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令和４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４年６月１６日（木） 
 
●開会時刻   午前９時５７分開会 
 
●開催場所   高野町役場 ２階 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  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      

   ９番 泉平 和廣 

以上１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・民農 里英 
●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４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 職員の任免について 
 
その他  

 
 
●議事内容    次のとおり 



  

 
＊＊＊＊＊＊＊午前９時５７分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

 
 
事務局（松本 斉）  おはようございます。 
           定刻よりも少し早いですが、令和４年度第１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、出席委員さんは１１名、欠席委員さんは

１名 ９番泉平委員でございます。高野町農業委員会会議規則第１

０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。今年、今年度初めての農業委員会というこ

とでお集まりいただき本当にありがとうございます。 

          農業関係の会議のほうには出るんですけれども、紀の川筋ではクビ

アカツヤカミキリムシですね、桃とかスモモとかそういったものへ

の腐食害というのがどんどん、どんどん広がっとるということで、

かなり警戒をしなあかんような状況になってきてしまっております。

２年、３年という間に一気にこう広がったような感じですね。多分、

高野町の中ではまだ被害というような報告がないかと思うんですけ

ども、皆さん、おうちの桃とか梅とかそういったものに虫があれば

またお教えいただいて、対応していくということかなというふうに

思っています。 

           京都では桜についてしまって、京都、お客さん多い中で春の桜と

いうのが見事なんですけども、それがちょっと脅かされるような話

も出てまってますので、そういったことも踏まえて、これから人は

コロナでイノシシは豚熱で、それから木はそうやってカミキリムシ

でっていう話で、もう何かいろいろな話ないんですけども、そんな

中、しっかりまた農業のほう振興ということで、皆さんに御協力い

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

           本日はよろしくお願いいたします。 

 
事務局（松本 斉）   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、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 
お願いします。 



  

 
議長         ありがとうございます。改めておはようございます。 
          今回の会議の場、２回飛びましたんで、いろいろとまたありました 

けど、今年、初めてです、今年、今年度については初めてですんで、 
審議よろしくお願いいたします。 

           いろいろな病気というか、コロナも大分収まりましたんで、行事 
がだんだんまた出てくると思いますけど、皆さん、自分らの野菜作 
ったり、米作ったりといろいろな作業があると思いますけど、本年 
もよろしくお願いいたします。 

           それでは、次第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て、 

事務局より説明お願いいたします。 
 
事務局（松本 斉）  議案第１号 農地法第２条非農地証明交付申請について。 

          別添農地について、農地法第２条の農地でない旨の証明願いがあっ

たので審議願いたい。 

           令和４年６月１６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、５ページの航空写真を御覧ください。 

面積は、・・・平方メートル、申請者の住所氏名は、・・・・・・・・・・、・・・・

氏でございます。 

           現地調査につきましては、５月２５日事務局と西辻委員と実施い

たしました。後ほど、西辻委員より報告があります。 

 昭和５０年代半ばに申請者の父より相続した土地で槇を栽培して

いたが、遠隔地に居住したため管理等できなくなり雑木等が多く生

えており、現在は山林化しています。 

           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、現地報告について、担当農業委員から報告をお願い 

いたします。 

           西辻さん、よろしくお願いいたします。 

 

西辻委員       ８番、西辻です。議案第１号について、平成４年の５月の２５日 

に事務局の松本係長、阪田主査とともに現地調査を行いました。 

           当該申請地においては、山林化しており、農地としての復元は困 

難であると考えます。また、周辺の農地も既に山林化しており、営 



  

農等に影響を及ぼす恐れがないことから、本件については許可相当 

と判断いたします。 

           以上で報告を終わります。 

 

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農業委員より説明などありましたが、 

御意見、御質問などございませんか。 

           何かないですか。ないようですので、議案第１号について許可と 

したいと思います 

           続きまして、協議第１号 令和４年度高野町農業委員会の開催日 

について、事務局より説明お願いいたします。 

 

事務局（松本 斉）   協議第１号 令和４年度高野町農業委員会の開催日程について。 
           別添、農業委員会開催日程について協議願いたい。 
           令和４年６月１６日提出 高野町農業委員会会長 柳  葵。 
           ８ページを御覧ください。 
           ８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いただいております。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、

いろいろな事情で日程等を今年も変更してまいりますので、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した。 

           これにつきまして何か御意見、御質問などございませんか。 

 

下名迫委員      すいません。 

           ７番、下名迫です。毎年９月は、人が集まらんと流れるときが多

いんで、９月だけは前半１０日ぐらいまでにやってもらわれへんか

なと思うんですけども。 

 
事務局（松本 斉）   ９月は前半ということで。 
            分かりました。 
 
議長          ほかにないですか。日程について、何かここは変えたいとか、し

てほしいとか。 
                      ないようですんで、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 農地法第３条、第１項の規定による届



  

出について、事務局より説明お願いいたします。 
 
事務局（松本 斉）      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する。 
                       令和４年６月１６日提出 高野町農業委員会会長 柳  葵。 
                       本案件は、１０ページ、御覧ください。 
                       １０ページに記載のとおり、・・・・・・・・・を含む、計・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、事務局専決事項として申請者に受理通

知書を交付します。 
                      以上です。 
 
議長          ありがとうございました。 
           報告第１号につきましては、以上といたします。ほかに御意見ござ 

いませんか。 
            いいですか。それでは異議ないようですので、報告第１号につき 

ましては以上といたします。  
続きまして、報告第２号 職員任免について、事務局より説明を

お願いいたします。 
 
事務局（松本 斉）  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４年６月１６日提出 高野町農業委員会会長 柳  葵。 
           昨年に引き続き、うちの茶原課長が農業委員会事務局長を任命し 

ます。私、松本が事務局係長を任命します。阪田泰規、去年に引き 
続き農業委員会事務局員を任命します。民農里英、去年に引き続き 
農業委員会事務局員を任命します。中村については本日出張等で出 
席できていないんですが、富貴支所の担当ということで中村のほう 
が高野町農業委員会事務局員を去年に引き続き任命していますので、 
よろしくお願いいたします。 

           以上です。 
 
議長         ありがとうございました。 
           今年もよろしくお願いいたします。 
 
事務局（松本 斉）  よろしくお願いします。 



  

 
議長         以上ですんで、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

           以上、審議は予定していました全て終了いたしました。 

           その他について、事務局より説明お願いいたします。 

 

事務局（松本 斉）  すいません、また活動記録セットという本を皆さんに配付させて

もうてますんで、４月、５月については遡る形になるんですが、農

地、自分の農地行かれるということだけでも他の農地は絶対目に入

ってきますんで、農地パトロールというふうな捉え方をしていいと

いうふうに和歌山県の農業会議のほうが発出していますので、それ

も活動の一つということで農地パトロールという形で日数に記録い

ただけたらなと思います。 
           あと、事務局長が朝の挨拶でもあったクビアカツヤカミキリの注

意喚起のチラシと農業者の皆さんにがん検診を受けてくださいねと

いうチラシもまたこれ、厚生労働省から出ていますんで、農林水産

省か、それも含めてお願いしたいと思います。 
           女性の委員さんは年金の、女性農業委員会への年金の案内という

のを直接させてもうてますんで、それもまた一読いただけたらと思

います。 
           続きまして、民農のほうから。 
 
事務局（民農 里英） すいません、私のほうから農業委員会の軽トラ市について、皆様

に感触を聞きたいものであります。冒頭の挨拶で会長もおっしゃら

れていたんですけれども、いろいろなイベントがまた開催をされ出

して、高野町も以前やった農業委員会の軽トラ市、あることかなと

いう期待の声がちらほらと私の耳に届いているんですけれども、そ

の中で１０月１０日の月曜日、祝日に当たるんですけれども、高野

町の町民運動会のほうは開催をされる予定でございまして、そこに

農業委員さんの皆様で軽トラ市の出店をしていただけないかという

事務局を勤めております教育委員会のほうから打診があったもので

す。１０月もいろいろと忙しく、かつ、お疲れのところであると思

うんですけれどもどうでしょうか。出店の可否、いかがなものでし

ょうか。出店いただけるとしたら、町民さんに参加賞というものも

考えられておるようで、参加賞で何か農作物を御提供いただけない

かな。もちろん費用は負担するんですけれども、教育委員会のほう

が負担するんですけれども、そういったもの何かないかなというよ

うな相談が入っておる次第でございます。 
           いかがなものでしょうか。 

 

議長         はい。今、民農さんから質問というか御希望というのか何か知ら



  

んけど、また、昔ってもう３年ほど前かなしようかって言うてたん

やけど、いろいろな事情でやってなかったんですけれども、今年ま

たそういうイベント、コロナちょっと収まりかけですんで、そこら

またずっとするべきによってまた事情変わるか分かりませんけど、

１０月１０日いうたらみんな区の祭りあるんちゃう。 

 

井手上委員      氏神さんの祭りです。 

 

森脇委員       筒香も祭りです。 

 

事務局（民農 里英） 日が悪いですね。 
           教育委員会のほうもぜひ地域の皆様に来ていただけるようなもの

にしたいというような思いもあるみたいなんです。なんですけれど

も、いろいろな地域が氏神様のお祭りやったりというところでとい

う情報もこちらから教育委員会のほうに伝えたいと思います。なか

なかそんな日とバッティングしたら、皆さん、地域の大切な祭りを

優先してしまうのはどうしても仕方のないことだと思いますので、

そんな御意見あったというふうに伝えておきます。 
 
下名迫委員      参加賞へ協力というところをどないする。 

 

議長         ジャガイモもあるしね、そういう芋類は大体できとるんちゃう。

あと、山の芋とかそんなんまだまだ。 

           また大体何できとるかいうの分かると思うんでね。 

 

事務局（民農 里英） 時期が近付いたら相談させてもらいます。 
           ありがとうございます。 
 
事務局長（茶原敏輝） 今、柳会長おっしゃっていただいたんで少しお願いするんですけ

ども、１１月３日に交流広場っていう催しもの、ずっとやっておっ

て、これも御参加いただいてきました。ここ２年ほどコロナで難し

かったんですけど、やっとコロナも何か先行きが少し明るくなって

きて、そろそろ具体的な動きせなあかんのかなというようなところ

で、今年はちょっとできないかなというふうに思っております。た

だ、１日だけ決めて何かこうやろうとしてもなかなか場所の問題と

か車が多い、駐車場も少ないなかのことなんで、１１月３日前後１

週間ずつぐらいそういう催し物の期間に定めてもらって、定めさせ

てもらって、観光情報センターあそこでいろいろな催しをお願いで

きないかなと思っているところがあります。そんな中でもし御協力

いただけるようでしたら、軽トラ市みたいな形で御出店をいただけ



  

たら非常にうれしいなと思っております。毎月２１日の報恩高野市

筒香の野菜持って上がっていただいて野菜、そこで販売という話な

んですけど、皆さん新鮮な野菜が安く手に入るということで非常に

皆さん喜ばれているところがあって、そういうことも含めて協力い

ただけたらうれしいなというふうに思っておりますので、まだかな

り先の話ですけれども、どこか気にしていただいていたらうれしい

なと思っております。はい。 
 
議長         はい。今ちょうど・・さんいうてうちに来ていますわね。あの人

がいろいろな時期の野菜をあちこち販売したり、頼まれてやってま

したけど、ああいうふうにして野菜もだんだんなじんできたそうい

う催しもええかも分からんと思いましたけどね。結構、今日富貴の

野菜を持ってきとるみたいな話で気にして寄ってくださる方も増え

てきているみたいなんで。あとそれはフキに限らずいろいろなとこ

ろ挙げていただいて。 
 
事務局（民農 里英） あともう１点すいません、今年も７月３０日の土曜日にホップの

収穫を行います。どのような形でするかというのがまだちょっと未

定なんですけれども、収穫をその日に一斉にしようというのは決ま

って、日程的には決まっておりますので、ぜひぜひ皆様、御協力い

ただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 
           ７月３０日の土曜日です。大体午前中というふうに思っておりま

す。 
           また７月の農業委員会のときに詳細をお伝えできるように準備し

ておきます。 
           ありがとうございます。以上です。 
 

議長         ありがとうございました。ほかに事務局、何か報告ございません

か。 

 

事務局（松本 斉）  以上です。 
 
議長         そうですか。ほかに議員さん何か質問とか何かございませんか。 

          話変わりますけど、まだ鳥獣害の補助まだありますんか。 

 

事務局（阪田 泰規） 募集かけ出そうかなと。 

           後々また、２週間、３週間後ぐらいで。 

 

議長         そうですか。また、回覧板してくれますか。 

 



  

事務局（阪田 泰規） します。 

 

議長         以上ですんで、また、何か。もうないですか。もういいですか。 

           今日は、今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３２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。 

 

  令和 年 月 日 

                  会 長                  

  

 

                  署名委員 １番              

 

 

                  署名委員 ２番              

 

 

 


