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高野町農業委員会 
令和４年度 第３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９月８日（木） 
 
●開会時刻   午前９時５５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  ３番 上田 靜可   

  ４番 柳  葵     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８名出席 

●出席推進委員            

           眞野弘和  

以上１名出席 
●欠席委員      

   ２番 木村 金男 ５番 梶谷 廣美 

      山本推進委員 

以上３名欠席 
●事務局員     事務局長 茶原 敏輝 

事務局員 松本 斉・中村 任貴 
●関 係 者   
  
●議事事項     

報告第４号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 
その他  

 
 
●議事内容    次のとおり 
 

＊＊＊＊＊＊＊午前９時５５分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 



  

事務局（松本 斉）  おはようございます。 
           定刻より少し早いですが、令和４年度第３回高野町農業委員会定

例会を開催いたします。 
           ちょっと濃厚接触者になっていて業務のほうがちょっと遅れてい

まして、手紙のほう、ちょっと遅くなって直接電話という形で出欠

いただいたのですが、大変申し訳ございませんでした。どうもあり

がとうございます。 
           それでは本委員会ですが、本日、出席委員９名、欠席委員３名、

欠席委員さんは２番の木村委員と５番の梶谷委員、山本推進委員の

３名です。高野町農業委員会会議規則第１０条により規定数を超え

ておりますので、本日の本委員会は成立していますので報告いたし

ます。 
           それでは、事務局長より挨拶をお願いいたします。 
 
事務局長（茶原敏輝） おはようございます。お忙しい中、運営会ということでお集りい

ただきまして本当にありがとうございます。心配しておった大きか

った台風１１号のほうは、ほぼ影響がなく抜けて行ったということ

で、ただ天気図を見ておりますと、台風１３号と見られる熱帯低気

圧がかなり大きくなってきてるということで、これからしばらく稲

刈り、その他農作物の関係、富貴でしたらしたマツタケの関係も含

めて、いろいろと気がかりな話になってくることと思うんですけれ

ども、皆さん、気をつけて農作業のほうを従事いただいたらという

ふうに思います。 

           また今日、案件につきまして、慎重審議をいただきますように、

どうぞ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。すいません、そうしましたら座って進行

させていただきます。 
            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・西辻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          はい。皆さん、おはようございます。 
            いろいろと台風騒動、先ほど事務局長が言いましたけども、ちょ

っとまあ速度もかなり風が強くて、どないなるかなと思ったけども

風だけで済んで、雨もあんまり降らなかったので、被害のほうはほ

とんど、ちょっとした作物がちょっと風にあおられて、ちょっとし



  

おれたところもありましたけど、それ以外は別に何とか被害がなく

てよかったと思います。これからちょっと秋のかき入れというか、

稲刈りだとか、いろんな収穫もこれからありますので、また、コロ

ナももうひとつ何かすっきりせんと収まらなんとかいろいろあり

ますので、皆さん、体に気をつけて頑張っていっていただきたいと

思います。 
                      それでは、今日の次第に沿って行いたいと思います。 
                      報告第４号、農地法第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４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、また報告する。 

                      令和４年９月８日提出  高野町農業委員会会長 柳  葵 

                      本案件は、議案の４ページを御覧ください。 

・・・・・・・・・番・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 。 受 付 番 号 ４ の 申 請 者 の 住 所

は、・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・の・・・・・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

理通知書を交付します。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があり

ましたが、御意見、御質問などございませんか。異議はないですか。 

それでは異議がないようですので、報告第４号につきましては、

以上といたします。 

           今日は新規というのは、これ１つになりましたので、これで審議

は終わりますので、その他、事務局より説明何かお願いします。 

 

事務局（松本 斉）   皆様、地域、農地パトロールのほう、御苦労さまでございました。

厚い中、お忙しい中、御協力いただきましてありがとうございます。 

           すみません。今日はちょっと１つ、チラシのほうを３枚、経営の

こととか農地のことで相談あったらとか、この間、事業を新たにと

いう改善の事業をしたいよという方ありましたら、こちらのチラシ

のほうを見ていただければと思います。 

           今日一番ちょっとお伝えしたかったのが、回覧と書いた資料ござ

いますか。地域づくり交流イベントの、高野町交流ひろばの出店の

場所について、ちょっとチラシのほうをお配りさせていただいてお

ります。日付のほうは１１月３日の木曜日、時間は１０時から１６

時、場所の予定としましては、事務所のある情報センターの入り口、



  

車では入ってくるところ左側の、今ＶＲ、カフェができてるところ

があると思うんですけども、その隣の駐車場のところの砂利になっ

てるところを出店する位置にしまして、情報センターを展示物とか、

そういったものを入れる形で、この交流ひろばのほうを開催したい

なと思っております。農業委員さんの皆様にお伝えしたいのは、も

しよろしければ、お時間があるようであれば、軽トラ市等、農作物

について出店いただけたらなというふうな思いで、今日はこの募集

のほうを入れさせていただいております。またよろしければ一度考

えていただいて、していただけたらなと思います。会長すいません、

お願いします。 

 

事務局長（茶原敏輝）  今、松本の方ででお話しておりますことについて、今、金剛峯寺

さんのほうにお声がけをさせていただいているところです。御出店

いただいて、車が置くところがないということになった場合につい

ても、金剛寺さんの関係で少し置かせていただけないかということ

をお願いしております。１１月３日は御存じのとおり、一番１年間

でも人が来る時期に当たります。道もあふれる、駐車場もあふれる

ような、そういう時期にはなるんですけれども、よくいうと、寄っ

ていただける参拝観光の方も多いので、いろいろと作っていただい

た農作物を軽トラ市等で御出店いただいたら、ということで、ぜひ

また御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 
 

議長          はい。ありがとうございます。 

 

事務局（松本 斉）   以上です。 

 

議長          はい、わかりました。このことは、農業委員会もこれで誰でも行 

けるっていうこと。 

 

事務局（松本 斉）    そうですね。はい。 

 

議長          前みたいに軽トラ同士で行くって、そんなのとまた違うて、それ

もそうかな。 

 
事務局（松本 斉）    そうですね。軽トラ市でも結構ですし、その農産物を持ってきて 

いただいて。 
 
議長          どこ置く場所、そんなもう決まってるわけですか。 
 
事務局（松本 斉）      そうですね。はい。大体１０団体ぐらい募集してますので、は



  

い、まあまあ枠はあるのかなとは思ってるんですが。はい。 
 
議長            前もあの４人だけで、この前は２台出したけど、ああいうふう

な積み方するか、各個人で展示するとか何かする、どういうふう

に。あんまり皆で軽トラで持ってったら、また場所取るしな。 
 
事務局（松本 斉）     そうですね、２台か３台ぐらいの余裕はあるんですかね。 
 

事務局長（茶原 敏輝）  まあ、言っている場所がいけるんであれば、５台とか１０台と

かでも大丈夫だとは思ってるけども、はい。 
 
議長            それはもう舞台というか、前のでいくんやったら、そんなに。

まだ段取りしてない。 
 
事務局長（茶原 敏輝）   ちょっと、私たちもコロナとの関係があって、この交流ひろば

を２年ようしませんでしたので、今もやはり、ただあまり、言っ

てええことかどうか分かりませんけど、ろうそく祭りなんかでも、

やっぱり飲食を伴う場所でのコロナの罹患があったとかってい

うことを言われる方もいらっしゃるんで、だからそこはちょっと

注意しないとあかんのかなとは思うんですけども、ただ、国のほ

うから特に制限もないんで、３年ぶりの開催になります、交流ひ

ろばになりますので、できればまあ、やらせていただきたいなと

思っている。 
 

下名迫委員       交流ひろばは、あれは何、あっこで何かしたでな。 

 

事務局長（茶原 敏輝）  講義やりました。管理棟でやったときは、お米の食べ比べとか 
やりましたね。 
  あれは多分、農業委員会としてブースを出していただいた。 

 

下名迫委員        今回は個人としてやね。 

 

事務局長（茶原 敏輝）   いや、それはどちらでも、はい。農業委員会として同じように

何かということであれば、それでまとめて出していただくのもオ

ーケーですし、農業者さんとして、例えば軽トラ市みたいな感じ

で軽トラに物積んでっていうことでも構わないかと思う。はい。

今ちょっと富貴・筒香から農作物をあげる部分が滞ってしまって

おりますので、山内のやはり寺院とか、あと個人の方もそうです

けども、やはり富貴・筒香の作物おいしいということで、心待ち

にされてる方も多いので、できましたら、こういう機会に皆さん



  

のとこへ届くように、持っていただけたらうれしんですけども。 
 
議長          まあ、これはまたどうやろう。農業委員で出店するか、どうです

やろう。 
 
井阪委員               ええん違うかな、農業委員で。 
                       何かやらせてもらったら。 
                       井手上さん、ほんで一人でしはる。一人で。 
 

井手上委員       毎年なあ。 

            参加させてもらうつもりでしてますよ。 

 

事務局長（茶原 敏輝） ありがとうございます。はい。 
 

 

事務局（松本 斉）   ありがとうございます。 

 

井手上委員       また申込書に書きに行きますわ。 

 

議長          何か出店するものあったら、一緒に。一緒に持って行くか、まあ

筒香は筒香で、富貴は、また３台ぐらい固めて売るとか。 

 

下名迫委員      筒香はマツタケ飯とちゃうか。 

 

森脇委員       米つくってないんで、できん。 

                      泉平さんも野菜作ってるんで農業委員としてだんすんやったら筒

香は筒香で出せるけど。 

 

議長         それは９月３０日までになると、大体。 

 

事務局（松本 斉）  はい。募集期間はそうですね、９月３０日までですね。 

 

議長         もう何出すって言っても、別にそんな申込まんでも。 

 

事務局（松本 斉）  こちらでもし言っていただきましたら、その。 

はい、車の台数だけちょっと確保をしたい。場所の確保だけした

いんで。 

 

議長         出店の品物は別に。 

 



  

事務局（松本 斉）  品物は、はい、問いません。はい。 

ある物っていう言い方は悪いですけども、はい、出店できる物で

あれば。はい、あれば、それでお願いしたいなとは思うんですが。 

 

議長         そうすると富貴の方でまたちょっと考えて。 

 

事務局（松本 斉）  はい、またお返事いただければ。 

すいません、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

議長         はい。 

 

事務局長（茶原 敏輝） あとすいません。昨日も花坂ほうで町内放送かけさせていただい

たんですけども、火曜日あたりからニホンザルの離れ猿が、ちょっ

と花坂から細川にかけてウロウロしているということで、やはり今

ちょうど収穫期になってきますので、食べられるということも含め

てあるかと思いますので、十分気をつけていただいたらというふう

に思います。はい。上田さん、今のところは、そんなにひどくはな

いですか。 

 

上田委員        うん、被害はないけどね、今日の昼間と放送する前にふんしてて

ね、よう見たらね、南瓜なんか食べてあった。 

 

事務局（松本 斉）   細川のほうにもちょっと。 

細川と花坂を行き来してるようですね。 

 

事務局長（茶原 敏輝）  群れでっていうことじゃなくて、離れ猿いたっていうことなん

で。はい。まあ、あれなんですけども。 

 

議長          はい、ありがとうございました。 

 ほかに何か質問など、御意見ございませんか。 

 

上田委員        １０月の１０日のやつっていうのは。あっ、町民運動会の。 

 

事務局（松本 斉）      また追って、民農のほうから連絡させていただく形になるかと。 

 

上田委員               内容もうて聞いてあんねんけどね。 

もう、その後詳しいこと。 

 

事務局（松本 斉）    ちょこちょこジャガイモとかお願いしてんのは、多分その分かな

とは思ってるんですけども。 



  

 

上田委員               うん。その件で、ほな、いつ持ってくるんかね。 

 

事務局（松本 斉）      はい。また詳しいことは民農のほうから、ちょっと今日は民農、

香川のほうへ出張行ってまして、はい、ちょっと不在にしてます

んで、また追って連絡するように伝えときます、はい。 

 

森脇委員        この前、民農さん電話あって、その、彼岸過ぎてから、個人の

家へ引き取りに行かせてもらうさかいって電話ありましたよ。は

い。 

 

議長          はい、それでは今日はこれで終わりたいと思いますので、また

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

事務局長（茶原 敏輝）  ありがとうございました。 

 

事務局（松本 斉）      ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時１６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 ７番              

 

 

                  署名委員 ８番              

 

 

 


