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令和２年度 臨時総会議事録 
 

十津川村農業委員会 

 

1. 開催日時   令和 2年 7月 20日（月） 9時 00分～10時 25分 

 

2. 場  所   十津川村役場第３会議室 

 

3. 出席者 

   

① 十津川村長  更谷 慈禧 

 

② 農業委員    12名 

 1：向峯 周和     2：増谷 周三   3：中  精一 

4：杉本 扇一   5：玉置 久美     6：温井 正吾    

7：坂口 ひろみ   8：山本 享子   9：平瀬 肇万 

10：弓場 耕一郎 11：岡田 亥早夫  12：上垣 豊 

 

③ 事務局      事務局長：浦  誠  事務局：敷地 浩樹、岸上 拓夢 

 

④ 産業課   課長：馬場 健一 

                                   

4. 議事録署名  5：玉置 久美     6：温井 正吾 

 委員 

 

5. 議  案        議第 5号  会長の選出について 

 

        議第 6号  副会長の選出について 

 

議第 7号   担当地区割りについて 

 

                議第 8号  農地利用状況調査について 
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議事内容 

 

浦事務局長    皆様おはようございます。ただいまから十津川村農業委員会任期満了に

よる任命の後の最初の総会としまして、令和２年度臨時農業委員会総会を

開催します。司会をさせていただきます農業委員会事務局長の浦誠です。

よろしくお願いします。なお、本日の総会でございますが、皆様全員ご出

席いただいておりますので、この総会は成立していることを申し上げま

す。任命後、最初に行われる総会ですので、「農業委員会等に関する法律

第２７条第１項」の規定に基づき、市町村長が農業委員会総会を招集する

ことになっていますので、十津川村長より、今回の臨時農業委員会総会を

招集させていただきました。なお、本日の議事録署名委員については、玉

置久美委員と温井正吾委員にお願いしたいと存じます。よろしいでしょう

か。 

 

一 同      異議なし 

 

浦事務局長    それでは、皆様方におかれましては、会議案１ページをご覧ください。

それでは、臨時総会にあたりまして、更谷村長よりご挨拶をいただきます。

村長よろしくお願いいたします。 

 

更谷村長     あらためまして、皆様おはようございます。臨時農業委員会総会の開催

にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。また、平素より、皆様方に

は村政の推進に多大なるご協力、ご支援をいただいておりますことをこの

場を借りて厚く御礼を申し上げます。 

さて、６月から梅雨に入りまして、長引く雨で、どうなっていくのだろ  

うと思います。先の令和２年７月豪雨では、九州をはじめ多くの地域で目

を覆いたくなるような災害が発生しております。あんな状態でいつ復旧が

進むのかなと毎日テレビを見ているのですが、７０名以上の方が亡くなっ

ています。犠牲となられた方々に心からお悔やみを申し上げたいと思いま

す。我々も９年前に同じような被害にあって苦しみは痛いほど分かるので

すが、一日も早い復旧復興をされることをお祈りいたします。また、新型

コロナウイルスの第１波が終息するのかなと思えば、また東京でも大阪で

も奈良でも第２波がやってきたのかなと思います。政府は、２２日からＧ

ｏＴｏキャンペーンということで、観光の推進を図るということでやって

おりますが、いろんな意見が出てきており、やはり怖いなというのと、経

済も支えないと大変なことになるなというような中で、これ以上拡大しな

いように今は願うばかりと、早く薬ができてほしいなと、まだ１年２年か

かるかなというような予測も出てきておりますが、本当に早い終息を願う

ばかりでございます。 

さて、本日先ほど農業委員の皆様に辞令書を交付させていただきまし 

た。本日から、３年間の任期ではございますが、村の農業の振興について

ご尽力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

農業委員は、ご承知のように平成２７年の法律改正で、議会同意による 

市町村長の任命制になりました。本村では法律改正後２回目の任命で、国

からの求めである女性や青年の登用についても、皆様方のご協力で達成す
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ることができました。農業委員会は、農地利用の最適化の推進が業務の重

点でございます。農地利用の促進、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参

入への取り組みなど現場活動が業務となります。本村では、特に耕作放棄

地の発生防止・解消、また、過疎化で山林や原野化している農地の非農地

判断なども求められているところでございます。最近、コロナの影響もあ

って、都会の方から地方へ移り住みたいというような人の動きも出てきて

おります。それと、地方の支えあっていく、こういう生活にも、物や金よ

りもこっちの方が大切だというようなことも出てきているようでありま

す。村においても高齢化や鳥獣害等々で田んぼや畑を荒らす人がどんどん

増えてきております。荒れた耕作地も目に見えるほど増えてきておりま

す。雑穀など、今、村の中で作ってくれている人も少なくなってきました。

神納川のおばちゃん３人いるのですが、この人達で作るのがいよいよ最後

になってきたのかなというような危機もあるのですが、今、世間はこうい

った雑穀にすごく興味を持っており、それは我々村にとっては当たり前の

ごとく昔はやってきたので、こういうものを掘り起こして、これを１つの

大きな働く糧になればと思います。耕すのは大変ですが、そういう人が村

に移住定住してもらえればなと、そんなことも考えておりますので、色ん

な知恵を貸していただいて、実現できればなという思いも持っておりま

す。 

もう１つは、鳥獣害。本当にやる気を阻害してしまうのですが、こちら  

も色んな手立てでさせていただいておりますが、サルも我々の知恵より１

つも２つも上で、やってもやっても来るのですが、有害鳥獣による被害、

何か良い方法ないかなと思います。この辺も、現場に行かれて色んな知恵

をいただければと考えております。ご指導いただきますようにお願い申し

上げたいと思います。これから３年間、お身体には十分気を付けられて、

ご活躍いただきますようお願いあげまして、御礼のご挨拶に変えさえてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

浦事務局長    ありがとうございました。次に、農業委員の皆様及び職員の自己紹介

をさせていただきます。それでは、失礼ではございますが、先に村の担

当課より自己紹介をさせていただきます。 

 

馬場産業課長   皆様おはようございます。産業課長の馬場です。３年間、村の農業の

推進に向けて皆様のお力をいただきたく思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

敷地主事     農業委員会の事務局をしております敷地と申します。３年前に産業課

の方に異動してきまして、農業委員会を３年間、任期分担当させていた

だきました。また３年間、新しくなっていただいた方、引き続きなって

いただいている委員さんも、よろしくお願いいたします。 

 

岸上主事     十津川村産業課の岸上と申します。主に有害鳥獣関係を担当させてい

ただいております。また、委員の皆様方にも、色々とお世話になるかと

思いますが、よろしくお願いいたします。 
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浦事務局長    農業委員会の事務局長をさせていただいております、浦誠です。よろ

しくお願いいたします。私ですが、農業委員会の方は、平成２２年から

お世話になっております。また、皆様方には現場調査等、色々ご相談さ

せていただくことも多々あると思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

         それでは、皆様方にはお配りしております十津川村農業委員会、委員

の名簿の方をご覧いただきますようお願いします。 

         続きまして、委員の方々よりあいうえお順で、申し訳ありませんが岡

田さんより、一言ずつ自己紹介の方をよろしくお願いいたします。 

 

岡田委員     皆様おはようございます。神納川区担当の岡田と申します。今回初めて

農業委員にさせていただいております。よろしくお願いいたします。神納

川でシイタケと畑、田んぼもしております。分からないこと色々あると思

いますが、勉強してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

上垣委員     おはようございます。四村区の上垣豊です。１期目なので何も分からな

いので、よろしくお願いいたします。 

 

坂口委員     中野村区担当の坂口です。よろしくお願いいたします。３期目ですが何

も分からずに３期目ですので、また皆さんと一緒に勉強していけたらと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

杉本委員     よろしくお願いします。東区担当の杉本です。本当に早いもので４期目

とかなってしまいましたが、その間も、先ほど村長も言われていましたよ

うに、耕せない畑とか田んぼが増えてきて非常に寂しい限りです。そんな

に力はないと思いますが、できるだけと思っています。よろしくお願いし

ます。 

 

玉置委員     東区の玉置久美です。よろしくお願いします。２期目になりましたが、

全くまだまだ分かっていませんので、聞いても分からないこと多々ありま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

中委員      四村区の果無で住んでいます中精一といいます。よろしくお願いしま

す。僕も元職とここに書いてくれていますが、昭和５９年から６２年まで

１回やらせてもらったんですが、既に何もかも忘れてしまっているので、

よろしくお願いいたします。 

 

温井委員     温井正吾と申します。西川区の南部の方を担当させていただきます。２

期目なのでまだまだ分からないこともありますが、皆さんよろしくお願い

いたします。 

 

平瀬委員     三村からの平瀬でございます。この名簿を見ていますと、一番若い人と

だいたい４０違うということで、そろそろ箱に入ってもいいんじゃないか

という年になって、まだやらしてもらっていますので、あと３年だけ頑張
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ってやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

増谷委員     二村区を担当します増谷です。私も今年で４期目になりますが、３年間

よろしくお願いいたします。 

 

向峯委員     西川区北部の担当になります向峯周和と申します。今回で３期目になり

ますが、ただただ歳をとるのは早いなと、何も分からずにこうなってしま

ったというような感じでございます。また今年からよろしくお願いいたし

ます。 

 

山本委員     三村区の山本享子です。初めてなので分からないことばかりなので、皆

さんご指導ください。よろしくお願いいたします。 

 

弓場委員     中野村区担当の弓場と言います。初めてなものですから何も分かりませ

んが皆さんよろしくお願いいたします。 

 

浦事務局長    ありがとうございました。次に総会の議席の決定をさせていただきたい

と思います。議席につきましては、くじ引きによりさせていただきたいと

と思いますのでよろしくお願いいたします。くじの方ですが、あいうえお

順でばかりいっていますので、反対から行きましょうか。よろしいですか。 

 

一 同      異議なし 

 

浦事務局長    それでは弓場さんの方から、今から事務局の岸上が鉛筆くじを持ってま

いりますので、よろしくお願いします。 

 

くじ配布 

 

浦事務局長    それでは弓場委員さんより順番に議席の発表をお願いします。 

 

弓場委員     １０番です。 

 

山本委員     ８番です。 

 

向峯委員     １番です。 

 

増谷委員     ２番です。 

 

平瀬委員     ９番です。 

 

温井委員     ６番です。 

 

中委員      ３番です。 

 

玉置委員     ５番です。 
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杉本委員     ４番です。 

 

坂口委員     ７番です。 

 

上垣委員     １２番です。 

 

岡田委員     １１番です。 

 

浦事務局長    ありがとうございました。次回の総会より、この議席で着席いただきま

すようにお願いします。 

         それでは続きまして、本日の第５号議案からの議案の方に入らせていた

だきたいと思います。なお、議長につきましては、地方自治法の第１０７

条に準じ、臨時の議長として最年長の方が議長の指名となりますので、平

瀬委員に臨時の議長をお願いしたいと思います。なお、更谷村長は、別の

公務のためここで退席の方をさせていただきます。 

 

更谷村長     どうぞよろしくお願いいたします。 

 

更谷村長 退席 

 

平瀬議長     それでは、最年長のものが臨時の議長ということですので、議事をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

          

浦事務局長    それでは２ページの方をご覧ください。議第５号ということで会長の選

出についてでございます。議第５号となっていますのは、令和２年の４月

１日から議案が第１号からスタートしております。それで連番になってお

りますので、今回は５号からスタートする形になっております。 

         会長の選出についてでございます。十津川村農業委員会会長の選出に合

わせまして、奈良県農業会議会議員として推薦するの議案でございます。

農業委員会の会長につきましては、委員の皆様方の互選により決定を行う

ことになっております。なお、この会長の選出の過程といいますのは、総

会の議事にはなりませんので、ここで休憩をさせていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

休 憩 

 

浦事務局長    それでは再開させていただきます。農業委員会会長には、平瀬肇万さん

に就任していただくことになりました。よろしくお願いいたします。また

合わせまして、奈良県農業会議、この奈良県農業会議といいますのは、各

市町村、県下の農業委員会の会長が集まってまいります。また、この中で

常設審議委員といいまして、奈良県の各地域の代表者が、十津川村は、十

津川村と五條市が１つのグループになっておりまして、その中の代表とい

うことで、こちらの方は農業が少ないということで五條市の会長に県の常

設審議委員という形でご就任をいただいておりますが、会議員といいます

のは、各市町村の会長の皆さんが当たってまいりますので、合わせてこち
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らの方も推薦という形で取らせていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

         続きまして、第６号議案の方に移らせていただきます。副会長の選出に

ついてでございます。十津川村農業委員会副会長についてでございます。

合わせまして、十津川村農業委員会の会長職務代理をしていただくという

形になりますのでよろしくお願いいたします。なお、こちらにつきまして

も、選任の過程というのは議事になりませんので、一度休憩の方をさせて

いただきます。 

 

         休 憩 

 

浦事務局長    再開させていただきます。副会長には増谷委員に就任いただくというこ

とでよろしくお願いいたします。合わせて、十津川村農業委員会会長の職

務代理ということで、会長の都合が悪くなった場合には、職務を代理して

いただくということで、よろしくお願いいたします。 

         それでは、次の議案に入ります前に一度ここで休憩を取らせていただき

たいと思います。９時４０分再開でよろしくお願いいたします。 

 

         休 憩 

 

浦事務局長    それでは再開させていただきます。続いて議第７号でございますが、議

案に入ります前に、会長に就任していただいました平瀬肇万さんより、一

言ご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

平瀬会長     図らずも会長という重役を賜りまして、前回に引き続きですが、気持ち

を改めまして、受けた以上は一生懸命させていただきます。農業委員の仕

事というのは、本当に農地のことでありまして、譲渡のこととか売買のこ

ととか、第３条、第５条申請とかありますが、最近は現況証明というのが

増えてきていると思います。ついこの前も私の担当のところ行ってきたの

ですが、行ってみたら雑木林、杉山になっているのを証明しなければなら

ない業務があるんです。そういうもろもろの事は、全部担当の地区の委員

さんと必ず事務局と行っていただきますので、現地調査を特にお願いした

いと思います。それから、年に１回は遊休農地の調査も、これも事務局が

全部台帳持って行ってくれますので、一緒に現地を回っていただく仕事が

ございます。そういった仕事がございますのでよろしくお願いいたしま

す。それと、会長と名前ばかりですが、１人では絶対やっていけませんの

で、皆さんのご協力をお願いいたします。また、担当の馬場課長、浦事務

局長、敷地君、岸上君には、今まで通りご迷惑をお掛けしますがよろしく

お願いいたします。というところで、皆さんのご協力をよろしくお願いし

まして、ご挨拶と代えさせていただきます。 

 

浦事務局長    それでは議第７号に移らせていただきます。それでは会長よろしくお願

いいたします。 

 

平瀬会長     それでは、議第７号、担当地区割りについて、事務局より説明をお願い



8 

 

いたします。 

 

事務局敷地    それでは議第７号ということで、農業委員の担当地区について、次のと

おり決定するの議案でございます。お配りさせていただきました、農業委

員担当地区と書いております、それぞれお名前と担当地区というところで

空白とさせていただいております資料と、大字、長殿から出谷までのそれ

ぞれの農地面積を書かせていただいております。長殿１０，４２８㎡、沼

田原５１，７８７㎡、旭７３，９９２㎡、宇宮原３９，７７５㎡、谷瀬１

０２，１９３㎡、上野地１３，７８４㎡、林２６３㎡、高津８９，７５６

㎡、内野２１，１１４㎡、山天４１，７１７㎡、三浦１８，６０７㎡、五

百瀬１０，６７５㎡、杉清１５，６３９㎡、川津１３，４６３㎡、風屋６，

７５０㎡、滝川８８，９１１㎡、内原１２２，５４６㎡、野尻１６，８１

３㎡、山崎３１，０３３㎡、池穴１４，５６８㎡、小井２２，６３３㎡、

湯之原２２，４９２㎡、小森２６，６１１㎡、小原７０，８５４㎡、武蔵

５７，４７２㎡、大野７５，２５８㎡、小川３１，３９１㎡、上葛川５９，

６７２㎡、東中３２，８４１㎡、神下６６，５１５㎡、玉置川３１，９３

３㎡、竹筒６９，３０３㎡、高滝２６，３０３㎡、折立５０，８５４㎡、

山手谷１５，６４８㎡、込之上１８，６８０㎡、那知合７，６２６㎡、谷

垣内２５，７７０㎡、山手３７，９８３㎡、桑畑３３，８８９㎡、七色４

４，４５９㎡、平谷２７，６３３㎡、樫原２７，４８７㎡、猿飼２２，６

７２㎡、二津野５，３４７㎡、こちらの二津野ですが、大字的には山手谷

ですが、行政的には送付物等も山手谷と二津野を別々に送らせていただい

ておりますので、農地としても別として記載させていただいております。

重里１１８，８１５㎡、永井３５，６５５㎡、玉垣内３５，５５９㎡、今

西１７，８５０㎡、西中６２，８８６㎡、小山手３７，７８６㎡、小坪瀬

１６，４７９㎡、迫西川１４，７８８㎡、上湯川３７，５９１㎡、出谷１

２９，００８㎡ということになっております。合計で２，２０１，６８０

㎡、約２２０ｈａとなります。こちらの農地面積ですが、農地台帳と課税

から抽出したものとなっております。こちらを各大字ごとに、委員さんに

割り振りまして、担当地区とさせていただきたいという議案となっており

ます。以上です 

 

平瀬会長     ありがとうございます。今読み上げていただきましたが、いかがいたし

ましょうか。よろしければ、こちらで案を提示させていただいてもよろし

いでしょうか。 

 

一 同      異議なし 

 

事務局敷地    それでは今お配りさせていただきました担当地区（案）の方の説明をさ

せていただきます。こちらあくまで案でございますので、ご意見等ござい

ましたら、意見くださいますようお願いします。 

         弓場委員、上野地、長殿、沼田原、旭。農地面積は１４９，９９１㎡。 

         坂口委員、谷瀬、宇宮原、林、高津の２３１，９８７㎡ 

         岡田委員、五百瀬、内野、山天、三浦、杉清の１０７，７５２㎡。 

         増谷委員、滝川、川津、風屋、内原、野尻、山崎、池穴の２９４，０８
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４㎡。 

         平瀬委員、武蔵、大野、小川の１６４，１２１㎡。 

         山本委員、小原、小井、湯之原、小森の１４２，５９０㎡。 

         杉本委員、玉置川、上葛川、東中、神下、竹筒の２６０，２６４㎡。 

         玉置委員、折立、高滝、山手谷、込之上の１１１，６０８㎡。 

         上垣委員、谷垣内、那知合、山手、平谷、樫原の１２６，４９９㎡。 

         中委員、桑畑、猿飼、二津野、七色の１０６，３６７㎡。 

         向峯委員、重里、永井、玉垣内、今西、西中、小山手、小坪瀬、迫西川

の３３９，８１８㎡。 

         温井委員、上湯川、出谷の１６６，５９９㎡。 

         太字でしておりますのが出身の大字で、その周辺の地域を入れさせてい

ただいております。 

 

平瀬会長     ありがとうございました。今読み上げていただきまして、皆さん目を通

していただいておると思うのですが、ご意見ございませんか。 

         私が言うまでもなく、十津川は広い地域ですので、なかなかうまく地区

割りができないのですが、向峯さんのところなんて、１本筋で奥までいっ

てしますので、中へ割っていくのは難しいので、前もそうだったのですが、

多くなっております。そういうところありますが、ご理解いただきたいと

思います。他にこっちがいいとか意見ございませんか。区割りについて意

見ないようでしたら、決定するとしてよろしいでしょうか。 

 

一 同      異議なし 

 

平瀬会長     ありがとうございます。それでは承認させていただきます。 

         次に、議第８号の農地利用状況調査について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事務局敷地    議第８号の農地利用状況調査についてです。こちら十津川村農地利用状

況調査員設置要綱の第３条の担当地区について、次のとおり決定するの議

案でございます。こちら農地利用状況調査についてでございますが、こち

らは農地法第３０条の規定に基づいて、農業委員会は年に１回、十津川村

管内にあります農地を全筆調査ということで、利用状況調査ということで

実施していくことになります。要綱の第１条に、優良農地の確保と有効利

用に向けた遊休農地の発生防止の解消、意欲ある多様な農業者への農地集

積の推進を図る観点からと書いておりますが、こちらの方は、遊休農地、

荒れ果てた農地を見つけるというのが、主になると思います。遊休農地と

なったものは、国の方に報告するというのも業務となってきます。議案は、

利用状況調査担当地区ということで、お決めさせていただきたいというこ

となんですが、こちらの担当地区割りを、先ほどの担当地区割りでお決め

していただいたものと同等とさせていただきたいというところで、ご審議

いただきたいというところです。以上です。 

 

平瀬会長     ありがとうございました。今事務局から説明ありましたことについて、

利用状況調査の担当地区ですが、案として先ほどお配りしました担当地区
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と同じにさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

一 同      異議なし 

 

平瀬会長     今、事務局からありましたように、こういう調査があると事前に事務局

から通知が行きますので、これに基づいて自分の地区を一緒に見て回って

確認していただくということでございます。これについて意見ございませ

んか。 

 

一 同      意見なし 

 

平瀬会長     ないようですので、農地利用状況調査について承認させていただきま

す。 

 

一 同      異議なし 

 

平瀬会長     ありがとうございます。本日の議案は以上でございます。どうもありが

とうございました。 

 

 

その他 

 

・農業委員会業務について 

 事務局より、資料に基づき、説明が行われる。 

 

・農業委員会の今後の予定について 

 事務局より、今後の農業委員会総会の開催日について、案が示される。 

 

 

１０時２５分終了 
 


