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平成２５年度 第１０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２６年１月１６日（木） 
 
●開会時刻   午前１０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 ３番 下名迫勝實 ４番 柳葵    

５番 井阪晴美 ６番 中林敬 ７番 梶谷廣美  
 ９番 井手上治己 １０番 尾家冨千代 １１番 井阪征郎   

 
以上１０名出席 

 
●欠席委員  ８番 西山一高 

以上１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  高野町長 木瀬 武治  
 
 
●議事事項   議案第１３号 農業委員会等に関する法律施行令第３条の規定によ

る選挙人名簿登載申請書に対する意見について 
           
          報告第１１号 農地利用状況調査結果について 
                                         
●議事内容  次のとおり 
 
 
 
 
 
 



  

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時００分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

事務局（門谷佳彦） 

   あけましておめでとうございます。 

予定の時刻となりましたので、平成２５年度第１０回の高野町農業委員会

定例会を開催いたします。 

   さて、本日の委員会でございますが、本日出席委員１０名、欠席委員１名、

欠席委員８番、西山委員でございます。 

６番の中林委員は後ほど出席するとのことです。 

高野町農業委員会会議規則第９条により定数を超えておりますので本日の

委員会については成立をしておりますので御報告いたします。 

   それでは開会に当たりまして、事務局長より御挨拶をいたします。 

  

事務局長   皆さん、おはようございます。あけましておめでとうございます。 

本年最初の第１回の農業委員会でございます。 

町長より新年の御挨拶申し上げたいと思います。 

町長はちょっと公務で来客予定でございますので、御挨拶のみになります

けど、町長より新年の御挨拶申し上げます。 

 

高野町長   おはようございます。 

平成２６年の初回の農業委員会ということで非常にお忙しい中、御出席を

いただきましてありがとうございます。 

本年もどうかよろしくお願いいたします。 

       年末２７日でしたか、かなりの雪がふったわけです。 

ちょうど御用納めということで正月が雪になるのではないかと非常に心配

をしとったわけなんですけど、幸いに災害につながる雪にはならず、ことし

非常に雪のほうも少なくなっております。 

その分気温が下がって非常に皆様には生活にかなり支障があるのではない

かと思いますが、お体に十分留意をしていただきたいと思います。 

       それと来年度になりますが、農業委員さんの任期ということでまた皆さん

には頑張っていただかなければならないと思いますので、その辺も含めてよ

ろしくお願いいたします。 

ほとんどの方が山間地域の農業委員さんということで、非常に山間地域、

人口減、自然減も含めた中で高齢化率が非常に高くなってきております。 

１９の集落がある中で１６の集落が限界集落というような状況であります。 

農業も含めて山間地域、林のほうがかなり衰退をした中でそのような状況

になっておるのではないかと思います。 

農と林というのは切っても離せられない関係ということで昨年度も森林組

合等を通して林の話も少しさせていただきますと、事業展開を行った中で在

積に対して助成を出すというような補助施策を町勧告で出させていただきま



  

した。 

現在、活用の実際の数字というのはそんなに上がってきておるようには聞

いておりません。その辺のところも含めて地権者に利の引くような施策とい

う形で展開をさせていただきました。 

もちろん皆さん、農業委員さんでありますが、その辺の部分も地権者等々

にお話をしていただいて、できるだけ事業展開を進めていただけるような形

をとっていただければありがたいかなと思っております。 

             もう少し林の話をさせていただきますと、昨年からまいります等々の構想

ということでいろんな研究等を行っております。 

２６年度には何らかの形で皆さんにお知らせができるような形がとれるの

ではないかと思っております。 

できるだけ皆さんに元気の出るような施策等々を展開していきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

             この後、議案等に入るわけでございますが、ぜひとも今年度もよろしくお

願い申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局長   それでは今町長から年度の御挨拶いただいたわけでございますが、本年７

月また農業委員会の改選ということにもなってございますし、本年、年が明

けましたらいろいろと忙しい年になるんじゃないかなと感じております。 

       それでは第１０回、本年最初の農業委員会、ただいまから開催させていた

だきたいと思います。 

       本日、皆さんに御審議していただく議案１件と報告１件を提出してござい

ます。 

       議案１３号としまして、農業委員会等に関する法律施行令第３条の規定に

よる選挙人名簿登載申請に対する意見についてという議案と、報告でござい

ますが、農地利用状況調査結果についてということで２点の議案を提出して

ございますので、慎重審議、よろしくお願いしたいと思います。 

       それから報告という形になるんですけれども、台風１８号の関係でかなり

筒香地区、富貴地区のほう、農地にダメージを与えたわけでございますが、

国、県の査定も何とか終わりましてこれから申請いただいた方については工

事にかかっているというふうな状況ですけども、昨年は大変農業をされてお

ります皆さんにはつらい１年だったかなと思います。 

それに合わせて高野山ではクマの出没、富貴地区、筒香地区、作水地区に

おいてもイノシシよりも日本鹿がふえてきているということで、２６年度に

つきましてはこの鳥獣害対策というのが直轄して農業用振興につながってい

くのではないかということで鳥獣害対策についても新年度予算を要求してい

る中で充実した施策をつくっていけという町長からの指示もございまして、

今新年度予算、作成中でございますが、農家の皆さんにも楽しみながらでき

る農業、そういうものを目差していけるような施策を２６年にも何か考えて



  

いきたいということで今担当来年度予算に要求しているような状況でござい 

ます。 

      それでは、ただいまから議案審議、お願いしたいと思いますので１日よろし

くお願いいたします。 

 

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、９番井手上委員・１０番尾家委員にお願

いをいたします。 

       続きまして、議長の選出について高野町農業委員会会議規則第８条により

当会の会長となっておりますので、会長、議事進行よろしくお願いいたしま

す。 

 

井阪（征）議長  

       本年もよろしくお願いします。平成２５年度第１０回高野町農業委員会の

定例会を開催いたします。 

       それでは議案に入らせていただきます。 

       議案第１３号「農業委員会等に関する法律施行令第３条の規定による選挙

人名簿登載申請に対する意見」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１３号「農業委員会等に関する法律施行令第３条の規定による選挙 

人名簿登載申請書に対する意見」について、平成２６年１月１日現在で調製 

される高野町農業委員会選挙人名簿の登載申請を農業委員会等に関する法律 

第８条の規定により内容の審査を行い、高野町選挙管理委員会に送付する意 

見を付せられたい。 

       平成２６年１月１６日提出、高野町農業委員会会長、井阪征郎。 

       本案につきましては、本案は、農業委員会等に関する法律第１０条第１項 

の規定に基づき、選挙人名簿の審査を求めるものです。 

農業委員会委員選挙人名簿の調製につきましては、農業委員の選挙を有す 

る者は、毎年１月１日現在により、同月１０日までに、申請書を農業委員会

へ提出することとなっております。農業委員会は申請された記載内容につい

て、審査を行い１月３１日までに選挙管理委員会へ意見を附して送付しなけ

ればならないとなっております。 

       選挙権を有する者としましては、皆様御存じであると思いますが、次の３ 

つの要件を満たしている者です。１つ目は、町内に住民票を有している者。 

２つ目は、年齢が２０歳以上の者である。３つ目は、１０アール以上の農



  

地につき耕作の業務に営む者、あるいは、その者の同居の親族またはその

配偶者で、年間おおむね６０日以上耕作に従事する者。この３つの要件を

全て有しているものが有権者となると規定されております。 

また、申請書を提出しない者があるときは、同法施行令第３条第３項に

おいて、農業委員会の職権により、申請書にかわるべき文書を作成し、選

挙管理委員会へ提出することができるとなっております。 

 審査には、先に説明しました３つの要件について事務局ではあらかじめ

審査をしております。事務局では、農家台帳及び住民基本台帳を基に申請

書の調製を行っております。 

また委員の皆様におきましては、配付の際において３つ目の要件である

農家の実態として、耕作日数、耕作面積、家族の同居や同一生計の有無な

どわかる範囲で審査をしていただいていると思います。 

        以上が選挙人名簿の審査をお願いすることでございます。今後のスケジ

ュールとしましては、本日の委員会で可決されれば当月末までに選挙管理

委員会に意見をつけて送付をし、その申請書に基づき、２月２０日から住

民基本台帳と照合し、平成２６年の選挙人名簿の調製を済ませ、２月２３

日から１５日間縦覧され、３月３１日をもって選挙人名簿の確定を行うこ

ととなっております。 

        選挙人名簿の現在出していただいた時点での集計でございます。 

第１投票区において地区名は高野山世帯数ゼロ、有権者数もゼロでござ

います。 

第２投票所神谷・東細川地区、世帯数６、有権者数が１１名。 

第３投票区西細川、世帯数１０、同居人が２０。 

第４投票区花坂、１７世帯の３６人。 

第５投票区湯川、ゼロ世帯のゼロ人。 

第６投票区相ノ浦、１世帯２人。 

第７投票区南・林、ゼロ世帯ゼロ人。 

第８投票区樫原・東又・杖ヶ藪、１世帯２名。 

第９投票区東富貴のほうでございますが、１５世帯の３０名。 

西富貴でございますが、２５世帯４７名。 

第１０投票区上筒香、５世帯１１名。 

第１１投票区中筒香、６世帯１３名。 

第１２投票区下筒香、ゼロ名のゼロ世帯です。 

第１３投票区郷・作水、７世帯の１４名。 

第１４投票区大滝、ゼロ世帯ゼロ名でございます。 

 現在の集計におきましては世帯数９３、同居人、有資格者人数につきま

しては１８５名、内数として男性９８名、女性８７名です。 

提出された申請戸数につきましては合計で８３戸、有効戸数が９３でそ

のうちにおける１０戸の職権による申請戸数がございます。 

        以上となっておりますので、皆様の御審議よろしくお願いいたします。 



  

井阪（征）議長 

       今、事務局より説明がありました。 

皆様方、質問、御質疑、または御意見ございませんか。 

 

各委員より   （「異議なし。」） 

 

井阪（征）議長 

       異議がないようですので、議案第１３号について可決といたします。 

       続きまして、報告第１１号、「農地利用状況調査結果」について、事務局よ

り説明を願います。 

 

事務局（門谷佳彦）    

       報告第１１号「農地利用状況調査結果」について、このことについて農地 

法昭和２７年７月法律第２２９号第３０号第１項の規定に基づき実施した平 

成２５年農地利用状況調査について、別紙のとおり調査結果を取りまとめた 

ものを報告いたします。 

       平成２６年１月１６日提出、高野町農業委員会会長、井阪征郎。 

       皆様に７月から行っていただきました利用状況調査の結果につきまして、 

集計を行いました。 

一番最後のページに集計がございます。 

本年度、２５年末の累計としましては１４万６，６３６．７９平方メート

ル、ヘクタールに直すと１４．６ヘクタール。 

前年度より約６，０００平米ほど増加しております。 

なお、この調査につきましては年に１回行う調査でございます。 

この調査結果を元に別紙のとおり遊休農地１号として集計を行っておりま

す。 

この遊休農地につきましては当局とともに連携を図りながら解消に努めて

いくように指導等を行っていく予定にしておりますので、皆様よろしくお願

いいたします。 

       以上、報告でございます。 

       以上でございます。 

 

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１１号については以上とします。 



  

        以上で予定していました議案審議は、全て終了いたしました。 

その他の件について、事務局及び委員の皆様よろしいでしょうか。 

 

事務局（門谷佳彦） 

   事務局よりその他の案件として２点ございます。 

 まず１点目でございます。本日お配りしております議案書を含めてでご 

ざいますが、議案書の中には個人情報、個人を特定する情報がかなり入っ 

ております。 

年度ごとにファイル等をお渡ししておるかと思いますので、必ずファイ 

ル等で厳重に保管し、第三者等に見られないようにお願いをいたします。 

   ２点目でございます。本日、お手元に源泉徴収票をお配りしております。 

源泉徴収票１つ目は委員報酬の分でございます。 

もう１つは利用状況調査を実施していただいた分でございます。 

２５年１月１日から１２月３１日までに町からお支払いをさせていただ 

いた分に源泉徴収票を発行しております。 

 １つは源泉徴収をしております。 

もう１つは源泉徴収をしておりません。 

どちらも２枚ありますので確定申告のほうに必ず必要になってきますの

で、失くさないように申告のほうお願いいたします。 

   以上でございます。 

    

井阪（征）議長 

        委員さんの皆さん御意見ございませんか。事務局、ありませんか。 

        なければ閉会といたします。 

 

事務局長    皆さん、本当に来ていただく時間が長いんじゃないかなという感じです 

けど、スムーズに認めていただいたということで、議事がスムーズに行っ 

たということと思います。 

まだまだ寒い日が続きますがお体に注意していただきまして、本年に農 

業委員会の選挙もございます。 

議会推薦２名、ＪＡ推薦１名、共済推薦１名という４名の皆さんが推薦

になるわけですけども、高野町の農業振興のために、ぜひまた実行してい

ただいて高野町の農業委員会をよろしくお願いしたいと思います。 

        ではこれで本日の農業委員会、閉会させていただきます。 

        お寒い中、ありがとうございました。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時２２分 閉会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 



  

 

この会議録は、高野町農業委員会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なこ

とを証するため、ここに署名する。 

 

  平成２６年１月２１日 

  

  

                   

                  会 長                  

 

  

                  署名委員 ９番              

 

 

                  署名委員 １０番              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※署名については、別紙原本にて行っています。 

※この議事録は公開用に作成している為、個人情報に配慮し公開しています。 


