほど言ってた質問ですけれども、主な何点かの質問は向こ

うのほうに投げかけてますので、それ以外にまたいろいろとふだんの農

業委員さんとして、農地巡回したりとか、いろんな高野町こういうふう

にしてるけれども、よそはどないしてるのかなとかいうような疑問点と

かありましたら、当日・・・一緒に・・らと思いますので、ただ単に高

森祭り見に行くというのではなしに、いろんな意味を踏まえた視察にし

たいなと考えてますので、何年か前やったら、ちょっと高森祭り見に行

ってちょっと息抜きに行こかというのも許されたのかなと思うのですけ

れども、こういう御時世ですので、意味のある研修会したいなと思いま

すので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

         高森祭りのことについて、現地行っていただかんと今ここで机上でい

ろいろ話してもちょっとわかりにくいところもありますので、行ってい

ただいたら、なるほど来てよかったなというふうな研修会になると思い

ますのでお願いしておきます。 

         ほかに何か御質問等ございませんか。 

 

井阪（征）議長 

         他にご質問等ありませんか。なければこれをもって農業委員会を閉会

します。 

         長時間ありがとうございました。 

 



  

事務局長     きょうはどうも御出席ありがとうございました。 

         また、金曜日から御一緒に楽しみにして研修会にしたいと思いますの

で、ありがとうございました。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊午前１１時２５分 閉会＊＊＊＊＊＊＊ 
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