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平成２７年度 第７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２７年１０月９日（金） 
 
●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 井阪晴美 ２番 辻本一 ４番 井手上治己 

６番 柳葵 ９番  中林 敬 １０番 梶谷廣美 
 

以上６名出席 
 
●欠席委員  ３番 下名迫勝實 ５番 尾家冨千代 

 ７番 久保良作 ８番 上田静可 
以上４名欠席 

 
●事務局員   事務局長 倉本文和  

事務局員 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条の規定による許可申請について 
          報告第 ４ 号 農地法第６条第１項の規定に基づく農業生産法人 
                 報告書の提出について 
           
 
●議事内容  次のとおり 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時００分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 



  

事務局（門谷佳彦） 

   おはようございます。定刻の時刻となりましたので、平成２７年度第７回

高野町農業委員会定例会を開催いたします。 

 さて、本委員会でございますが、本日出席委員６名、欠席委員４名、欠席委員

３番下名迫委員、５番、尾家冨千代委員、７番、久保委員、８番上田委員で

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、事務局長より御挨拶をいたします。 

 

柳議長    おはようございます。本日も１０月の定例会をお忙しい中、来ていただき

ましてありがとうございます。何か今お聞きしますと、皆、祭りが・・・で、

大変お忙しいところ申しわけございません。それと、前回９月のときにちょ

っと私、議会のため欠席させていただいたんですけども、そのときに・・・

お礼を申し上げておかなあかん・・・暑いさなかに農地の利用状況調査して

いただきまして、まことにありがとうございました。また、きょうは、また

よろしくお願いします。それからその後でございました委員研修、かつらぎ

でありましたが、皆さん御出席いただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

       きょうまた、本日ですけれども、議案として１件、それから報告としまし

て１件、またその他でちょっと御協議させていただきたいこともございます

ので、大変お忙しいとこ、申しわけないんですけども、ひとつよろしくお願

いいたします。 

 

事務局（門谷佳彦） 

       ありがとうございます。 

       続きまして、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 

員を、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、中林委員、１０番、梶谷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、会長よろしくお願いいたします。 

 

柳議長    おはようございます。皆さん、行いたいと思います。 

 はじままして、それでは、次第に沿って行いたいと思います。 

       議案第１１号、農地法第２条の規定による許可申請について事務局より説

明お願いいたします。 

 

事務局（垣内宏樹） 

       議案第１１号、農地法第２条、非農地証明交付申請の承認について、別添 

の農地につき、農地法第２条農地でない旨の証明願いがあったので審議願い 

たい。 



  

平成２７年１０月９日提出。高野町農業委員会会長、柳葵。 

       今回の申請は、１件でございます。 

       農地の所在は、西富貴字・・・・・・・・・番ほか１筆で、場所について

は次の 

ページの図面をごらんください。 

       登記簿は田、現況地目は原野。農振区分については、農振農用地域外とな 

っております。 

面積は２筆合計・・・・・・・平方メートル。 

       申請者の住所氏名は、和歌山県伊都郡高野町大字・・・・・・番地の内・・、 

・・・・・氏。 

       現地調査につきましては、９月２４日に事務局と辻本委員と実施いたしま 

した。委員より後ほど報告がございます。 

       該当地は、昭和５１年ごろより耕作を行わず、現況は雑草や灌木類が生い 

茂っています。 

       以上のとおり、書類審査及び現地調査をしたところ、許可相当と考えてお 

ります。 

 以上です。 

 

柳議長    はい、ありがとうございました。 

 続きまして、現地報告について、担当農業委員から報告をお願いいたしま 

す。 

 

辻本委員   ２番辻本です。 

本案件について、平成２７年９月２４日に事務局の垣内主事とともに現地 

調査を行いました。 

申請地においては、昭和５１年ごろより耕作を行わず、現在は灌木類や雑 

草が生い茂っております。 

事務局説明のとおり現地において、農地法第２条の農地でないことに該当 

しないことを確認いたしました。 

以上で報告を終わります。 

 

柳議長    はい、ありがとうございました。 

             ただいま事務局及び担当農業委員より説明などがありましたが、御意見ご 

ざいましたら、よろしくお願いいたします。 

             これ何で田んぼつくってた。 

  

事務局（垣内宏樹） 

       みたいですね。 

 そう、大昔は田をしてたという話なんですけども、僕の記憶がある限りで、 

田で稲が植わってたということはないです。だから大分と大昔やと思うんで



  

すけども。 

柳議長        今もう何ももう、木とかそんなん生えてない。 

 

事務局（垣内宏樹） 

       木もそうですし、写真を見ていただいた、この８３３番地のほうなんです 

が、上２枚の一番上の写真を見ていただいて、僕と辻本委員立っとる左側に 

水路があるんですけども、その上から土砂が崩落してまして、その水路がも 

うこの田を通ってるという形でなってます。 

 

柳議長    もうあの辺、ほとんど何もつくってないん違うん。 

 

事務局（垣内宏樹） 

       つくってる人は、１軒もないですね、あの周辺では、はい。 

 

柳議長    ただいま事務局より説明がありましたが、ご意見等ございませんか。 

 

各委員    （「異議なし」の声あり。） 

 

柳議長    ないようですので、第１１号議案について、可決したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

       続きまして、報告第４号、農地法第６条第１項の規定に基づく農業生産法 

人報告書の提出について、事務局より説明お願いいたします。 

 

事務局（門谷佳彦） 

       報告第４号、農地法第６条第１項の規定に基づく農業生産法人報告書の提 

出について、農地法第６条第１項の規定に基づき、別添のとおり農業生産法 

人報告書が提出され、内容を確認したので報告する。平成２７年１０月９日 

提出。高野町農業委員会会長柳葵。 

       農業生産法人の報告書の提出でございます。 

       今回の報告については、１件でございます。報告した業者でございますが、 

次のページに記載しておりますように、株式会社・・・・・・・・・でござ 

います。 

       農業生産法人の報告につきましては、農地法第６条第１項の規定に基づき、 

農業委員会に報告することとなっております。その報告は、農地法施行規則 

第５８条第１項により、毎年、事業年度の終了後３カ月以内と定められてお 

ります。 

       つきましては、今回、一つの農業生産法人から報告書の提出がありました 

ので、農業生産法人としての適合状況を農業生産法人確認書によって確認を 

いたしております。 

       よって、この確認書をもって報告とさせていただきます。 



  

       以上で報告第４号を終わります。 

 

柳議長     ただいま事務局より説明がありましたが、何か御意見などございません 

か。 

        

各委員    （「異議なし」の声あり。） 

 

柳議長    ないようですので、報告第４号について以上といたします。 

       以上、予定しました議案審議について、全て終了しました。 

 ほかに何か御質問、御意見ございませんか。 

 

事務局（門谷佳彦） 

       すいません。事務局からその他の案件が幾つかございます。 

       まず１点に、和歌山県農業会所が農政ニュースというのを入れさせていた 

だいておりますので、またごらんになっていただきますようお願いいたしま 

す。もう１個ですが、シールを入れておりますが、農林水産省の２０１５年 

の農作業安全キャンペーンのシールでございますので、農作業車または、そ 

ういうところの張って安全啓発等をお願いしたいと思います。 

       次の案件でございますが、カラー刷りのペーパーと普通に打った分がござ 

います。高野町において、平成２７年の１１月３日の火曜日に、高野山森林 

公園、ここの向こうの鴬谷の奥のほうでございますが、ここで、地域交流フ 

ェスタ２０１５と題しまして、高野町交流広場ということを、開催をすると 

いうふうに当課のほうで計画をしておるところでございます。このイベント 

で、高野町の農業委員会として、一つのブースを出展をして、農業委員会の 

活動やその他もろもろについての啓発等を行ってはどうかということの提案 

でございます。 

       事務局案として、勝手に決めてますけど、それは御意見をいただかんとあ 

かんところでございますが、ブースの名前、これ勝手に決めてますけど、高 

野町農業委員会銀シャリ亭と、これがええかどうかは、皆さんにもんでいた 

だかんとあかんところでございまして、内容として、これ何をするんでって 

いう話になりますと、高野町では大体、統計上の話ですけど、大体９品目の 

米がとれるというふうになっております。その上位５品目ぐらいをパネル展 

示とかして、そのうち３品目を実際にお米を炊いて参加してくれる人に、こ 

れは何の米ですかと品質を、例えば「こしひかり」とか「きぬひかり」とか 

「みねあさひ」とかいろいろあると思うんですけど、それを当てていただく 

と。で、その書くのにヒントとしてパネルのほうに、この米はどういう形状 

が粒が大きいとか、長いとか、それはちょっと今農水省のちょっと米の専門 

のものにちょっと、そういうことを書いて教えてくれというふうに、ちょっ 

と依頼をしておるところでございまして、その中をみた感じと自分の自分の 

食べた感触で、米をシートみたいなとこに、１、２、３と振ってあるとこへ、 



  

この米は１、２、３ときぬひかり、何とかって、それを当てていただいて、 

全銘柄を当てた人には、豪華な賞品を用意しようかと思っておるところでご

ざいます。 

          

井阪委員   絶対あたらんね。 

 

事務局（門谷佳彦） 

       うん、多分ね、県や農水省にも同じことを言われましてね。相当難しいの 

と、３の１でも、３の３でも難しいと。５の３だったら、もう確実に当たら

んやろうと。わしらもよう当てらんって言うてましたから。ただ、その例え

ば、「きぬひかり」「みねあさひ」とか、何とかっていうのは、大体似たよう

な品種になるんで、難しいんじゃないかなと。例えばそこに「日本晴」とか

１個入れるとかしたら、特色が違うんで、パラパラした感じの米になるんで

っていうんで、「日本晴」なんですけど、一応ねつくってる人っていてないん

ですね。町内に。昔はいたらしいんですけど。西山ｲｸｺさんが、よう「日本晴」

つくってたんですけど、もう今、やってないので、それをして、お米を３つ

当たった人には、もうお米をちょっとドンとプレゼントしちゃおうかなと、

いうところを考えておるところでございます。 

       またそのときに、また皆さん、農家さんでございますので、お米をその多 

分、食べてもらうのは、１、２合ぐらいありゃもう十分なんで、それの品種 

をもしおつくりいただいている品種をもし教えていただいて、御提供いただ 

けたら、すごくありがたいのが１点と、それで、賞品の米については、ちょ 

っとさすがに量もありますので、事務局のほうで買い取るとかっていうこと 

も、いや、それでもうええよ、うち余っとるからやるよって、言うてくれる 

大船に乗った委員さんおられましたら、また言うてもらったら、もうせっせ 

といただきに行きますので、そういうことも考えておると。 

       それでもう１個はですね、パネル展示として、これをするに当たってって 

いうのは、一応今年度から来年度にかけて、高野町の学校給食に地元産の米 

を取り入れるという動きを、うちと教育委員会のほうで今、案をねっており 

まして、それに付随して来るので、こういうおいしいお米が高野町内でとれ 

るんよということをＰＲをしていって、米づくりというのは大変よというこ 

とも含めたことをやっていくのと、農業委員会なんで、こんなことだけしと 

っても仕方がないので、その横のほうで農地のあっせんですね。多分ないと 

思うんですけど、貸してほしい、借りたい、そういうふうなことを受け付け 

たり、今、和歌山県の農地中間管理機構とはいうのもございますので、それ 

のＰＲもあわせて、何やねんという人が多いと思うんですけど、それをＰＲ 

するというのと、あとはパネル展示で高野町の作物データ等のパネル紹介と 

かってやろうかなと思ってるんですけど、なかなかその統計データが、何せ 

難しくて、なかなかないもんでございますので、これが、一応事務局案とし 

て皆様に、御提示をさせていただいて、ちょっと意見を聞いた上で、お願い 



  

したい。 

       また、これをするとなりますと、必ずしたいというところがあるんですが、

当日大変お忙しいと思うんですが、委員の皆様来れる方は、できるだけ来

ていただけたらすごく助かりますので、例えば一日と言わず半日交代でも

構いませんし、そういうものでございますので、またお米を炊くのに、ど

ういうふうに炊いたらいいかというアドバイスもいただいたら、その米の

本来のおいしい味というのは、よく食べられてる方やったら、よくわかる

かと思いますので、その辺も当日、また前日までに御指導いただいたらと

思いますので、また、一度御審議をお願いをしたいと思っております。 

 

柳議長     はい、ただいま事務局から話がありましたけど、これは全員参加という

のやな。 

 

事務局（門谷佳彦） 

        いや、一応ね、全員出てくれたら一番うれしいんですけど、まあ、皆さ

ん忙しいでしょうから、何とも言いにくいんですけど、誰も来んと事務局

だけおるというのも、これもまた、つまらんもんなんで、いろいろそのと

きに農家の人が来るかどうかは、微妙なんですけど、農家の人がようさん

来るんであれば、年金の勧誘であるとか、女性農業委員の農業委員会の活

発な活動のこととかも、お話しもねできるかと思うので、そういうのを含

めたりとか、いろんなそれ、今のところ事務局のものに聞いとんの、各い

ろんな地域のほうでも、そういう出店のほう、出てきてくると思うので、

まあ一度見るのもおもしろいかと思いますので、１１月の３日というのは、

何かあるの。 

 

柳議長     はい、ほかに何か御意見ございませんか。 

        ないようですので、これできょうの会議、終わりたいと思います。 

        どうもありがとうございました。 

 

     

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時５０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２７年１０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。 


