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平成２９年度 第１回  

高野町農業委員会 臨時総会 

 

下記のとおり、高野町農業委員会臨時総会を招集した。 

 

開催日時    平成２９年７月２０日（木） 

 

●開会時刻   午前９時３１分開会 

 

●開催場所   高野町役場 ２階 大会議室 

 

●出席委員    柳 葵 ・ 井阪 晴美  ・ 梶谷 廣美 ・ 上田 靜可  

井手上 治己 ・ 西辻 政親 ・森  伸宜 

             

以上７名出席 

 

●欠席委員  下名迫 勝實・井阪征郎 

以上２名欠席  

 

●事務局員   事務局長 中尾司  

事務局員 辻本香織 垣内宏樹 岡本多賀子 

 

●関 係 者  高野町副町長 西上邦雄 

 

●議事事項   高野町農業委員会委員任命式 

 

議案第５号   高野町農業委員会会長の互選について 

                      

          議案第６号   高野町農業委員会会長職務代理者の互選について 

 

          議案第７号   高野町農業委員会の議席について 

 

          協議第１号   高野町農業委員の担当地区委員の協議について 

           

●議事内容  次のとおり 

 

 

 



 

  

＊＊＊＊＊＊＊午前９時３１分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

事務局長      任命式を始めさせていただきたいと思います。 

          農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定によりまして、農業 

委員会の選出が公選制から市町村長が議会の同意を得て任命する任命

制に変わって初めての改選でございます。 

去る６月２６日、第２回高野町議会定例会におきまして任命の同意

が得られましたので、９名の委員の皆様の任命式を行いたいと思いま

す。    

本日、平野町長が公務のため、西上副町長にお願いします。 

           それでは、西上副町長より任命書の交付をいただきます。お名前を

お呼びしますので、委員の皆様は前のほうにお進みください。よろし

くお願いします。 

          

 （任命書交付） 

           

事務局長      ありがとうございます。 

  任命書にもありましたとおり、今回委員の皆さんの任期は、本日平 

成２９年７月２０日から平成３２年７月１９日までの３年間となりま

す。よろしくお願いします。 

          それでは任命に当たりまして、西上副町長より御挨拶を申し上げま

す。 

 

副町長       きょうは、早朝から御苦労さまでございます。 

          当局がちょっと申し上げましたが、平野町長がきのうから東京に出

張しておりまして、どうしても出席できませんので、大変申しわけな

いですが、どうかよろしくお願いします。 

          また、きょうから３年間ということで、法改正で農業委員会の業務

も少し変わったようでございますので、大変でございますが、３年間

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

事務局長      どうもありがとうございます。 

          それでは、引き続きまして、平成２９年度第１回高野町農業委員会

臨時総会を開催させていただきます。 

引き続きまして、副町長より御挨拶を申し上げます。 

 

副町長       お忙しい中、朝早くからどうもありがとうございます。 

          また、日ごろから町政の運営に御支援、御協力をいただきまして 

ありがとうございます。御礼申し上げます。 

御承知のとおり、昨年ですが、農業委員会に関する法律が改正され

まして、選挙ではなく、議会の同意を得て任命するという認定方式に 



 

  

変更となりました。本日がその初めての任命交付式でありまして、ま

た初めての農業委員会でございます。 

また、委員会の業務におきましても、先ほども少し申し上げました 

が、新しく農地利用の最適化ということで、今までもやっていただい

ていましたのですが、農地の集積や集約化、また耕作放棄地の発生防

止とその解消、さらには農業への新規参入の特進などが農業委員会の

事務的な業務であります。 

           高野町は、御承知のとおり、農業経営者のまわりが山林ということ 

で、多くの集落が山間地域にございます。少ない低地を有効に活用い 

たしまして、小規模ながら米、野菜、また薬用作物等、多種多様な農 

業生産が行っていけるところでございます。 

               そういう中でも、ほかの地域と同様に過疎化、高齢化によりまして

耕作放棄地がどんどん拡大をしているという状況でございます。さら

には、鳥獣被害が急増してございます。そういった課題もございます

が、新しい委員さんを加えまして、計９名の委員の皆様には、お仕事

の傍らで大変でございますが、今後とも高野町の農業振興になお一層

の御尽力を賜りますようお願いを申し上げまして、甚だ簡単ですが、

御挨拶にさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

     

           

事務局長      ありがとうございます。 

続きまして、審議に入らせていただきます。本委員会ですが、本日

出席委員７名、欠席委員２名。欠席委員は、下名迫勝實委員、井阪征

郎委員でございます。 

          高野町農業委員会会議規則第９条によります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をいたします。 

  次に、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

でございますが、本日の署名委員は、梶谷委員様、井阪晴美委員様に

お願いをしたいと思います。 

続きまして、議長が選出されるまで間、議事の進行について、どの

ようにさせていただきましょうか。 

 

（「事務局一任」） 

         

事務局長      事務局一任ということでございますので、西上副町長にお願いした

いとおもいます。副町長よろしくお願いいたします。 

 

西上議長      それでは、仮議長ということで、冒頭の進行をさせていただきたい 

と思います。 

          それでは、お手元の次第により進行させていただきたいと思います。 



 

  

議案第５号の、「高野町農業委員会会長の互選について」というこ

とで、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

 

事務局(辻本香織)  議案第５号、高野町農業委員会会長の互選について、「高野町農業

委員会会長の互選について」高野町農業委員会規則第３条の規定によ

り、高野町農業委員会の会長の互選について、審議願いたい。平成２

９年７月２０日提出、高野町長平野嘉也。 

          高野町農業委員会の会長の互選方法については、推薦による方法と

選挙による方法がございますので、立候補される方についてお願いい

たします。また、推薦する方がございましたら推薦のほうをよろしく

お願いいたします。 

  次のページに名簿を添付しておりますので、ご覧ください。 

          以上です。 

 

西上議長      ただいま事務局のほうから説明がありましたが、どなたか立候補ま

たは推薦はございませんか。 

 

井阪（晴）委員   すみません。前回もしていただいたので、引き続き柳委員を会長に

推薦してはどうでしょうか。 

 

西上議長      ありがとうございます。柳 葵委員を推薦という声がございます。

再度会長にということでございますが、ほかにはございませんか。 

          なければ、柳 葵委員を会長ということでよろしゅうございますか。 

          御賛成の方は拍手をお願いいたします。 

 

  （「拍手」） 

 

西上議長      ありがとうございます。全員の賛成ということで、それでは新しい

農業委員会の会長に柳 葵委員を決定させていただきたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。 

          それでは、会長が決まりましたので、新会長のほうに議長をお願い

したいと思います。どうかよろしくお願いします。 

 

事務局長      ありがとうございます。それでは、副町長は公務のため、ここで退

席をさせていただきたいと思います。 

          それでは、会長お願いいたします。 

 

議長        まず初めに、一応会長にまた任命されましたけれども、前のときと

委員が変わりましたが、これからひとつ皆様、御協力をよろしくお願

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６号、農業委員会会長職務代理者の互選について事務局より

説明をお願いします。 

 

事務局（辻本香織） 議案第６号、高野町農業委員会会長職務代理者の互選について、「高

野町農業委員会会長職務代理者の互選について」高野町農業委員会規

則第５条の規定により、高野町農業委員会会長職務代理の互選につい

て、審議願いたい。平成２９年７月２０日提出、高野町農業委員会会

長、柳 葵。 

高野町農業委員会の会長の互選方法については、推薦による方法と

選挙による方法がございますので、立候補される方についてお願いい

たします。また、推薦する方がございましたら推薦のほうをよろしく

お願いいたします。 

          なお、次のページに名簿を添付していますので、ご覧ください。 

          以上でございます。 

 

議長        ただいま、事務局より説明がありましたが、どなたか立候補、また

は推薦はないでしょうか。 

 

井阪（晴）委員   会長同様、前回に引き続き、下名迫委員を会長職務代理者に推薦し

てはどうでしょうか。 

 

議長        ただいま、下名迫勝實委員の推薦の声がありましたが、ほかに何か

ございませんか。 

 

梶谷委員      きょうは休んでいますが、事務局はどうですか。 

  

          

事務局(垣内宏樹)  きのう、きょうは急用ができまして、下名迫委員が来られないとい

うことで連絡をいただきました。そのときに、もう長年農業委員を経

験されておりますので、また役をお願いする声が出てくるかもわから

ないということで、お話させてもらったところ、どなたもされる方が

いなかったらまた、させてもらいますということで快諾はいただいて

おります。 

          以上です。 

 

議長        ほかにないですか。なかったら、下名迫委員を会長職務代理者とし

たいと思いますけれども、意見はございませんか。 

 

（「異議なし」） 



 

  

 

議長        ないようですので、続きまして、議案第７号であります。「高野町

農業委員の議席」について事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局（辻本香織） 議案第７号、高野町農業委員会の議席について、「議席について」

高野町農業委員会議規則第７条の規定により、高野町農業委員の議席

について、審議願いたい。平成２９年７月２０日提出、高野町農業委

員会会長、柳 葵。 

          高野町農業委員会議規則第７条の規定により、農業委員会の議席に

つきましては、くじ引きによる方法で決定することとなっております

ので、皆様順番にくじを引いていただきたいと思います。 

 

（くじを引く） 

 

議長        後で順番に番号を聞きますので。 

 

 

事務局       番号が書いていると思うのですけれども、１番からお名前を教えて

いただけたらと思います。 

  

事務局(垣内宏樹)  井阪征郎さんです。 

 

事務局(辻本香織)  ２番。 

 

井阪（晴）委員   井阪晴美。 

 

事務局(辻本香織)  ３番。 

 

梶谷委員      梶谷廣美です。 

 

事務局(辻本香織)  ４番。 

 

井手上委員     井手上治己です。 

 

事務局(辻本香織)  ５番。 

 

西辻委員      西辻政親です。 

 

事務局(辻本香織)  ６番。 

 



 

  

森・委員      森・伸宜です。 

 

事務局(辻本香織)  ７番。 

 

事務局（垣内宏樹） 下名迫勝實さんです。 

 

事務局(辻本香織)  ８番。 

  

上田委員      上田です。 

 

事務局(辻本香織)  ９番。 

 

議長        柳です。 

 

事務局(辻本香織)  それでは、決まりましたので、御報告をさせていただきます。 

          １番、井阪征郎委員、２番、井阪晴美委員、３番、梶谷廣美委員、

４番、井手上治己委員、５番、西辻雅親委員、６番、森・伸宜委員、

７番、下名迫勝實委員、８番、上田静可委員、９番、柳 葵委員、会

長でございます。 

次回の定例会からは、名前のプレートに事務局で、１番から順番に

置いておきますので、次回からはそのプレートに着席していただけた

らと思います。プレートのほうには、番号を打ったものを置いておき

ますので、よろしくお願いいたします 

議会の審議をする場合につきましては、発言をする前に何番、誰々

というように言っていただけたらありがたいので、よろしくお願いい

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。それでは皆さん、議席が決まりましたの

で、３年間よろしくお願いいたします。 

          続きまして、協議第１号、高野町農業委員担当地域の協議について、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局(辻本香織)   協議第１号、高野町農業委員の担当地区委員の協議について、高野

町農業委員改選に伴い、農業委員会の担当地区について、協議願いた

い。平成２９年７月２０日提出、高野町農業委員会会長、柳 葵。 

 次のページをめくっていただきますと、各担当委員様の分の配置を

させていただいた事務局（案）を載せております。 

主な変更点でございますが、西富貴の尾家冨千代委員が任期満了に

伴う退任に伴い、新たに井阪征郎委員に尾家委員の担当地区をお願い



 

  

したいと思います。担当地区につきましては、上馬場・上稲葉・中稲

葉・下稲葉・塙手でございます。 

          次に、筒香地区の久保良作委員の任期満了に伴う退任に伴い、新た

森・伸宜委員に久保委員の担当地区をお願いしたいと思います。担当

地区につきましては、上筒香・中筒香・下筒香でございます。 

          次に、高野山ほか地区の中林 敬委員の任期満了に伴う退任に伴い、

新たに西辻政親委員に中林委員の担当地区をお願いしたいと思います。

担当地区につきましては、高野山・相の浦・大滝・南・林・平原・樫

原・西ヶ峯・東又・杖ヶ藪でございます。 

          なお、この後、委嘱をされます農地利用最適化推進委員の２名の方

にも全面的に委員の方々のサポートをしていただきますので、佐藤麻

由子委員には主に東富貴・西富貴・筒香地区を、それ以外の地区の高

野山周辺とか細川周辺、花坂周辺地区を眞野弘和推進委員にお願いし

たいと思っております。 

          以上でございます。 

 

議長        ただいま事務局より説明がありましたが、皆様何か御質問、御意見

などございませんか。 

          意見がないようですので、同意したいと思います。 

          以上、予定していました議案は全て終了しました。 

          これにて、平成２９年度第１回高野町農業委員会臨時総会を終了し

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１０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２９年８月１０日 

  

                   

                  会 長                  

 

  

                  署名委員                 

 

 

                  署名委員                  

 

※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。 


