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令和３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    令和３年５月１７日（月） 
 
●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 木村 金男  ３番 上田 靜可 

   ４番 柳  葵   ５番 梶谷 廣美  ６番 井手上 治己 

  ７番 下名迫 勝實 ８番 西辻 政親  ９番 泉平 和廣 

 １０番 森脇 伸宜 

以上１０名出席 
●出席推進委員 眞野弘和  山本和英          

以上２名出席 
●欠席委員                                            

以上０名欠席 
●事務局員     事務局長 茶原 敏輝 

事務局員 松本 斉・阪田 泰規・中村 任貴 
●関 係 者   
  
●議事事項     議案第１号 農地法第２条 非農地証明交付申請の承認について 
            協議第１号「令和３年度高野町農業委員会の開催日程」について 
            報告第１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２号「職員の任命」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（松本 斉）  おはようございます。 
                    足元の悪い中、コロナ禍の時期に御出席いただきましてありがとう

ございます。 

           それでは定刻となりましたので、令和３年度第１回高野町農業委員

会定例会を開催いたします。 

           本日の委員会ですが、出席委員さんが９名、１名、８番委員の西辻

さんが町内に配りものがあるということで、５分から１０分遅れます。 

         会議は先に進めさせていただきたいと思います。 

           そして推進委員さんが２名様も御参加いただいております。 

           高野町農業委員会会議規則第１４条により規定を超えております

ので、本日の委員会は成立してい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をお願いします。 

 
事務局長（茶原敏輝） おはようございます。 

           本年４月１日をもって、建設課のほうから、この折、農業委員会の

所掌が観光振興課のほうに戻ってまいりました。そのことで４月１日

から、私は茶原というんですけども事務局長ということで対応させて

いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

           また、本来でしたら４月に１回目の会議を開かせていただかなあか

んかったんですけども、４月１日から消防本部の関係のコロナのこと

であったりとか、それに波及してうちのほうも少し動きを止めざるを

得ないところがございましたので、御無理を言って延会という形で、

本日が初めての会議であるということで、全く皆さんには御迷惑をお

かけしましたことを心からおわびを申し上げたいと思います。 

           また今日も、２条申請が出ておりますので慎重審議をいただきまし

て、会を進めていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。私のほうからは以上です。 
 

事務局（松本 斉）   ありがとうございました。 
          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１番井阪委員、２番木村委員にお願いします。 

           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         改めて、おはようございます。 

今年になって、初めての農業委員になりました。いろいろコロナ

禍で皆さん、いよいよワクチンも昨日から打っていただいたり、い

ろいろ必要になったけど、何とかかからない、かわらないと言った

らおかしいけどかからないようにしていただいて、農作業もこれか



  

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、議題に沿って行いたいと思います。 

                 議案第１号 農地法第２条 非農地証明交付申請の承認につい 

事務局より説明をお願いいたします。 

 
事務局（松本 斉）  それでは座って説明をさせていただきます。 

           議案第１号、農地法第２条 非農地証明交付申請について。 

          別添の農地については、農地法第２条の農地でない旨の証明願があっ 

たので審議願いたい。 

                    令和３年５月１７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・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・で、場所 

につきましては議案の５ページの航空写真を御覧ください。 

農振区分は農振地農用地外となっております。面積は２，２６７平

方メートル、申請者の住所・氏名は・・・・・・・・・・・・・、・・・・・

氏。現地調査につきましては、５月１２日に事務局と泉平委員と実施

いたしました。後ほど、泉平委員より報告があります。よろしくお願

いします。昭和５０年代に申請人の父により、農作物が鳥獣の被害に

遭い、やむなく植林を行ったとのことで、現在は山林化しております。 

                    以上１件につきまして、現地確認及び書類審査いたしました結果、 

申請に必要な書類は全て添付されており、農地法第２条の非農地証明

の承認について、承認相当と判断しました。以上です。 

 
議長         ありがとうございます。 
                     続きまして、現地報告で担当委員の泉平さん、よろしくお願いい

たします。 
 
泉平委員       泉平委員  １０番、泉平です。 
           議案第１号について令和３年５月１２日、事務局の松本係長、阪

田主査と共に現地調査を行いました。当申請地においては山林地と

なっており、農地としての復元は困難であると考えられます。事務

局説明のとおり現地において、農地法第２条に規定する農地に該当

しないことを確認を確認しました。以上、報告を終わります。 
 
議長         ありがとうございました。 
           ただいま、事務局並びに担当委員より説明がありましたが、御意

見、御質問などございませんか。 
           これはもう山みたいになっとるんですか、山みたいに、山という

か山林という感じが。 



  

            何か御意見、御質問はございませんか。 
                    異議はないようですので、議案第１号については承認したいと思 

   います。 
                     続きまして、協議第１号「令和３年度高野町農業委員会の開催

日程」について、事務局より説明をお願いいたします。 
 
事務局（松本 斉）   それでは説明させていただきます。 

           協議第１号 令和３年度高野町農業委員会の開催日程について、

議案の９ページを御覧ください。９ページに大まかな日程を書いて

おります。 

           この書き方ですが、県の常設審議委員会から日程を頂いておりま

す。そこから逆算して、締切日と事務処理日等を設定しております。

おおむね、大体毎月１５日前後に行う予定となっておりますが、い

ろいろな事情で今回４月もそうなんですが、コロナの影響等で開催

できなかったりということがございましたので、あくまでも大まか

な目安ということでございますので、御了承いただきますようお願

いいたします。以上でございます。 

 
 

議長         ありがとうございます。 

           ただいま事務局より説明などがございましたが、御意見、御質問

などはございませんか。 

           この日程で行いたいという予定ですので、また日程が変わったら

よろしくお願いします。 

           ほかに御意見がないようですので、協議第１号については同意し

たいと思います。 

           続きまして、報告第１号、「農地法３条の３第１項の規定による

届出」について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局（松本 斉）  それでは説明させていただきます。 

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

          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と

ころにより、別紙農地について届出があったので報告いたします。 

           令和３年５月１７日提出 高野町農業委員会会長 柳  葵 

          本案件は、議案１１ページを御覧ください。１１ページに記載のと

おり、・・・・・・・・・を含む計２１筆の相続による農地の権利取

得の届出がありました。 

           申請者の住所は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・

氏です。農林水産省の定めにより、事務局長専決事項として申請者

に受理通知を交付します。以上です。 



  

 

議長         ありがとうございました。 

           以上、今説明がありましたが、これに質問などございませんか。 

（「ない」との声あり） 

         いいですか。 

          ないようですので、報告第１号につきましては以上としていただき

たいと思います。 

           続きまして、報告第２号「職員の任免」について、事務局より説

明をお願いいたします。 
  
事務局（松本 斉）  それでは説明させていただきます。 

           報告第２号、職員の任免について。 

           本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

に報告する。 

           令和３年５月１７日提出 高野町農業委員会会長 柳  葵 

１ 茶原敏輝 令和３年４月１日 高野町農業委員会事務局長を

任命する。 

２ 松本 斉 令和３年４月１日 高野町農業委員会事務局係長

を任命する。 

３ 阪田泰規 令和３年４月１日 高野町農業委員会事務局員を

任命する。 

４ 中村任貴 令和３年４月１日 高野町農業委員会事務局員を

任命する。 

５ 小西敏嗣 令和３年３月３１日 高野町農業委員会事務局長

を免ずる。 

６ 辻本香織 令和３年３月３１日 高野町農業委員会事務局係

長を免ずる。 

７ 民農里英 令和３年３月３１日 高野町農業委員会事務局員

を免ずる。 

８ 岡田健司 令和３年３月３１日 高野町農業委員会事務局員

を免ずる。 

           令和３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

についての御報告でございます。以上です。 

 
議長         ありがとうございます。 
           ここで、みんな知らん人から一遍、紹介をお願いしたいんですけ

ど。 
 
事務局長（茶原敏輝） それでは会長さんからお話がありましたので、再度自己紹介をさ

せていただきます。観光振興課課長で茶原と言います。産業観光課



  

時代から長くやっております。 
           この２年間、建設のほうに農林のほうが異動していた時期を除い

ては、大体、農林の関係も横で見ながらやってきたかと思います。

ただ、ちょっと２年の間で大きく農業、林業の辺りも変わっている

と聞いておりますので、また勉強させていただいて、皆様のお役に

立てるようにやっていきたいと思いますので、ぜひまたよろしくお

願いしたいと思います。 
           今日、会議は本庁２階で行っておりますけれども、観光振興課に

つきましては金剛峯寺のある第２駐車場、大師教会本部の道向かい

の、高野山観光情報センターの２階に置いておりますので、何かあ

りましたらそちらのほうに御連絡いただけたらと思います。役場の

代表番号もオーケーですし、５６－２７８０という観光情報センタ

ーの専門の番号もありますので、また御連絡いただいたらと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
議長         ありがとうございました。次、松本係長。 
 
事務局（松本 斉）  挨拶が遅くなって申し訳ないんですが、私、松本は十何年消防に

いてまして、消防にお世話になった方もたくさんおられて、その節

はありがとうございました。その後異動になりまして、役場のほう

に３年ほど務めまして、防災対策室からこの４月１日に観光振興課、

産業振興係長を拝命しております。 
           農業委員会は初めての業務になりまして、皆様に御迷惑をおかけ

することが多々あるかと思いますが、御協力・御鞭撻よろしくお願

いいたします。よろしくお願いします。 
 
議長         次、阪田さん。 
 
事務局（阪田泰規）  おはようございます。阪田泰規と申します。 

 一応２年間京都に行っておりまして、不在にしてたんですけど、

その前は農林係として林業であったりとか、鳥獣関係を担当してい

たんですけど、前任の門谷係長の後ろをついて回っていた男なんで

すけども、また今回京都から戻ってきて、同じ林業と鳥獣関係が主

担当なんですけど、農業委員会も担当させていただけるということ

になったので、またいろいろ御迷惑をおかけすると思うんですけど

もよろしくお願いいたします。 
 

事務局長（茶原敏輝）  京都というのは近畿農政局に２年間、出向ということで出てお

りましたので、農政局で２年しっかり勉強してきていると思います 
           のでよろしくお願いいたします。 



  

 
事務局（阪田泰規）   よろしくお願いいたします。 
 
議長          中村さん。 
 
事務局（中村任貴）   中村と言います。 
            今、富貴支所で担当させていただいているんですけど、以前は

茶原さんと観光振興課で観光２年少しやっていました。また、こ

の農業のほうは初めてなので、また支所にはいているんですけど、

皆さんに迷惑をかけると思いますが、またよろしくお願いいたし

ます。 
 
議長          お願いします。 

            委員の皆さん、事務局皆変わりましたので事務も大変

やと思いますけど、今後ともよろしくお願いいたします。 

            それでファイルは作ってくれとんかな。また作ってく

れますか。 

 

事務局（松本 斉）   はい。作って、第２回のときには必ずお持ちするよう

にします。お名前と。 

 

議長          それをここに、パンチ入れてもうたらええ。 

 

事務局（松本 斉）   分かりました。すぐとじられるように。 

 

議長          とじられるように。 

 

事務局（松本 斉）   はい。分かりました。 

 

議長          それも、お願いします。 

 

事務局（松本 斉）   よろしくお願いします。すみません。 

 

議長          以上です。ほかに何か、事務局のほうから何かないで

すか。 

 

事務局（松本 斉）   その他で。 

 

議長          その他で、何か。 

 



  

事務局（松本 斉）   その他につきましては、チラシを入れさせていただい

ているんですけども、何回かはもうチラシをお配りさせ

ていただいているようなんですが、「クビアカツヤカミ

キリ」に御注意くださいというチラシと、あと前年度に

ジャンパーを発注させていただいているのを、本日お渡

ししたいと思います。 

 

議長          以上でございますか。 

 

事務局（松本 斉）   はい。 

 

議長          お願いします。 

 

事務局長（茶原敏輝）  直接関わるということじゃないかも分かりませんけれ

ども、富貴地区に、この６月１日から地域おこし協力隊

ということで、・・さんという女性の方が入ることとな

りました。住む家も地域の方に御協力いただいて、ほぼ

決まっておって、しております。 

            本人につきましては、いろんなところで勉強されてき

ております。英語がしゃべれたりとかということもあり

ますし、いろんなところを回ってきていろんな知識を持

っておられるというような、そういう女性です。 

            今は本人、・・のほうで農業、作物を育てたりという

こともやられているみたいで、富貴においても農業をや

りたいということを言っております。いろいろ、お借り

する家の部屋に家庭菜園みたいな農地がありますので、

まずそこで作物を育てて、そして大規模にということに

なったらまた農業委員会にかけさせていただいて、お借

りするというような方向になるのかなと思っています。 

            ６月１日からということなので、特に西、東の富貴に

おきましては、いろんなことで御相談にも行かせていた

だきたいと思っておりますので、どうぞかわいがってい

ただきますようよろしくお願いいたします。 

            一応この地域おこし協力隊の担当につきましては、う

ちの農業振興の女性の民農が担当しております。私もま

たお伺いして、お世話になったところを回らせていただ

いたりということも考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

            できましたら、富貴地区で作っていただく農産物を、

高野山に上げていただいて、宿坊のほうで使っていただ



  

くとか、当帰の後継者育成のところであったりとか、そ

ういったところでお力になっていければなと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長          ありがとうございます。 

 

下名迫委員       住むところも決まっておるんですか。 

 

事務局長（茶原敏輝）  もうちょっと言うと、東富貴の・さんのところ、・・の

ところを道分かれるところのちょうど上。 

 

下名迫委員       ・・さんのところの上。 

 

議長          ・の上に上がっていくところの家、あそこらしいです。

この前片づけに行っとった。 

 

事務局長（茶原敏輝）  「きれいな家で」と言って、本人も喜んでいました。 

 

議長          まだ新しいな。 

 

木村委員        ３年か、何年。 

 

議長          ３年、３年ですね。 

 

事務局長（茶原敏輝）  ３年ですね。ただ、面接のときも、面接に西と東の区

長に入っていただいたんですけども、基本地域おこし協

力隊の任期としては３年なんですけども、やはりその間

にしっかり地域で仕事を見つけて、それで長くそこに住

んでいただくようなことを考えております。 

            本人は・・・・・・・・・・・・の出身らしくて、実家

がそこに今もあってということなんで、富貴というのは

環境が近い。 

 

下名迫委員       街でもないわな。 

 

事務局長（茶原敏輝）  何か・・でも何年かおったんですよ。・・なんかはちょ

っと雪深くて、その作物を育てるスケジュールが自分ら

の知っている・・・・と全然違うので、ちょっと戸惑いが

あったみたいなんですけど。富貴であれば、・・・・・と

同じような感覚で農業ができるかなということで、私も、



  

結構、人と話のできる子かなと思っているので期待して

いるところがあります。連れて行きますのでかわいがっ

ていただけたらと思いますので。 

 

下名迫委員       歳はいくつですか。 

 

事務局長（茶原敏輝）  歳ですか、・・歳ちょっとならない。 

           地域おこし、高野町、ほとんど失敗してきていますので、

失敗にならないようにと思っております。いまだに御迷

惑をかけている点があるかと思いますけども、そうなら

ないようにしっかりとサポートしていきたいと思ってお

ります。 

 

議長          ほかにないですか。何か聞きたいとか。 

            どうぞ。 

 

森脇委員        場所はここと違うて、次の会議からは同じここでやり

ますの。 

 

事務局長（茶原敏輝）  会場は全て、会議の会場はここになります。 

 

森脇委員        そうですか。 

 

事務局長（茶原敏輝）  会議室はちょっと向こうは取っていないので、会議に

つきましてはこちらでやらせていただきたいと思います。 

            展示施設みたいな感じなんですよ。広いのは広いです

けど、会議をするには守秘義務が絡む会議になってくる

ので、向こうではしにくいことがありますので、申し訳

ないですがこちらでやらせていただきたいと。 

 

議長          ないようでしたら、今日の会議はこれで終わりたいと

思います。 

            どうもありがとうございました。 

 

事務局長（茶原敏輝）  引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時２６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
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