
令和２年６月臨時農業委員会議事録

鳥栖市農業委員会事務局



１．開催日時　令和２年６月３０日（火）

　開会　　９時００分

　閉会　１１時１０分

２．開催場所　鳥栖市役所３階大会議室

３．出席者の状況

　出席者　１１名

　欠席者　　０名

　傍聴者　　４名

番号 委　員　氏　名 出 欠

1 有　馬　賢　洋 出

2 内　田　信　久 出

3 大　石　則　子 出

4 上　種　正　博 出

5 栗　山　明　信 出

6 佐　藤　敏　嘉 出

7 久　冨　正ノ介 出

8 松　隈　政　信 出

9 松　本　政　吉 出

10 山　口　　　保 出

11 堤　　　泰　子 出

４．記事日程

　第１　議事録署名委員の氏名

　　３番　大石　則子　委員　　４番　上種　正博　委員

　第２　会議書記の氏名

　　農業委員会事務局　石松　智美
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　第３　付議案件

議案第１号

　新産業集積エリア事業用地の農地法違反の是正を求める意見書について（案）

５．農業委員会事務局職員

　倉　地　信　夫  久 保 山　智 博 磯　野　徹　治

６．その他出席

石　松　智　美
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議　長 　皆さん、おはようございます。
　ただ今より令和２年６月、鳥栖市農業委員会、臨時委員会を開催いたしま
す。
　本日の出席者は １１名、欠席者はございません。
　定足数に達しておりますので、定例会は成立しております。
　鳥栖市農業委員会会議規則第１８条第２項の規定により、議事録署名人に議
席番号３番委員と議席番号４番委員を指名いたします。
　また、本日の会議書記は事務局の○○氏にお願いします。
　審議に入ります前に、事務局より訂正があります。

事務局
(事務局長)

　おはようございます。
　訂正ですが、皆様に通知しておりました招集する文書、鳥栖市農業委員会公
告第１０号につきまして、「鳥栖市農業委員会臨時委員会」としなければなら
ないところを、「鳥栖市農業委員会定例委員会」と記載しておりました。今
日、差替えをお手元に配布しております。訂正してお詫び申し上げます。誠に
すみませんでした。

１１番委員 　議長、ちょっとよろしいですか。

議　長 　はい。１１番委員、どうぞ。

１１番委員 　ご承認をお願いしたいのですが。
　今回、この意見書、新産業集積エリア事業用地の農地法違反について初めて
農業委員会で審議をするわけですので、これは私たちの任期である平成２９年
７月以前に発生したことでもあるわけですので、○○元会長にお話をお伺いで
きるように、参考人としてお話をお伺いすることについて、承認をいただきた
いと思います。

議　長 　議案に入る前ですけれども、１１番委員より元会長に参考人として来ていた
だいておりますので、今日議題としております新産業集積エリア事業用地の農
地法違反問題についての過去の経緯といいますかその辺のことについての参考
意見を述べていただくというご意見がございました。参考人において、ここで
発言していただくことについて、皆さんいかがでしょうか。同意されるか、さ
れないか挙手をお願いしたいと思います。
　はい、１０番委員。

１０番委員 　○○元会長がここにおいでになられております。これは、○○元会長の時か
ら始まったことではなかったかなと思いますが、あくまでも現在の農業委員の
総意であり意見であります。○○元会長が発言される場合は、あくまでも意見
というより参考として話をされるということにしておかないと、以前のことを
持ち出されてどうこうなるといけませんので、あくまでも参考として話をされ
るということです。
　現在の農業委員が意見を練り上げてまとめたということですので、そのこと
をはき違えられないようによろしくお願いします。

議　長 　それでは、他にご意見ありませんか。
　ないようですので、○○参考人の発言が許されるということでありました
ら、挙手をお願いしたいと思います。

（挙手少数）

議　事　録
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議　長 　ありがとうございました。
　賛成者少数ということで、否決ということになりました。
　それでは、本来の議題に入っていきたいと思います。
　本日の議題につきましては、新産業集積エリア事業用地の農地法違反の誤解
を招いている部分がございますというところと、市のほうにもっと頑張れとい
う意味合いで是正を求める意見書ということでございます。

　皆さんのお手元に、この意見書（案）を配布いたしておりますが、まずはし
ばらく時間を取ってご一読していただければと思います。５分程度、いいです
か。

　事務局で読み上げた方がいいですか。読み上げた方がいいということであれ
ば読み上げますけれども。
　それでは、事務局から読み上げをしていただきます。

事務局 　それでは、案を読み上げたいと思います。
（係長） 　新産業集積エリア事業用地の農地法違反の是正を求める意見書（案）

　本市の農業振興には、日頃からご尽力を賜りますと共に、当農業委員会の活
動、運営につきましても格別なるご理解とご協力をいただき、心から感謝を申
し上げます。
　近年、農業を取り巻く環境は農業従事者の高齢化による減少、後継者と担い
手不足、更には有害鳥獣や近年の異常気象などによる農作物の被害、人口減少
による国内消費の低迷等、厳しさを増している状況です。このような中、農業
委員会は地域の農業者の代表として、法令に基づく農地の権利移動等の許認可
により農地の保全に努めるとともに、農業者の代表機関として地域の農業振興
推進を図ってまいりました。また、「農地等の利用最適化の推進」が農業委員
会の必須業務となり、活動計画を策定し「担い手への農地利用の集積・集約
化」、「違反転用の発生防止・解消」、「遊休農地の発生防止・解消」、「新
規参入の促進」に取り組んでいるところです。
　さて、平成３０年９月に新産業集積ェリア整備事業の用地取得において、鳥
栖市の農地法違反問題が新聞などで報道され、市民の皆さんに知られることと
なりました。この問題については、農業委員会事務局より鳥栖市の担当部局に
対し「農地法違反の指摘」及び「是正方法の指導等」を行われて3年以上が経
過しようとしておりますが、未だに農地法違反の是正が行われていません。
　このような状況の中、令和元年９月鳥栖市議会定例会の一般質問において、
経済部長から「令和元年８月に、新産業集積エリア整備事業幹事会及び推進本
部会議の開催に当たりまして、佐賀県農山漁村課を招致し、登記をもとに戻さ
ずに申請する、いわゆる追認する方法について、許可権者である佐賀県の考え
方につきまして説明を受けたところでございます。」との答弁がなされてお
り、また、当農業委員会会長からも、佐賀県から受けた説明をもとに事実上の
追認を示唆する答弁がなされております。
　しかしながら、許可権者である佐賀県の説明の中では、農地法における追認
許可の法的根拠は示されておらず、このため、佐賀県の法解釈には疑義がある
ものと考えられることから、国などの上級機関において、追認が適法か否かを
確認することが必要ではないかと思われます。
 なお、令和２年３月の鳥栖市農業委員会定例会において、当時の会長が追認
を認めるような議会答弁に関しての真意を質したところ「鳥栖市が農地法違反
の是正をすべきことには変わりはなく、単に追認できるという意味ではな
い。」との説明があったことから、農業委員会の各委員が当時の会長に対し不
信感を抱き、その結果、当時の会長を解任したところであります。
　この状況から、改めて農地法違反に係る農地転用許可申請書の取扱いについ
て協議した結果、農地法違反を是正し適法な状況での申請を行っていただくよ
うに農業委員会で確認したところです。

　鳥栖市におかれましては、農地法違反の状態を早急に是正し適法な状態で農
地転用許可申請を行っていただきたく、ここに意見書を提出するものでござい
ます。
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　令和２年７月、鳥栖市長橋本康志様。
　鳥栖市農業委員会長名で提出する。また、控えとして賛同する方の連名で別
途意見書を作成する。

議　長 　ありがとうございました。
　同じような文章になりますけれど、鳥栖市議会議長宛てにも提出をさせてい
ただきたいと思っております。
　ただ今、読み上げて説明させていただきましたけれども、この文章について
何かご意見・ご質問等がある方はお願いいたします。
　はい、１１番委員。

１１番委員 　最初に、審議に入る前に会長からこの意見書の意味合いは「頑張れ」という
ような意味合いだとおっしゃったように聞こえましたが、それは間違いないで
しょうか。

議　長 　鳥栖市に対して、もう少し頑張って早く是正をするようにとの意味合いで
す。

１１番委員 　そういうことですね。
　それは私も、解任される前も申し上げてきたことですが、いくつか私から意
見書の中に、私が会長の時に行った市議会答弁について、それがあたかもこの
意見書を出す理由であるかのように、この文面からはうかがえますので、それ
については誤解がないように説明をしたいと思います。
　まず１つは、「事実上の追認を示唆する答弁がなされている」というのは、
これは私はそういった答弁をした覚えはありません。しかも答弁は事務局が答
弁書を作成して、それについて私は市民の皆さんが容易に農業委員会が容認し
たように受け止められないようにという文言を付け加えていただくなど、ぎり
ぎりのところまで事務局と話し合いをして作成した答弁なので、私が県から受
けた説明を元に「事実上の追認を示唆する」ということはあり得ません。だか
ら、これについては削除をお願いしたいと思います。
　それに関連して次も書いてありますが、「３月の鳥栖市農業委員会定例会に
おいて」とありますが、これは定例会で「解任動議」というのが突然出されま
して、私としては、３月に同じように事務局の答弁書において作成したという
経緯と、数人の農業委員の皆さんにはご意見を尋ねて、もう時間的な余裕はあ
りませんでしたけれども、尋ねてやっております。その時に各委員さんから
は、「それはおかしい、委員会を開いて話し合いをしなければならない」とか
いうようなお話はありませんでした。そういうことをやってきましたので、今
までにも、これはお話をしましたが、全くここに反映されていないということ
については、おかしいと思います。

　解任の理由としては、これだけではなくて、次の委員に私が応募をしないと
いうことなど不当なことについて、解任理由に上げられておりました。そう
いったことを、あたかも私が市議会において勝手に答弁をしたことについて責
任を問うということがここに示されていることは、極めておかしいことです。
おかしいというか、容認できないということは先にも申し上げましたが、こう
いう意見書として市長や議長に提出されるということについては、私はもちろ
ん認められません。

　それから、次のページの「改めて農地法違反に関する農地転用許可申請書の
取扱いについて協議した結果」と書いてありますが、協議はどちらでされたの
でしょうか。私は解任されても委員として、その協議、農業委員会の協議に加
わったということはないので、この「協議した結果」ということについては、
どうだろうかと思います。
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　「農地法違反を是正し適法な状態での申請を行っていただくように農業委員
会で確認したところです」と書いてありますが、これは私がずっと今までも
言ってきたことです。これは３月の市議会でも答弁をしておりますように、適
正な是正策を速やかに講じてくださいということを市議会の場でもはっきり申
し上げております。そういうことを、今、私の解任について納得できない、お
かしい、不正なことだと、私は一人ですので、そういうことを意見書として出
されることについて、私は認めることはできません。

　それと、もう１つだけ、私が会長になった経緯ですが、いろいろ取りざたさ
れていますが、農業委員会の会長としての業務は年間に２００日余りあるわけ
です。だから、農作業の傍らといいますか、農業の傍らそれをやることは難し
いということで私に会長をやってくれないかということで、私は農業者でもあ
りませんので、それでお引き受けしたところです。農業者ではないので、でき
るかということは、この前もお話しましたけれど、迷いながらお引き受けした
ところです。

　そして、２年と８カ月、私は精一杯やってきました。皆さんが新しい農地法
において農業委員会としての役割が果たせるように、鳥栖市農業委員会が果た
していけるようにということで尽力してきたつもりです。だから、ここに書い
ているような農地利用の集積、こういったことについて、いろいろ方法を皆さ
んで考えて実践していけるような体制を整えることに尽力をして参りました。
でも、前回の解任の時はそれについては言いませんでした。それは、あまり外
部に鳥栖市農業員会の恥と言いますか、私は恥だと思っていますが、そういう
ことを対外的に知られることは鳥栖市農業委員会に対して不信感を招くと思っ
たからです。それが今回、意見書として、あたかも私が勝手に書いたかのよう
な、事実を歪曲したことでやられるということに憤りを感じます。今まで黙っ
ていましたが、皆さん、私にお任せすると言われたではないですか。皆さんは
それからどういうふうにされてきましたか。このことについて、今までだっ
て、委員会で審議をしようという提案がありましたか。３月にも私は言いまし
た。その前にも、ずっとそういうことを、議論しようということをこの委員の
皆さんからこういう声が出ましたか。なぜ、今ですか。そのことについて、憤
りを感じます。皆さんが、農業委員として２年８カ月活動をされていますが、
私はそういう皆さんが本当に充分な活動できるようにと思って、心を砕いてき
ました。本当に、自分の時間がないくらい砕いてきました。特に農家ではない
から、農業者の皆さんのご意見を聞こうとかいうことを心掛けてきたんです。
それがこういう結果になるというのは、極めて残念です。そういう農業委員会
かと思いました。でも、前回の動議までは内部的なことなので、もうそれはそ
れで仕方ないというか言いませんでしたが、今回は言わせていただきます。皆
さんの胸に聞いてください。私が皆さんの意に反するようなことを２年８カ月
の間、やってきましたか。少しでも皆さんに情報を提供して、皆さんがやりや
すいように努めてきたということは、分かっていただけると思います。それ
を、言わせていただきたいと思いました。
　最後に、もう１つだけ。意見書を今、出すということについてです。
　私としては、大変無責任なことではないかと思います。
　今、最後の結論として、速やかに是正をするようなことを早急にやっていた
だきたいということがありますが、これは今までにもずっと農業委員会が言っ
てきたことです。これまで、委員会の中で審議をせずに勉強会でやってきたと
いうのは、まだ農業委員会に申請はあがってこず、情報もまだ十分審議するよ
うな情報がない段階で、委員会の中で審議して結論を出すことができないとい
うことで、いろいろどういう判断をしたらいいのかということで勉強会という
ことで、県からの見解を聞いてみたり、商工振興課からの状況の説明を聞いた
りということでやってきたのではないですか。そういう機会をずっと作ってき
たんです。そういうことを無視して、というのはおかしいです。
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　今の段階で意見書を出すということ、あと任期は２０日しかないんです。そ
れを、意見に対する回答を市長からとか市議会から検討されると思いますが、
そういう回答をふまえて今後、農業委員会がどういうふうに行動していくか、
どういうふうに検討していくか、そういう時間もありません。あと２０日間で
すから。この時間切れでやるということについて、極めて無責任だと感じま
す。
　最後に、今の状況を、これを見る限りでは、意見書を出すという理由といい
ますか必要性というものはないと思いますし、私のことを歪曲されたようなこ
とを書かれていることについては、強く異議を申し立てます。以上です。

議　長 　ありがとうございました。
　この、前会長の市議会での答弁ということですが、この文言自体は公の市議
会の中でそういうことを発言されたということ自体は消えませんので、それを
元に、新聞等で「追認、容認か」というような記事が各新聞社で掲載をされま
した。そのことによって、結果的には農業委員会が止めているというような声
をいろいろと聞いたということもあり、この意見書自体は、ここにいらっしゃ
る農業委員のそういう誤解を解くための意見ということで、もうすぐ任期満了
になりますけれども、このようなことではないというような気持ちを込めての
意見も含まれているということで、ご理解をいただければと思っています。
　それと、令和２年３月の農業委員会、これについては私は欠席しておりまし
たので、お答えはできませんけれども、２枚目の文書の「この状況から、改め
て農地法違反に係る農地転用許可申請書の取扱いについて協議した結果」とい
う、この結果につきましては１１番委員が欠席の委員会ではなかったかと私は
記憶しております。
　他に、ご意見等ありましたら、どうぞ。はい、１１番委員。

１１番委員 　確認させてください。誤解を解くという真意があるということを言われまし
たね。市議会で、私が答弁しましたが、事務局が作成した答弁書によって、農
業委員会の皆さんの代表として答弁をしているんです。その代表として答弁を
したことは事実です。ただ、内容については、先ほども説明しましたが、皆さ
んとこれまでやってきた状況を説明するだけということと、受け付けはしなけ
ればならないという判例の説明は聞いていましたので、そういうことで事務局
が作成してきた案について、私はそのまま誤解を受けないような文言を付け加
えて答弁をしたのであって、私が意に反してしたということについては認めら
れません。それは皆さんの代表としてやったということです。

議　長 　他に何かご意見のある方。４番委員、どうぞ。

４番委員 　今、前会長から市議会答弁は事務局と作成したと言われています。話を練っ
て作成したと言われていますが、そういった文言につきましては、それこそ鳥
栖市農業委員会の皆さんで協議をするべきではなかったのかという意見もあっ
たのではないかと思っております。事務局と作成したことをそのまま言われ
た、それにつきまして、農業委員さん皆さんが若干、疑問を呈していたのでは
ないかと私は捉えています。

議　長 　ありがとうございます。　はい、１０番委員。

１０番委員 　市議会答弁をしたということは、事務局がいくら作成したしても、答弁者は
会長なんです。会長としての答弁なんです。事務局が作ろうが、どこが作ろう
が、答弁者は会長なんです。だから、会長が答弁したということになるんで
す。そこは間違えないようにしてください。
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　時間がなかったということで、緊急役員会で夜でもいいんです。開けば。そ
れをなぜ開かなかったのですか。時間がないとか、時間がなかったからしな
かったとか、本当にこれは大事なことだと、委員会にかけておかなければいけ
ないことだということであるならば、緊急役員会として、全部を招集する権利
もあるはずです。それを、実際やらなかったではないですか。だから皆さんが
農業委員会としての考え方ではないと言っているわけです。そこは間違えない
ようにしてください。

議　長 　はい、１１番委員。

１１番委員 　先ほどご意見があったことについて、聞き取れなかったので、会長、要約し
ていただいてよろしいでしょうか。

議　長 　４番委員の発言でしょうか。
　４番委員、再度お願いします。

４番委員 　市議会答弁は、事務局と作成されたということで前会長が先ほどから言われ
ておりますが、市議会答弁は事務局と作るものですか。それを聞きたい。

１１番委員 　私は、そういうふうに理解しています。会長として、法的なところ事務的な
ところに十分な知識、理解ができているとは思えませんので、それを専門的に
担当している事務局で作成したものを、私が答弁する。先ほどから申しており
ますように、皆さんの意向に反したと思われることについて付け加えて作成し
ました。あとは事務局に説明はお願いしたいです。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　また同じことを繰り返しますが、事務局と作成したと言われますが、確かに
事務局も入らなければ分からない市議会答弁の部分もあると思います。しか
し、いくら事務局と作成したと言っても、答弁は会長職としてするわけです。
そして、議事録に残るのは、事務局がしたわけではない、答弁は会長がしてい
るのです。ということは会長としての答弁なのです。事務局が作ろうが、誰が
作ろうが、そういうのは関係ないんです。答弁は、農業委員会会長として答弁
をするんです。それは、先ほども言いましたように、農業委員会の会長として
するならば、農業委員会の委員の皆さまの意見の総意をまとめて、その中で事
務局も農業委員も合わせてまとめた答弁なら、農業委員の皆さまも納得するか
もしれません。納得というよりも、そういう理解をするかもしれません。しか
し、私たちには、そういう緊急招集の話もありませんし、時間がなかったと言
われるが、時間がなかったからそういうことをしたということは、これはもっ
ての外なんです。時間は、答弁するまでに夜中でもあるんです。そこをやらな
かったということは、会長自身と事務局の判断でしたということになります。
その中で、電話をされたということも聞きましたけれど、こういった会合の中
で話すのとは違うんです。顔を合わせて、本当に意見を擦り合わせて、そして
農業委員会としては、こういう意見を集約して一本化して話す、ということ
と、電話でいろいろ個別に話してということとは全然違うんです。
　ですから、再度言いますけれど、事務局が作ろうが、誰が作ろうが、答弁は
会長なんです。だから、会長が言ったことと一緒なんです。
　だから、そこは皆さんもお思いになられるだろうと思います。以上です。

議　長 　はい、１１番委員。
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１１番委員 　まず、事務局が作成した案について市議会の答弁を行うということについて
は、一般的にといいますか、市議会でそういうふうに行われています。なぜ、
事務局が農業委員会にあるかといいますと、先ほど申しましたように、農業委
員がそれを専門として仕事をしていませんので、そういう農地法等、農業委員
会の業務について事務的に詳しいものが配置されているのです。それは農地法
の中でもきちんと明記されていますが、そういう配置されている事務局員が作
成したものをもとに、私は先ほどから何回も申しておりますように、皆さん農
業委員を代表していると自覚はしていますから、そういうことで皆さんの意向
に沿った内容を付け加えて答弁をしたところです。
　それから、お話の中で、夜中でもということですが、それは終わったからそ
ういうことをおっしゃることであって、私はまず最初に、新たなことは申して
おりません。事実だけを、勉強会でこういう見解があったということ、それか
ら受け付けなければならないということ、県の見解についてはこういう説明が
あったという事実、それから受け付けて審査をするということについては、受
け付けなければならないという判例がありますので、それは事務局が書いてき
たことに異議は言っておりません。
　ただ、出てくれば何でもいいという印象を持たれてはいけないので、具体的
にという文言を加えて、それが条件が整ったらという意味で作成をしていると
ころです。
　それから、夜中のどうということですが、私は事務局から委員会を開くべき
だという事務的な話は何もありませんでした。ただ、私もそれまで皆さんと共
有している情報を市議会で答弁するだけだから、ということを事務局も理解し
ていたと思いますし、私もそういうふうに思っていましたけど、何人かの委員
さんには、何人かではなく全員にこういうことをやるということは伝えなけれ
ばならないということは事務局と話しました。それで、私がした人と事務局が
連絡をした人と分かれています。私が連絡をした人については、こういうこと
で答弁をすることになっているけどと言った時に、それはおかしいとか、そう
いう答弁はおかしいということは誰一人言われませんでした。その時に、そう
いう意見があれば、私もそれは答弁をしないということもあります。

　その後に別の市議会議員さんからも質問もあがってきましたが、それについ
ては答弁できないということを事務局に言ってもらったということもしまし
た。私は、勝手に答弁をしたということは全くありません。それは、皆さんに
も確認していただきたいことです。それは大事なことですので。皆さんから、
ご意見を聞いたではないですか。その時に、言われましたか。なぜ答弁するん
だとか、おかしいとか、元に戻すとか言われましたか。言われませんでした
よ。それは、大変ねという話でした。
　それから、もう１つ。３月の市議会でも、答弁をしています。その時に、そ
の後は何もご意見はありませんでした。３月議会で私が答弁した時に、お疲れ
様でしたということはありましたが、その時にもそういうことが問題点として
検討していこうという意見はありませんでした。それが現実ではないですか。
　終わってから、私を解任するところから、私を次の委員に出さないというと
ころから、皆さんがいろいろとこういうことについて整理をされたり、話し合
いをされたりしていることではないですか。その時点ではなかったということ
を確認していきただきたいと思います。
　それから、事務局から、その市議会の答弁について説明していただきたいと
思います。

議　長 　事務局、お願いします。

事務局
(事務局長)

　市議会の答弁の件が出ましたので、私から説明させていただきます。基本的
には、今回は会長の答弁ということでしたので、事務局が作成しまして、会長
と擦り合わせ、その中で指摘事項を修正しながら変更していく。これは、普通
の場合、質問があった場合、市長答弁だろうと部長答弁としても、担当課が基
本的には作成します。
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　それで、上のほうと擦り合わせをしながら、答弁書を作っていくような流れ
になっています。先ほど１１番委員が言われたとおりでございます。

議　長 　はい、ありがとうございました。
　７番委員、どうぞ。

７番委員 　今、前会長から、いろいろと弁解をされて自分なりの正論を主張されたとこ
ろでございます。いくら弁解されても、市議会で答弁されたことは半永久的に
残る、これは絶対に消せない。これはいくら今言っても、もう戻れない話で
す。

　もう１つ、局長にお尋ねしますが、この市議会答弁の内容は誰と誰と誰で作
られたものですか。事務局というなら係長も一緒に入って作ったんですか。そ
こをお願いします。

議　長 　事務局、お願いします。

事務局
(事務局長)

　大体、市議会答弁書は係長が作ってそれを課長、上のほうに上げていく流れ
になっています。
　ただ今回の場合は、答弁書を私が作った分と係長が作った分にだいぶ、かい
離がありましたので、どっちにしますかということで会長に選んでいただいた
中で、私が作った方を中心に、また市役所の関係部署、上のほうにも、それで
説明をしてきたところでございます。

議　長 　はい、７番委員。

７番委員 　結局、前の会長もそれには携わっていたということですね。
　上層部の名前は言わなくていいが、役職くらいは言ってください。

事務局
(事務局長)

　私の上になりますので、部長とか副市長とかになります。

７番委員 　部長、副市長もこの案件は知っていたということですね。しかし、農業委員
は知らなかったということです。上層部は知っていて、農業委員は知らなかっ
たということは、出来レースを議会で答弁したようなかたちに捉えられてもお
かしくない。以上です。

議　長 　はい、事務局、どうぞ。

事務局
(事務局長)

　今の議論とは変わってきますが、この意見書について、私から説明させても
らいたいと思います。
　基本的には、農業委員会という公的な機関が出す意見書なので、まず事実を
書くということが必要かと思います。想像とか思い込み、推測、憶測、聞いて
いたとか確信が持てない分は書くことが難しいかと思います。それと法的な根
拠がある分でないと、意見書にはならないのかと思います。

　この中で、先ほどから言われている事実上の追認、１ページ目の下から９行
目の「事実上の追認を示唆する答弁がなされています」という文言でございま
す。これについては答弁されて、いろんな人がいろんな捉え方をされていると
思います。だから、ここについては事実を書いた方がいいと思います。事実と
しては「佐賀県からの説明をもとに、市長部局から具体的に申請がなされれば
許可権者である県の指導を仰ぎながら、受け付けし審議して参りたいと思いま
す」という答弁だったと思います。だから、ここはあくまでも事実を書いた方
がいいと思います。
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議　長 　はい、９番委員どうぞ。

９番委員 　もう、これは「追認」と新聞にも出ているではないですか。そういうふうに
なっているから、こういう結果を招いているんです。

議　長 　はい、事務局。

事務局
(事務局長)

　「追認」という言葉は一言も使われていないです。
　それともう１つ、この意見書の中にも、前会長の意見として「鳥栖市が農地
法違反の是正すべきことには変わりなく単に追認できるという意味ではない」
ということをわざわざ意見書の中にも皆さんが書かれています。書かれていま
すよね。この中に、書かれているとおりだと思います。答弁したとおりに事実
として書くのが基本だと思います。

　それともう１つ言わせていただきますと、「しかしながら」から「許可権者
である県の～」とありますが、ここにつきましては、令和元年５月の佐賀県の
説明になるかと思いますが、佐賀県が勉強会の時に説明しましたが、この時の
議事録を読み返しますと、「国との情報交換を行っております。」という説明
があったかと思います。それと、鳥栖市農業委員会に説明する中で書類を持っ
て来られましたが、それについても「県の考え方は間違いであるという意見は
聞いていない」ということが説明会でされたかと思います。ちょっと言い回し
が難しいですが、県はそういう言い方をしますが、基本的には国から異論が出
されなかったというような説明だと思います。
　そういうことであれば「しかしながら～」からの文章は大変おかしい、適切
ではない文章になりますので、削除するべきかと思います。特に、県は鳥栖市
に説明に来る前には顧問弁護士にも確認して説明されておりますので、この意
見については適切ではないと考えております。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　今、局長が言われましたが、国からは良いとも悪いとも許可はあってないで
しょう。だから、佐賀県の考え方、法の解釈の仕方で農地法的にはいいですよ
ということだったと思います。その中で、私が聞いたのは、それでは登記法上
はどうなっていますかと何度もしつこく聞いたと思います。登記法と農地法、
色々あると思いますが、登記法ではどうなっているのかということを聞きまし
たが、それに対する答えが返ってきていません。だから、そこはただ説明に来
たということで、あたかも農地法上はいいですよという印象を受けているわけ
です。登記法について私は聞きましたが、県からの回答はあっておりません。

議　長 　はい、事務局。

事務局
(事務局長)

　説明に来られてのは、県の農山漁村課でございます。農山漁村課は農地法に
ついては担当でございますが、登記については担当ではございませんので、当
然回答はされないかと思います。
　ただ、法務局の関係で言いますと「現在の登記は有効であり、この件につい
ての是正命令は受けていない」ということでございます。

１０番委員 　もう一度お願いします。

事務局
(事務局長)

　「現在の登記は有効であり、この件に関しての是正命令などはない」という
ことです。
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４番委員 　その時の話は、農地法は違反しているが、登記法は分かりません、または有
効である、では農地法は無視していいのかという意見だったかと、私は認識し
ております。

　我々農業委員会は農地法を無視していいのか、違反のものをそのまま通して
いいのか、という話だったと思っております。

議　長 　そうですね。勉強会の時には、そういうことを言われておりましたね。
　他に何かご意見等ございますか。

１０番委員 　前会長が市議会で答弁された時の内容を事務局、配ってください。

（資料配布）

議　長 　はい、事務局どうぞ。

事務局
(事務局長)

　今、前会長の市議会答弁を配りましたが、この中の書いてあるとおりを、先
ほど言いました「事実上の追認を示唆する答弁がなされており」というところ
は、この文言に変えた方がいいと考えております。

　それと、下から３行目の「追認を認めるような議会答弁」とありますが、こ
れは「追認を容認すると誤解されるような答弁」と、私も作成に関わってそう
いうふうに捉えられるのは思っていなかったのですが、そういう認めるという
ふうには言っていないと思います。「追認を容認すると誤解されるような答
弁」というのが適正かと思っております。

議　長 　他にないですか。はい、９番委員。

９番委員 　とにかく今の状態の中で、先ほど議長から言われたように、もっとさっさと
スピードを持ってやってくれという依頼をしているのだから、農業委員会での
審議の問題ではないです。それ以前の問題です。担当部署、そこそこで速く動
いてほしいです。４年も経っているのだから、白紙に戻してもできていたはず
です。「謙虚に受けとめます」と答弁されたが、何を謙虚に受け止めたんだ。
何も進んでいない。
　私はこの意見書でいいと思います。

１０番委員 　この答弁の中で「農業委員会といたしましては、市長部局からの具体的な申
請がなされれば、許可権者である県の指導を仰ぎながら～」ということが書か
れています。これは県の指導となっています。だから、県がこうふうにしなさ
いともとれるわけです。指導を仰ぎながらというと、県がこういうふうに指導
しますから、こういうふうにしなさいともとれます。ということは、県の言う
とおりにしなさいともとれるということです。追認しなさい、ともとれるわけ
です。

　それと、この答弁書を見ると、私が聞いた登記法のことが一言も触れられて
いない。ただ、農山漁村課が来て、農地転用が可能ですよと言ったととれま
す。だからこのところの「県の指導を仰ぎながら受け付け審査を～」というの
は、県の指導のとおり追認しますというふうにとれるわけです。とり方によっ
ては。ですから、追認の許可みたいなことになるんです。これはとり方によっ
ては、どんなにでもとられるんです。

　もう１つ、電話をかけたということで、その中で、反論がなかったというこ
とを言われています。電話をかかる暇があるならば、大至急集まってください
ということも言えるわけです。
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　皆さん、そうでしょう。局長がかけたか、前会長がかけてきたか私も覚えて
いませんが、そういった電話をかける暇があるならば、時間があるということ
です。時間があるということは、電話を受けた人も時間があるということで
す。ならば、大至急何時に緊急会議を行います、こういった市議会の答弁をし
なければならないので大至急集まってくださいと、まあいろんな仕事をされて
いますから、時間を言ってもむずかしいものもあると思います。しかし、実際
はそこもやっていないんです。
　ただ電話で反論はなかったと、そういうことではないです。
　その中で、農業委員会として、局長が作って、会長が確認した答弁書がある
ならば、それを農業委員会の全員がこれでいいですかと審議をして、なおかつ
慎重な審議をして、そして答弁をするというのが筋ではないかと思います。

　市議会でも国会でもそうですが、答弁書については、確かに担当部署が作り
ます。作りますが、いくら作っても、言ったのは総理大臣であり、会長です。
答弁はあくまでも会長がしているんです。何回も言いますが、どこが作ろう
と、農業委員会の皆さんが作ろうと、事務局が作ろうと、答弁したのは会長で
す。これは議事録として残るわけです。だから、事務局が作りましたから、私
はただ読み上げましただけでは終わらないんです。そこを、間違えないように
しておかなければならないです。だから、皆さん慎重に慎重を期して答弁をし
ているわけです。一言一句間違ったら大変なことになりますから。それで、私
たちも、今見せていただきましたこの答弁も、相当、修正に修正を加えたうえ
で作られていると思います。一言一句、ちょっとしたこと、点、「が」とか、
文章の続きなど一言一句で作っていると私は見ています。以上です。

議　長 　ありがとうございました。はい、４番委員。

４番委員 　先ほど局長が、佐賀県から受けた説明を元に「事実上の追認を示唆する疑い
のある」と書いた方がいいのではないかということを言われておりますが、今
いただいた市議会答弁の内容で、一番最初に質問された議員から「いわゆる追
認の方法について」ということで質問をされているかと思います。それに対し
て、答弁をされた後に下から８行目に「登記を戻して仮登記を設定する選択肢
というのは、市長が不信感を持たれている時点で、もう選択肢として、ほぼな
かったんですよね、だから感謝しないといけないですよ」となっております。
説明を聞いた時点で、これはもう「追認」という方に理解をされているのでは
ないかと、そしてそれをそのまま市議会で答弁として出されている。新聞とか
出たではないかと言われましたが、ほぼ１００％の人が追認を認めたというよ
うなことで解釈したから、あのような記事、それから市議会での議員の発言で
はないかというふうに思っております。
　ですから「疑いがある」ではなくて、これは「示唆」されていると私は理解
できます。

議　長 　はい、事務局、どうぞ。

事務局
(事務局長)

　この文を読んで、いろいろな捉え方があると思います。答弁につきまして
は、あくまでも申請があれば審議をしますとしか書いておりませんので、追認
しますとかは、一言も書いておりません。

議　長 　はい、７番委員、どうぞ。

７番委員 　ちょっと、戻りますが、答弁の中に「農業委員会といたしましては」という
文言が入って、答弁をされています。ところが、農業委員会では何１つ、何も
話し合いはあっていません。
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　先ほど言われた部長、副市長は知っていて、農業委員は全然内容は知らな
い、これでは農業委員は何をやっているんだと。市議会の答弁の内容は、農業
委員は全然知らず、後で知って、局長、事務局、部長、副市長は知っていた。
課長も知っていた。これは、何かおかしくないですか。以上です。

議　長 　はい、事務局、お願いします。

事務局
(事務局長)

　この答弁書を作って、前会長と打ち合わせた後に、前会長から委員さん６
名、２番委員、３番委員、５番委員、７番委員、９番委員、現会長には前会長
から直接連絡があっているかと思います。その中で、正確な言葉は覚えていま
せんが、いろいろ問題はなかったということで、連絡がされなかった委員さん
４名については、私から連絡を取りました。だから、全然皆さん知らなかった
というのは、ちょっとおかしなことだと思います。

議　長 　はい、７番委員。

７番委員 　今のは、全然答えになっていないです。
　この市議会答弁の内容を知らなかったということです。
　私にも電話はありました。何日に市議会答弁をしますからという、ただそれ
だけの電話であって、この内容に関して、これだけのことを電話でできるわけ
はないでしょう。
　これは、係長も知っていたんですか。質問ですが、この内容は係長も知って
いたんですか。

議　長 　はい、事務局、どうぞ。

事務局
（係長）

　私は、答弁内容の写しとかは一切もらっておりません。市議会が終わってか
ら、こういうホームぺージ等で確認をしたというのが事実です。

議　長 　はい、７番委員、どうぞ。

７番委員 　それでは、事務局と相談したというのも違う。局長と話しただけであって。
そう捉えられても。以上です。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　西日本新聞か佐賀新聞だったか分かりませんが、「追認」という言葉が書か
れていました。これは大きな問題になりました。私はだいぶ、言いました。実
際、追認を匂わせるような発言を、市のある幹部の方が聞いたということで聞
いております。だから「追認」ということを使いました、ということを聞いて
います。確かに「追認」という言葉は言われてないかもしれませんが、という
新聞社の方の話でした。

　しかし、市のある幹部の方から、そういった追認ありきのような言葉が出ま
したということを言われている、だから私たちはそれを理解して書いたという
ことだったろうと思います。
　私は、何度も言いますが、問題はこの答弁内容です。この議員から聞かれた
時に「許可権者である佐賀県の考え方が示されたというふうに言われました」
と書いてありますが、農業委員会としては、この時に何も答えることはまだな
いんです。
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　農業委員会としては、実際、農業委員会の中で出ていないし、所々勉強はし
ましたが、結論も何も出ていない、ということになると農業委員会としては、
議員の質問には「答弁することはございません」というのが一般的なことで
す。「何も、答弁することはございません」というのが、最終的な結論ではな
かっただろうかと思います。何も答弁することがないんです。農業委員会で結
論が出ていないのですから、実際どうしろ、こうしろという話が出てないです
から、ここにおられる方は皆さんそうだと思います。審議にあがっていないか
ら、農業委員会としては、何もお答えすることはありません、というのが答え
なんです。にも関わらず、こういった「県の指導を仰ぎながら」ということに
なると、県がこういうふうにしなさい、ということになると、それが「仰ぎな
がら」ですから、やはり県の言いなりに、追認的なことになるのではないかと
思います。それが、一番にあるわけです。

　だから、この答弁をする前に、私はここで何回も言いますが、電話を掛ける
時間があるならば、なぜ召集をしなかったのかと。そして、市議会で議員から
こういった質疑があがっていますけれども、どう答弁したらいいか、皆さんの
ご意見をお伺いします、ただ、事務局としては、こういうふうな案を作ってい
ますが、これでいいでしょうかというのが筋ではないでしょうか。そういった
筋道をとおさずに、事務局で作ったのを前会長と擦り合わせをしながら答弁を
したということになると、農業委員の皆さんは何も知らない。それは、局長や
会長の権限でしたかどうかは、分かりません。そういうことを会長や局長の権
限でするから、なお農業委員の皆さんの不信感が強まるのです。不信感が強ま
るということは、農業委員会事務局も前会長も、汚い話ですが、信用できなく
なるのではないかと思います。そういうふうな考えにも至ってくるのです。
　そうすると、皆さんから、何も私は２００日から一生懸命した、それは一生
懸命するのは、当たり前のことです。農業委員会会長という拝命をうけた以上
は、一生懸命するのは当たり前です。一生懸命してできて当たり前です。私
は、そう思います。もし、一生懸命しなかったら、農業委員会の会長は何をし
ているんだということになります。

　元会長がいらっしゃるので、そこの内訳はいいませんが、選挙の時、誰か立
候補されて、選挙になりました。これは選挙で決めています。そうですよね、
会長の選任は、選挙で決めましたよね。選挙しましたよね。

（「選挙はしなかった」という声あり）

　選挙はしなかったですかね。でも、立候補者は、確か私も手を挙げたかな。
　ですから、会長として２００日や３００日だと、忙しい中でも私は一生懸命
しましたというのは、当たり前のことではないですか。それをしなかったら、
会長としての役割をしていないということです。だから、そういう答弁はダメ
です。はっきり言います。

議　長 　はい、４番委員、どうぞ。

４番委員 　今日は新産業集積エリア事業用地の農地法違反の是正を求める意見書の作成
であるので、会長解任の話については、そのくらいでいいのではないかと、私
は思います。関連するということであれば、まだ話してもらって結構ですが、
この中身を最終的に、先ほど局長が言われた「疑いがある」とか言葉を入れた
方がいいとか、真実をと。私はこれを読む限りは、ほぼ真実かなと、現実に行
われたことが書いてあるかなと思っております。

議　長 　はい、ありがとうございました。
　だいぶ、議論等、意見等あっておりますけれど。

（休憩を求める声あり）
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　暫時、休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。
　１０時２０分に再開します。暫時、休憩いたします。

（休憩）

議　長 　それでは、再開いたします。
　はい、事務局からご意見あれば、どうぞ。

事務局
(事務局長)

　私も、先ほどから文章の中でいくつか指摘させていただきましたが、基本的
に事務局としては、これを出すにあたって出した後に、会長を初め委員さんに
いろんな問題が起こったら大変なので、文言的にこれはおかしいのではないか
とかいうところは、指摘をさせていただいております。

　これは、普通は事務局が作ってから出ていくのが基本だと思いますが、今回
は、委員さんたちが作られたということで、出てきていますので、それをその
まま出されるのであれば、ちょっと問題があるかなと思って指摘させていただ
いたところでございます。出した後に、いろいろ問題がなければいいんです
が、という考えのもとで意見を言わせていただきました。以上です。

議　長 　はい、ありがとうございました。
　意見もだいぶ出尽くしましたが、はい、４番委員。

４番委員 　１点だけよろしいでしょうか。
　この意見書の中で、「農地法違反の是正」という言葉が、何回か出てきます
が、是正と言いましても「追認」ということであれば、これも1つの農地法違
反の是正に該当する。それから「登記を戻し仮登記を設定する場合」も是正と
言われればそれまでです。その２つがあるということですが、鳥栖市農業委員
会としては、登記を戻し仮登記を設定する方向で、国または司法等による許可
をもらってきてください、というような話をされていたと思います。ここで言
う是正は、そういう意味なのかどうかを、皆さんに確認しておきたいと思いま
す。以上です。

議　長 　この意見書の中にあります「是正」ということでございますが、これは委員
会の中で何回か話があっておりますとおり、あくまで、正式に是正する、姑息
な手段と言うと悪いですが、追認するとかそういうことではなく、真っ白な状
態で申請をしていただくというような意味ということでよろしいでしょうか。
　はい、１１番委員。

１１番委員 　先ほどから、長くお話をしましたので、私の解任の弁明も申し上げました
し、書類もお渡ししましたので、その内容についてはまた同じことを申しても
どうかと思いますが、もう一度確認していただきたいと思います。

　今、私の答弁について随分批判的なことで、それが意見書の中に理由である
かのごとく出てきていることについては納得できません。
　それは１つは、先ほどから申しましたように、それまで農業委員会で皆さん
と共有してきた情報、それをお話したご説明したという内容であるからです。

　新たに何か事務局とか私の方で判断をして、例えば容認するとかしないと
か、そういうことは回答していませんので、それを臨時の委員会を夜中にどう
とかというようなところまでは、しておりません。それはご理解いただきたい
と思います。
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　それと、皆さんにご連絡をして内容について意見を聞くということに関して
は、私が記憶している限りでは、２番委員には電話をしましたが、２番委員さ
んは市議会で答弁しなければならないのかというようなことはおっしゃいまし
た。しなくていいのではないか、というお話はありました。それで、しなけれ
ばいけないですというような話とそれならやむを得ないだろうと、それなら傍
聴に行きますということをお聞きしています。

　それから、５番委員にはお話をしました。それは、単に答弁をするというこ
とだけではないです。こういう内容でお話をするという内容の概要もお伝えし
ています。その時に、２番委員さんはそいういうふうに、答弁することがおか
しいのだけれど言われているとお伝えし、５番委員さんは、分かりましたとい
うことでした。ただ明日、傍聴には行けないのですみません、という話があり
ました。
　それから、７番委員さんは、やむを得ないだろうということで、申請が農業
委員会にあがってこなければ、それからの話だからというようなことをお聞き
ました。

　それから、９番委員さんについても同じです。９番委員さんにお話ししたと
ころ、そういうことで申請があがってきてから農業委員会の審査ということに
なるだろうというような話をお聞きしました。

　それから７番委員にお電話しましたら、７番委員さんは国の判断があるとい
いけどねということはおっしゃいました。
　そういった意見があったことについて、まず２番委員さんの市議会で答弁を
しなくていいのではないかということについては、しなくてはいけないという
ことと、７番委員さんからの国の判断ということについては、まだ今回のこの
時点での回答として入れていくということではなかったので、そういうことで
状況を説明して、議会の答弁としては現状がこういうことだという説明をした
だけです。何も容認するとかいうことはしていません。

　それから、残りの方については、事務局長から連絡をしてもらっています
が、事務局長にはその翌日に確認をしております。何か、委員さんから異議と
かなかったかということは確認しております。以上です。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　個人的な、そういうことはいいです。それでは、もう一度私も聞きますが、
何度も同じことを言わせないでください。電話をする時間があるならば、先ほ
ども言いましたけれど、なぜ召集しなかったのかということを私は言っている
のです。どの人がどう言った、この人がこう言った、そんなことは私は言って
いません。そういった電話を事務局がした、あるいは前会長が電話をされた、
３分か５分か、かかるでしょう。そういった時間があるならば、電話をした時
に、何月何日にこういった答弁をしなくてはなりません、ということを伝え
て、緊急ではございますが、忙しい時期に大変申し訳ないですが、何月何日の
この時間にお集まりいただけないでしょうかというのが筋です。

　確かに、今は、携帯電話という文明の利器があります。非常に便利です。し
かし、根本的なことは、電話で済む問題ではないです。大変、大きな問題なん
です。そういった時に電話をして、個人的に誰がどう言いました、かれがこう
言いました、と個人的な攻撃みたいなことを言ってはダメです。

　あくまでも、農業委員会としては、こういう方針で事務局長と私で話をしま
して、こういう答弁をしたいということを擦り合わせをしましたので、委員の
皆さんは確認してもらえますか、これでよろしいでしょうかという話をするの
が筋です。個人的な攻撃のようなことをしてはダメです。私は、そう思いま
す。
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１１番委員 　個人的な攻撃はしておりません。
　その時にどういう話であったかということを聞いていただいて、私が独断で
したわけではないということを、皆さんにご理解していただくために、申し上
げただけです。

１０番委員 　だから、時間的なものがあるならば、なぜ召集をしなかったのか、そして
今、個人的に何々、何々というようなことを言うのではなく、それは電話で言
えばそういうことになるでしょう。

１１番委員 　私は、先ほどご説明いたしましたので、もうこれ以上申し上げることはござ
いません。

議　長 　はい、ありがとうございます。
　それでは、意見多数ありましたけれども、本題の新産業集積エリア事業用地
の農地法違反の是正を求める意見書（案）について、お諮りをいたします。
　この、お手元に配布いたしております、この原案について、どうしてもここ
だけは修正をしたいというご意見のある方、また賛同される方、ありました
ら、お願いしたいと思います。

　はい、１番委員。

１番委員 　先ほど４番委員が言われた是正の内容を盛り込むことになるのでしょうか。

議　長 　できれば、このまま触らずにと思っております。
　はい、４番委員。

４番委員 　単純に、この農地法違反の是正ということになりますと、追認も一応、是正
ではないかというふうに捉えられないかどうかと、ちょっと懸念されますが、
どうでしょうか。事務局にお願いします。

議　長 　事務局、お願いします。

事務局
(事務局長)

　私が先ほどから言っておりますが、追認については、市議会答弁では追認と
いうことは伝えておりません。
　それと、農地法のことですが、農地法違反を早急に是正しというところは、
このままでいいのかなと考えております。

　
４番委員 　局長、今、聞いておられましたか。

　追認も、農地法違反の是正の方法の１つということに捉えられますので、こ
こでいう農地法違反の是正というのは、ある程度、明確にできるのであれば、
した方がいいのではないかと思っております。
　だから、追認と言っているとか言っていないとかいうことではなく、追認と
いう方法もあるわけですから、農業委員会としては、あくまで農業委員会とし
ての意見書ですので、追認は基本ないだろうということで話はきていたと思っ
ておりますので、そこを盛り込むのか盛り込まないのか、というところでござ
います。

議　長 　事務局でいいのか分かりませんが、一番最後のところに「農地法違反の状態
を早急に是正し適法な状態で農地転用許可申請を行っていただきたく」という
部分ですが、この文で読めないですか。
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４番委員 　その追認という方法が、農地法違反の是正方法であるということであれば、
農地法違反を是正したということになるのではないですか。追認も該当するの
ではないかと思います。

議　長 　私が思いますのは、申請前に追認はできませんので、その前にまっさらにし
て、申請を行っていただくということで、この文章になったと思っておりま
す。
　追認が先にあって、その後に申請ということではなく、おそらく同時進行で
進んでいくのではないかと思いますが、追認が前提という申請はいかがなもの
かと思っているところです。

４番委員 　おそらく、もめ事、もめ事というか、その話自体は進展しないのですが、今
までの協議で一番問題になっているのは、ここの部分かと思っていおります。
農地法違反の是正というのが、農業委員会としては、どういう意見を持ってい
るのかというのが、一番大事なところで、試されるところなのかなと思ってお
りますし、農地法違反の是正方法というのは、勉強会等で出されてはいる、と
いうことですが農業委員会としては、今のところ追認の方法はないという中
で、市議会答弁で、そういう追認を疑うまたは示唆する、そいうい方向で捉え
られたということで、それが尾を引いてここまで来ておりますので、そこは農
業委員会の意見の中に若干でも盛り込んでいた方が、私はいいのかなという気
がしております。

議　長 　そうですね。前回の定例会の際に、この意見書（案）、事務局作成の分で、
違反も１・２・３～と４つほど条件があったと思いますが、その辺もこれに書
き入れるのか。確かに、ひとくくりにしてますという言い方をしても、ここに
いらっしゃる方はそういうふうに読めるかもしれませんが、対外的に見た人
は、そこまで読み込むということは確かに難しい部分があるとは思います。
　いかがですか。

　前回の意見書の１・２・３～とありますが、そういう意味合いも中に入れ
る、入れない。
　９番委員、どうぞ。

９番委員 　再三、皆さんが言っていたように、私たちの意見は、追認許可ができるので
あれば、その旨の農水省の局長名で公文書を添付して農地転用を許可すると
か、また農地転用許可申請ができない場合は、司法により登記簿を戻さなくて
もよいと判断された主旨の書面を添付して、農地転用の許可をすると、皆さん
そういう話で、まっさらではないならこういうことをやろうという話は、今ま
でやってきたと思います。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　今、追認の文言で議論が沸いていますが、追認という形も、是正をしてくだ
さいという意味でとられるということですか。私も、追認の意味がピンとこな
いですが。

議　長 　はい、４番委員。

４番委員 　いいえ。県の農山漁村課が来た時に、農地法の是正問題として、農地法違反
を是正する方法が、本来どおり登記を戻して仮登記をするやり方と追認という
方法があるということで、どちらも是正方法と言えば是正方法なわけです。
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　ただ、追認自体が到底、農地法違反というか農業委員会をちょっと無視した
ようなやり方なので、どうなのかなということで、本来どおり登記を戻し仮登
記を設定するやり方でやってくださいと、そして国なら国、司法なら司法に委
ねるというやり方で、追認の方向でいくのであれば、そういう許可をもらって
くださいということできていたと理解しています。

議　長 　他にはないですか。
　はい、１１番委員。

１１番委員 　今、いろいろ私の意見についても十分聞いていただいたと思いますが、この
意見書について、この意見書として出される意見の内容は、２ページ目に書か
れている「鳥栖市におかれましては、農地法違反の状態を早急に是正し適法な
状態で農地転用許可申請を行っていただきたく、ここに意見書を提出するもの
でございます」という、ここが意見の内容ですよね。そうであれば、これは私
も今まで言ってきたことですので、私の意見と全く同じことです。ただ、先ほ
どから申しておりますように「当農業委員会会長から事実上の追認を示唆する
ような答弁がなされております」というところと、「令和２年３月の鳥栖市農
業委員会定例会において、追認を認めるような議会答弁に関して真意を質した
ところ、鳥栖市が農地法違反の是正をすべきことには変わりはなく、単に追認
できるという意味ではないと説明があったことから、農業委員会の各委員が当
時の会長に対し不信感を抱き、その結果、当時の会長を解任したところであり
ます」ということが必要でしょうか。
　この意見書の中身が、適法な状態で速やかに転用申請を行ってくださいとい
うことであれば、今、私が申し上げた市議会における答弁の内容は不当だと歪
曲していると、先ほどから何度も申し上げておりますが、このことをこの意見
書の中に述べる必要はないと思いますので、意味をなさないと思いますので、
ここは削除していただきたいと思います。強く要望します。

議　長 　はい、ありがとうございます。この意見書には、早急な是正をお願いします
という意見と、私ども農業委員に対する誤解、農業委員が追認しないから事業
が進まないのではないかとかそういう言われ方をずっとされておりますので、
この誤解を解くためにも、１１番委員を含めてこの辺の言葉を入れていきたい
ということで作成されたものでございます。

　はい、７番委員。

７番委員 　意見も結構出たところで、そろそろ議決でどうでしょうか。

議　長 　はい、分かりました。それでは決を採る前に１つだけ、前会長の市議会での
答弁「事実上の追認を示唆する答弁がなされております」というところを、市
議会で答弁された文章に置き換えた方がいいのか、ここだけお尋ねしたいと思
います。これは先ほど事務局長がおっしゃった分でございます。
　はい、１１番委員、どうぞ。

１１番委員 　先ほどお話がありましたように、憶測に基づいた事実ではないことについて
意見の中で述べることは不当だと思います。私は私自身のことに関してなので
そうですが「不信感を抱いた」とかそういうところ、解任はあくまで農業委員
会内部のことでもありますし、そういったところ「事実上の追認を示唆する答
弁」とかそういったところについて、当時の会長が追認を認めるような市議会
答弁に関しての意見とか真意とかそういうところは、歪曲された捉え方だと思
います。
　それで、事実に基づいたことだけを、意見として出される、出していただき
たいと思います。それに関しては強く異議を申し立てます。
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議　長 　ありがとうございます。いかがでしょうか。そのままでいいということであ
れば、このままにいたします。
　はい、４番委員。

４番委員 　市議会答弁の後、何回か前会長に質問された時に「私の失言でした」と「こ
れは言葉のあやです」とおっしゃられたと思います。
　それで、市議会答弁の後にそういうことを言っても、市議会なのでこういう
ふうに残っておりますので、そういうふうに捉えられたということは残念で
す、ということは言われたと私は認識をしておりますが、はっきり言葉の失言
とあやということは本人さんも認めてあったと思います。

議　長 　はい、１番委員。

１番委員 　これが私たちの意見ですというのを述べるのであれば、これでいいかなと思
います。

議　長 　それでは最終的にこの意見書（案）について賛否を採りたいと思います。
　この意見書（案）について賛同される方は挙手をお願いします。

（挙手多数）

　挙手多数ということで、この意見書（案）で提出をするということで決定を
いたします。なお若干の言葉のつなぎのところの言葉が悪いとか、丸とか点が
足りないとか、再度見直した中でございましたら、軽微な修正はお許しいただ
きたいと思いますが、よろしゅうございますか。
　事務局から何かご意見ございますか。

事務局
(事務局長)

　案のことは別に置きまして、前回、この意見書が農業委員会等に関する法律
第３８条に農業委員会が出せる意見書ということで説明をしていたかと思いま
す。第３８条に「関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出」というこ
とでした。ただ、これを調べました結果、意見は出せます。結果的には意見は
出せますが、この第３８条は「農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関
する事務」に関する規定ということで、今回は農地転用に関することになりま
すので、今回のは適当ではないという回答を県からいただいております。
　なぜかといいますと、農業委員会法の第６条に書いてありますが「農地等と
して利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作
の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者
の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう」とされ
ております。
　それで、この第３８条に則ってできるものではありませんが、そもそも行政
庁への農業委員会からの意見は法的根拠がなくても行えるということですの
で、第３８条の意見書ではないということで取り扱いをされると思いますの
で、申し添えておきます。

議　長 　はい、ありがとうございました。
　次に、その他でございますが、前回の農業委員会定例会で、これまで行って
きた勉強会の議事録の公開、ということで皆さんから承認をいただいておりま
したが、第三者の当事者の了解を得る必要があるということで、その時点でス
トップをかけておりましたけれども、これについて皆さんの再度の総意という
ことで決定をしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

　それでは、勉強会の議事録の公開について、了解という方は挙手をお願いし
ます。

21 



（挙手多数）

　はい、ありがとうございます。
　佐賀県を召致しての勉強会の内容について、開示をしたいということで予定
をいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。

事務局
(事務局長)

　１つ、よろしいでしょうか。

議　長 　はい、どうぞ。

事務局
(事務局長)

　その勉強会につきましては、農業委員会定例委員会は公開ですが、勉強会は
非公開ということになっておりますので、一方的に農業委員会で決めても、公
開できないと考えております。相手方がいることですので、相手方の承諾は当
然必要と思います。非公開の中での公開になりますので、相手方の承諾は当然
必要と思います。以上です。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　ちょっと考えますが、この農業委員会定例委員会の勉強会ということで、必
ずしも講師なり誰か来ていただいて勉強会をするということではなくて、農業
委員会の委員だけのいろんな話し合いや勉強会、これについては別に問題ない
わけでしょうか。

事務局
(事務局長)

　委員さんだけのものは問題ないかと思います。ここで決めればですね。

１０番委員 　ということになると、例えば、佐賀県の県庁の方とか市の関係の方とかが講
師というよりも説明、どこまでが勉強会で説明が勉強会かの問題です。市は新
産業集積エリアについて説明に来ましたということでも勉強会なのか、いや、
講師を招いて農地法についての勉強会か、取り方はいろいろあります。
　だから、関係各庁、いわゆる公の市とか県が来て、話をするということにな
ると、それも非公開か、その辺のところです。

事務局
(事務局長)

　農業委員会定例委員会だけが公開、まあ農業委員会定例委員会だけとはいい
ませんが、農業委員会定例委員会だけが公開になっているだけで、他のは非公
開ですので、勉強会説明会などそれは非公開になっています。

議　長 　はい、７番委員。

７番委員 　局長にお尋ねします。今、言われた非公開、局長が非公開にしたいと言うの
であれば、勉強会で議決をしていない事項を市議会で答弁した。市議会答弁の
内容は、非公開の中での市議会答弁というのは、これは局長は責任問題なので
はないか。公開しないで通すなら。

　これはやはり、都合のいい時は公開する、自分たちに都合の悪い時は公開し
ないと動くようなかたちではいけないから、農業委員で公開してくださいと
言っているのを、事務局長が一人で、いけないというのは、何のための先ほど
の採決か意味が分かりません。

事務局
(事務局長)

　私があくまでも公開しないと言っているわけではございません。相手の承諾
があってからの公開になりますということを伝えているだけです。
　市議会答弁も間違ったことは言っていないと思います。以上です。
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議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　ということになると、相手が承諾をすれば、公開できますよということです
よね。例えば、県がここに来ていろいろ話をされるなら、最初に会長にお願い
して「私たち農業委員会としてはすべてのことについて、公開しますが、それ
を了承してください。そうしなければ、来ていただかなくていいです」と、極
端なことを言うとそうなるかと思います。
　もう１つは、黒塗りであるならば公開できるか、その黒塗りの項目がどこを
黒塗りにすれば公開できるか、要は、市の○○さんの部分を黒塗りにすれば公
開できるか、それとも県の○○さんという名前の部分を黒塗りにすれば公開で
きるか、その辺のところはどうですか。初めに、県や市からこういうふうに来
ますということです。

事務局
(事務局長)

　農業委員会定例委員会は公開ですので、初めから勉強会に来る時にそういう
了承をもらっておけば、当然公開ができると思います。相手もそれを承知の上
で公開するということですので。

　あとは、公開の仕方ですが、農業委員会定例委員会については全部を一言一
句ですが、言い間違った言葉などは省きながら公開しておりますが、同じやり
取りもありますので、概要版とかそういう公開の仕方もあるのかなと思いま
す。

　黒塗りは開示請求とかあった場合は黒塗り、私もまだ出したことがないです
が、議論の途中とかは全然出さないとかなってくるかと思います。以上です。

議　長 　はい、７番委員。

７番委員 　結局、局長の意見を聞いたら、結局議決を取っても意味がない。今の議決で
はどういうかたちでいくのですか。農業委員会としての全員が出してくれとい
う議決。

　局長が今の理屈でいくならば、出さないときもある。

事務局
(事務局長)

　それは局長が出さないというよりも、相手の了解を得た分を出してくという
かたちになるかと思います。
　今、議決を採られたので、事務局としても相手と打ち合わせながら出してい
くべきかと思っております。
　ただそこで今すぐ出すということは難しくて相手の了解はいるかと思ってい
ます。

議　長 　それでは勉強会につきましては、あくまで公開を前提に事務局から勉強会に
出席された方に了解をいただくということで努力をしていただきまして、行い
たいと思います。
　まだ、事務局から何かありますか。

事務局
（係長）

　１点だけ、皆さんに復習ということでご説明をしたいと思います。
　農業委員会定例委員会の議事についてでございますが、例えば、今、新産業
集積エリアをどうするかということで勉強会をしてきました。このような勉強
会は議事録としてきちんと載せる必要があるのかという点につきましては、国
に確認をいたしましたが、勉強会であっても、そういう審議事項はきちんと議
事録に載せる必要があるということで聞いております。
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　また、そこでされた発言については、すべて議事に載せる必要があるという
ことでございますので、県とか市とか来られた場合であっても、発言について
は、きちんと載せる必要があるということになって参ります。また、農業委員
会定例委員会の会議につきましては、非公開というのは認められておりません
し、また、議事録も作成してそれも公開すると、全てが透明性を保つように、
農業委員会法も改正されて新しい体制で現在臨んでいるところでございますの
で、これについては、全て公開するというのが、大前提の一つの一番まっすぐ
な方法ではないかと考えております。以上でございます。

事務局
(事務局長)

　今、係長が言いましたが、県にも確認をとりまして、拡大解釈しすぎるとこ
ろもありますので、とにかく相手がいることですので、相手の了解を取りなが
ら公開に向けてやっていきたいと思います。以上です。

議　長 　はい、ありがとうございました。
　他には、ありませんね。
　それでは、令和２年６月の臨時農業委員会をこれにて閉会したいと思いま
す。
　次回の定例農業委員会は、令和２年７月１７日（金)、再任される方、今回
で退任される方、あるかと思いますが、最後になります。午前９時３０分よ
り、本庁の３階大会議室で、開催の予定をしております。
　これにて、散会いたします。お疲れ様でした。

24 



　農業委員会会議規則第１８条第２項の規定により署名する。

会　長

委　員

委　員
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