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平成３１年度 第１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３１年４月１７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 ２番 井阪 晴美   ３番 梶谷 廣美    ４番 井手上 治己 

５番 西辻 政親  ７番 下名迫 勝實 ８番 上田 靜可 

９番   柳 葵  

以上７名出席 
 

●出席推進委員 １０番  眞野 弘和 １１番 佐藤 妙泉 
以上２名出席 
 

●欠席委員      ６番  森脇 伸宜                                     
 以上１名出席 

●事務局員     事務局長 小西 敏嗣 
事務局員 門谷 佳彦・谷 愛梨・民農 里英 

●関 係 者   
  
●議事事項    報告第１号 職員の任免について 
 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
          

報告第３号 地籍調査事業に伴う地目変更の通知について 
 
協議第１号  平成３１年度高野町農業委員会の開催日程について 
 
その他 

 
●議事内容     次のとおり 



  

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時００分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

事務局（民農里英）  おはようございます。定刻となりましたので、平成３０年度第１０

回高野町農業委員会定例会を開催いたします。 
                    さて、本委員会ですが、本日出席委員７名、欠席員１名、６番森脇

委員、推進委員２名出席です。 
高野町農業委員会会議規則第１０条による規定数を超えております

ので、本日の本委員会は成立しておりますので御報告いたします。 
                    それでは、事務局長より御挨拶いたします。 
 
事務局長      はい、おはようございます。皆さんお忙しい中、お集まりいただき

ましてまことにありがとうございます。後ほど紹介もあるんですけれ

ども、新しいメンバーで皆さんとともにですね、事業のほうを進めて

まいりますので、農業再生、地域の活性化とか山積みですけれども、

また平成３１年度新たなチャレンジとしまして高野町に見合うよう

な事業を探してですね、進めたいと思います。どうか皆様、御理解、

御協力よろしくお願いします。 
           以上です。 
 
事務局（民農里英）  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

２９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。 
                    本日の署名委員は７番下名迫委員、８番上田委員にお願いいたしま

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９条

により当委員会の会長となっておりますので、柳会長よろしくお願い

いたします。 
 

議長         はい。改めまして、おはようございます。新規、ちょうど４月から

また新しい年度に入りまして。ことしはちょっと平成から令和に変わ

ると思いますので、５月からちょっといろいろとまたいろんな行事、

でると思いますけど、農業委員もいろいろとまたこれから夏場という

か、ぬくなってきたら忙しくなると思いますけど、皆さん頑張ってい

ただきたいと思います。 
 それでは、次第に沿って行いたいと思います。 
 報告第１号、職員任免、それについて事務局より説明をお願いしま

す。 
 

事務局（民農里英）  報告第１号、職員の任免について。本会委員会事務局職員について、

下記のとおり発令したので委員会に報告をする。平成３１年４月１７



  

日提出、高野町農業委員会会長、柳葵。職員の任免については、谷愛

梨、平成３１年４月１日、高野町農業委員会事務局を兼任する。阪田

泰規、平成３１年３月３１日、高野町農業委員会事務局員を免ずる。

以上、平成３１年４月１日付の人事異動に伴う農業委員会事務局の異

動についての報告です。 
 以上です。 

          
議長        はい。ありがとうございました。 

 ただいま、事務局より説明ございましたが、これについて何か御質

問ございませんか。 
                      
事務局（谷愛梨）  はい。私が谷愛梨と申します。 
          高野町に４月１日から農水省から出向で来ております。いろいろ農

業について学びたいと思ってますので、皆さんよろしくお願いいたし

ます。 
 
議長         そういうことですので、皆さんよろしくお願いいたします。そう

したら、もういいですか。いいですか。はい。 
 続きまして、報告第２号、農地法第３条の３第１項の規定による届

け出について事務局より説明をお願いいたします。 
 

事務局（民農里英）  報告第２号、農地法第３条の３第１項の規定による届け出につい

て。農地法第３条の３第１項の規定について、農林水産省令で定め

ることにより、別紙農地について届け出があったので報告します。 
 平成３１年４月１７日提出、高野町農業委員会会長、柳葵。本案件

は、４ページのとおり西富貴字下年行・・・・番地を含む計１０筆の

相続による農地の権利取得の届け出がありました。申請者の住所、地

名は・・・・・番地、・・・・氏です。農林水産省令の定めにより、

事務局長専決事項として申請者に受理通知を交付しました。以上です。 
 
議長         はい、ありがとうございました。ただいま説明ございましたが、

御意見などございませんか。 
 

（「ない」と呼ぶ者あり） 
 

これは相続になりますので、まあ意見がないようですので、報告

第２号については以上といたします。 
 続きまして、報告第３号、地籍調査事業に伴う地目変更の通知につ

いて、事務局より説明お願いいたします。 
 



  

事務局（民農里英）  報告第３号、地籍調査事業に伴う地目変更の通知について。この

ことについて、高野町長より地目変更の通知がありましたので報告

します。平成３１年４月１７日提出、高野町農業委員会会長、柳葵。 
           高野町では、地籍調査を随時行っており、調査項目の設定につい

ては地籍調査に権限が与えられています。今回調査実施区域の大字

高野山字・・・と、大字細川字・・・ほか６つの字において地籍調

査後の地目が農地以外の地目に変更した旨の通知があったので別添

のとおり報告いたします。 
 以上です 

 
議長         はい、ありがとうございます。ただいま事務局より説明ございま

したが、地籍調査についていろいろとまあ、ちょっと待って。はい、

これは地籍調査ですので、まあ何か質問なんかございましたらよろ

しくお願いします。 
 
井手上委員      はい。４番、井手上です。 
 
議長         はい。 
 
井手上委員      これ、通知来とると思うんですけども、この、これこの地番だけ

ちょっと場所わかりにくいっちゅうこともあるので、その地籍調査

全体の地図とかで農業委員会協議あったのかどうか、ちょっとそこ

の辺だけ。 
 
事務局（門谷 佳彦） これは通知だけです。通知することになっとるだけなので。 
 
井手上委員      はい。４番、井手上です。 
 
議長         どうぞ。 
 
井手上委員      通知だけということですけども、その通知の中でこの地籍図の添

付も求めるっていうことはちょっとできないのかどうか、ちょっと

その辺を１回協議していただけたらと思いますけど。 
 
事務局（門谷 佳彦） わかりました。今後、協議しときます。 
 
議長         はい、そういうことですので、まあ地図ない、どこがどこやらわ

からんと思いますよね。 
 
 



  

事務局（門谷 佳彦） わかりました。基本的に終わった後、法務局へアップしたやつは

定期的に農業委員会としてデータをいただいて農地台帳に反映させ

ていってます。 
           法務局から経由して１年に１回データをもらった上で、農地台帳

にアップして、農地台帳の手入れを行って地番の修正をかけていく

作業をしています。データが出てくるのがやっぱり法務局からアッ

プされるのが遅いので、大体１年から２年おくれぐらいのペースで

ちょっとやってます。 
 
井手上委員      はい。４番、井手上です。 
 
議長         どうぞ。 
 
井手上委員      あの、前の年度やったかと思うんですけども、この細川の地元の

ほうから農業委員会宛てで要望か何かの文書が出とった記憶があり

ますので、ちょっとその点もありましたので、ちょっと今回出てき

たので、質問させてもらったんですけど。 
 
事務局（門谷 佳彦） こっちの部分はこの地籍調査の１８ページ、１９ページ、地目が

それぞれ山林から畑、宅地から畑に変わった部分が農業委員会に対

して言うてきたことなんですけど、実質的な地籍調査のやり方に対

してのクレームがあったので、それは地籍調査の所管課のほうより

対応していただくように依頼した結果、あの、分筆という形で現状

の畑となっている部分については畑として残し、現状でで宅地にな

っているところは宅地と。当初の場合は、全部が宅地にするという

ことで事務局の方から意見があったの、なぜか当委員会のほうに来

られたのですが、うちで処理するべきものではないので所管する地

籍調査の担当から総務課のほうに、当時は建設課ですので、もうな

いとは思うんですけど、建設課というところでお願いをして対応し

ております。 
 
議長         はい。ただいま事務局より説明ございましたが、皆さんどうです

か。いいですか。 
 
井手上委員      はい。４番、井手上です。 
 
議長         どうぞ。 
 
井手上委員      それでいいですよ。 
 



  

議長         どうも済みません。いろいろとこの地図ないと自分らもわからん

し、それこそこういうふうに地籍調査してくれてるので、かなり細

こうありますので。 
 
事務局（門谷 佳彦） うん。結構、公衆用道路とか、一般用水路とか。 
 
議長         多いですね。 
 
事務局（門谷 佳彦） そういった現状に合わせて。済みません。 
 
議長         そういうことですので、またありましたら今後またよろしくお願

いいたします。 
 
事務局（門谷 佳彦） 今、もう総務課へいっちゃったので、あれなんですけど。それで

また農業委員会さんでも今、調査等をしていただいて指導もしてい

ただいてますので、また今後とも両方でうまいこといかれたらいい

と思いますので、よろしくお願いします。 
 
議長         はい、ありがとうございました。ただいま説明ございましたが、

御意見などございませんか。 
（「ない」と呼ぶ者あり） 

はい、それでは次、ないようですので、続きまして、協議第１号、

平成３１年度高野町農業委員会の開催日程について、事務局より説

明お願いいたします。 
 
事務局（民農 里英）  協議第１号、平成３１年度高野町農業委員会の開催日程につい

て。このことについて、平成３１年度の高野町農業委員会開催日程

（案）について別添のとおり協議願いたい。平成３１年４月１７日

提出、高野町農業委員会会長柳葵。 
平成３１年度の農業委員会の定例会の日程を次ページに記載して

おります。毎月１５日前後を予定しております。以上です。 
 
議長         ここに書いてある日程というのか、大体、この日にちは予定です

ので、それによって前半、前後すると思いますけど、こういう予定

で組んでますので皆さんよろしくお願いいたします。何か御意見ご

ざいませんか。 
 
井阪委員       ２番、井阪ですけど。 
 
議長         どうぞ。 



  

井阪委員       この８月１５日のとこだけ。ちょっと・・・ 
 
事務局（門谷 佳彦） 前後はしますけど、あくまでも外に公表するので、一応日程とい

うのは決めております。 
 
井阪委員       はい、なるべく避けていただいたらと思います。 
 
議長         はい、そうですね。８月１５日は、まあことし中はないと思いま

すけど、この前後１０日、１０日間ぐらい１週間以内に前後になる

と思いますけど、そういうことですので、また御了解いただきたい

と思います。 
 ほかにないですか。 

（「ない」と呼ぶ者あり） 
はい。以上。以上で予定していた議案はみな全て終わりました。 

          ほかに何かその他で事務局よりないですか。 
 
事務局（民農 里英） お手元に農林水産省、警察庁とＪＡ共済から送っていただきまし

たパンフレットをお配りしております。これは、近年、トラクター

や運搬車などの操作ミスにより事故が増加しているため注意を促す

ものであります。御自身も含め周囲の農家さん、またこういった車

両を利用されることを見かけられた場合は気をつけていただいて事

故のないようにお願いいたします。 
 また、万が一のために、労災保険特別加入制度についても案内の

パンフレットが届いておりますのでお目通しをお願いいたします。 
 以上です。 

 
議長         はい、ありがとうございました。 

 こういうふうですので、またこれ見ていただいて加入するとか、

安全というか前置きやないけど、こんなふうに・・・そういうこと

で・・・よろしくお願いします。ありがとうございました。 
何か御意見ございませんか。 
 推進委員の方、何かせっかく来てるのに、何かないですか。質問

とか。 
 

佐藤推進委員     出席の回が多分、全部じゃないんですよね。 
 
事務局（門谷 佳彦） そうです。必要に応じて推進委員さんの方はこちらから通知をし

ますので。そのときにお越しいただけるときであれば、お越しいた

だくという形になっていますので、よろしくお願いいたします。 
 



  

議長        よろしいか。 
 

佐藤推進委員     どういうときに出席するのかっていうの、ちょっと改めて。はい。 
 
事務局（門谷 佳彦） 年に１回こういう当たるときと、農地利用状況調査をしていただ

くときは、必ずですね。 
 
議長         あのときね。利用調査のときに。世話にならんからな。 

はい、そういうことですので、よろしくお願いします。 
          以上、一応きょうの協議終わりましたけど、もういいですか。何か。 

（「ない」と呼ぶ者あり） 
はい、そういうことですので、よろしくお願いします。 
本日の会議はこれで終了したいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 
 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時２３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３１年４月２４日 

                  会 長                  

  

 

                  署名委員 ７番              

 

 

                  署名委員 ８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。 

 

 

 


