
令和２年６月農業委員会議事録

鳥栖市農業委員会事務局



１．開催日時　令和２年６月１９日（金）

　開会　　９時３０分

　閉会　１１時１０分

２．開催場所　鳥栖市役所２階第１会議室

３．出席者の状況

　出席者　１０名

　欠席者　　１名

　傍聴者　　０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 欠

４．記事日程

　第１　議事録署名委員の氏名

　　１番　有馬　賢洋　委員　　２番　内田　信久　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　農地法第３条の規定による許可申請について ２件

議案第　２号　農地法第５条の規定による許可申請について １件

議案第　３号　農用地利用集積計画について ２７件

議案第　４号　農地移動適正化あっせん事業について　 １件

報告第　１号　農地法第５条の規定による届出について ５件

報告第　２号　農地法第１８条の規定による通知について １０件

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、定例委員会を開催いたしま
す。
　本日の出席者は１０名、欠席者は１名で、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。
　なお、欠席者は、議席番号１１番委員です。
　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１番委員と議席番号２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、報告があります。
　本日ご審議いただく、議案第２号、番号１の案件につきまして、６月１５日
（月）、佐賀市の「グランデはがくれ」で開催された佐賀県農業会議の常設審
議委員会で意見を求めた結果、異議なしと回答されたことをご報告いたしま
す。

　それでは、ただ今から議案審議に入ります。
　初めに、議案第１号を議題といたします。
 農地法第３条の規定による許可申請について、当委員会許可分２件、２筆で
あります。
　議案第１号、番号１の案件につきまして、審議いたします。事務局の説明を
求めます。

事務局 　議案第１号、農地法第３条の規定による農地等の所有権移転について、１
件、１筆、使用貸借権設定について、１件、１筆の申請がございましたので、
承認を求めます。

　それでは、１ページをお願いいたします。
　議案第１号、番号１の案件につきましては、
　農業廃止を考えていた譲渡人から、経営規模拡大を考えていた譲受人への所
有権移転でございます。
　譲受人の耕作面積は、記載のとおりであり、農地法第３条許可申請は、許可
相当と考えられます。
　以上、議案第１号、番号１の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　ないようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第１号、番号１の案件について、許可することに、賛成の皆さんの挙手
を求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件については、原案のとおり許可すること
に決定いたしました。
　次に、議案第１号、番号２の案件につきまして審議いたします。事務局の説
明を求めます。

事務局 　それでは、２ページをお願いいたします。
　議案第１号、番号２の案件につきましては、経営縮小を考えていた貸出人か
ら、経営規模拡大を考えていた借受人への使用貸借権設定でございます。

議　事　録
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　借受人の耕作面積は、記載のとおりであり、農地法第３条許可申請は、許可
相当と考えられます。
　以上、議案第１号、番号２の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　ないようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第１号、番号２の案件について、許可することに、賛成の皆さんの挙手
を求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件については、原案のとおり許可すること
に決定いたしました。
　次に、議案第２号を議題といたします。
　議案第２号、農地法第５条の規定による転用許可申請について、１件、１筆
でございます。
　議案第２号、番号１の案件について、審議いたします。事務局の説明を求め
ます。

事務局 　それでは、３ページをお願いいたします。
　議案第２号、農地法第５条の規定による農地等の転用許可について、１件、
１筆の申請がございましたので、承認を求めます。
　申請の詳細につきましては、別冊資料１の「農地転用許可申請審査調書」の
１ページから３ページによりご説明させていただきます。
　別冊資料１の１ページをお願いします。
　この案件につきましては、申請者は建設業や、産廃処理業を主とした事業を
営んでおられ、近年の大規模災害等による浸水や道路の寸断等により、既存の
資材置場が機能せずに、事業に支障が生じているため、資材置場として転用許
可申請されたものです。

　農地区分は、「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農
地」に該当することから第２種農地と判断しております。
　土地の利用及び施設の概要は記載のとおりで、参考事項の排水計画の雨水
は、地下浸透及び東側水路に放流される計画となっております。また、資金計
画については残高証明の写しも添付されております。

　２ページに位置図、３ページに土地利用計画図を掲載しておりますので、ご
参照願います。
　許可の基準につきましては、「周辺の他の土地に立地することが困難な場
合」でありますので、農地転用は許可し得ると判断いたします。
　以上、議案第２号、番号１の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。
　はい、８番委員どうぞ。

８番委員 　この案件につきましては、６月９日に会長と私と事務局で現地を確認しまし
た。これは○○町の○○山の山林で荒地のような状態でした。申請地周辺は営
農等されておらず、排水の際に雨水が通過する申請地東側の土地も申請者の所
有地であり、雨水が流れ込むことに関して了承されてあります。
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　また、区長、生産組合長及び隣接地の所有者から、転用についての同意も得
てあります。これらの点から、今回の転用申請で周囲に影響が出るとは考えづ
らく、転用について何ら問題等無いと思われます。以上です。

議　長 　ただ今、８番委員から、いろいろとご説明をいただきましたが、他にご意見
等ございましたらお願いします。
　はい、１０番委員。

１０番委員 　お尋ねします。この申請地周辺に、家は全然ないのですか。

８番委員 　ないというわけではないです。あります。

１０番委員 　と言いますのは、転用の目的を残土置場と書かれていますが、大雨の時、そ
の置いた残土が周辺の住宅等に流れ込むことがないか。住宅がなければいいの
ですが、最近は集中豪雨的な雨が降るし、残土を置いただけでは踏み固めるこ
とはないので、周辺の家やその他のところに迷惑のかからないように、十分注
意しておいててほしいとお願いします。
　以前、○○町にも私たちが許可をしたところがありますが、そこについても
若干そのような状況が見受けられるようでございますので、その辺をよく確認
をしてもらいたいと思います。

議　長 　事務局から何かございましたら、お願いします。

事務局 　この計画の中では、雨水等が隣接には流れないように土留め等の措置はされ
ると聞いていますが、今、委員がおっしゃられましたように、集中豪雨等で隣
接地に流れることがないように改めて、そういう場合のことも考えて対応する
ように、こちらから依頼をしたいと思います。

議　長 　１０番委員、よろしいでしょうか。

１０番委員 　それだけはお願いします。

議　長 　他にはありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　ないようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第２号、番号１の案件について、許可することに賛成の皆さんの挙手を
求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件については原案のとおり、許可すること
に決定いたしました。
　次に、議案第３号を議題といたします。
　農用地利用集積計画について、２７件、６０筆でございます。
　議案第３号の案件について、審議いたします。事務局の説明を求めます。

事務局 　４ページから１２ページをお願いいたします。
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　議案第３号、農用地利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化促進事
業により、２７件、６０筆の申し出がございましたので、農業経営基盤強化促
進法第１８条の規定に基づき、決定を求めるものでございます。

　内訳につきましては、農用地利用集積計画集計表をもとに、ご説明いたしま
す。
　１２ページをお願いします。
　１の利用権設定の中の（１）地目別設定面積について、地目「田」の設定面
積は、記載のとおりでございまして、合計が、１０６，８８０㎡となっており
ます。

　次に、（２）の作物別設定面積について、作物名「水稲」の設定面積と件数
につきましては、記載のとおりでございまして、合計で、賃借権が５７件、
１０２，７６５㎡、使用貸借権が３件、４，１１５㎡となっており、総合計
６０件、１０６，８８０㎡となっております。

　次に、３の「申請者の状況」につきましては、貸人２７名、借人１６名、申
請件数は２７件となっております。
　以上の案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要
件を満たしていると考えております。
　以上、議案第３号の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めますが、議案第３号、番号４
の案件につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限
に該当いたします。議事参与の対象が私でありますので、議長を交代し審議終
了まで退席させていただきます。

　その間、議長は、会長代理にお願いいたします。

（会長退席完了・会長代理着席 ）

議　長
(会長代理)

　会長が議事参与の制限により退席されましたので、私がこれより議長を務め
させていただきます。
　議案第３号、番号４の案件について質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　ないようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。議案第３号、番号４の案件について、承認する
ことに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件については、原案のとおり承認すること
に決定いたしました。
　会長の入席を求めます。それでは、議長を会長と交代します。

（会長入席）

議　長 　次に、議案第３号、番号４を除く案件について、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　ないようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
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　議案第３号、番号４を除く案件について、承認することに、賛成の皆さんの
挙手を求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件については、原案のとおり承認すること
に決定いたしました。
　次に、議案第４号を議題といたします。
　議案第４号、農地移動適正化あっせん事業におけるあっせん委員の指定につ
いて、１件、１筆でございます。
　議案第４号、番号１の案件について、審議いたします。事務局の説明を求め
ます。

事務局 　それでは、１３ページをお願いします。
　議案第４号、農地移動適正化あっせん事業におけるあっせん委員の指名につ
いて、「鳥栖市農地移動適正化あっせん事業実施要領」に基づいて、１件、１
筆のあっせんの申出がございました。

 　議案第４号の案件の詳細については、別冊資料２の「農地移動適正化あっ
せん事業調書」の１ページをご参照願います。 議案第４号、番号１の農地所
在、地目、面積、所有者、売買希望価格等については、農地移動あっせん希望
一覧の記載のとおりでございます。

　農地の位置については、２ページの地図のとおりでございます。
　○○地区の○○町の案件でございますので、○○農業委員、○○推進委員を
指名し、皆様の承認の後、あっせん委員として活動をしていただくこととして
おります。

　以上、議案第４号、番号１の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　ないようですので、質疑を終了いたします。
　これより、採決に入ります。
　議案第４号、番号１の案件について、承認することに賛成の皆さんの挙手を
求めます。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。よって、本件は原案のとおり、承認することに決定い
たしました。
　次に、報告第１号、報告第２号について、事務局から説明をお願いします。

事務局 　それでは、１４ページから１６ページをお願いいたします。
　報告第１号、農地法第５条の規定による届出につきまして、所有権移転に係
るものが４件、１３筆、使用貸借権設定に係るものが、１件、１筆の届出が提
出され、市街化区域農地であり適法であると判断したため、受理したことをご
報告いたします。

　次に、１７ページから１８ページをお願いします。
　報告第２号、農地法第１８条の規定による合意解約通知につきまして、１０
件、１３筆の合意解約した旨の通知があり、この案件につきまして、引渡６ヶ
月以内の合意解約であり、解約事由が書面により明らかであったので、受理し
たことをご報告いたします。
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　以上、報告第１号、報告第２号の説明とさせていただきます。

議　長 　ただ今､事務局から報告をいたしましたので、各委員のお目通しをお願いし
ます。
　その他の事項で委員のみなさんから、何かありましたらよろしくお願いしま
す。
　私から、その他の事項ですが、先日、農業委員会で実施した勉強会や意見交
換会などの議事録を農業委員会が自主的に公開するかどうか採決をするという
ことでお話をしておりましたけれども、その件で審議をしたいと思います。皆
さんどんなでしょうか。

９番委員 　これは公開していただきたいと思います。

議　長 　９番委員からは公開したいと意見がありましたが、他のみなさんはどうで
しょうか。
　はい、どうぞ。

１０番委員 　現農業委員は７月で終わりますが、この３年間、勉強会というのを何回も
やってきました。いろんな勉強会をやっています。その中で農業委員が、ただ
許認可の審議をするだけではなく、いろんな勉強をやっているということを公
開しないと、農業委員はどんなことをやっているの、ということになりかねま
せん。農業委員としてはこのような勉強会をやりながら、知識を高めて農業委
員としての役割を果たしてきているということをふまえて、是非これは公開し
てほいと思います。そうしないと、農業委員として何をやっているのか分から
ないということもありますので、これは是非、公開をしていただきたいと私か
らもお願いします。

議　長 　ありがとうございます。他にご意見ありますでしょうか。
　はい、事務局長どうぞ。

事務局
（事務局長）

　今、委員さんから公開したいという意見をいただきました。ご存知のとおり
農業委員会自体は、公開になっております。しかし、勉強会については非公開
ということで、勉強会をしております。ですので、みなさんの意見は分かりま
したので、相手がいる場合、当然、相手は非公開ということで勉強会に来られ
ました。県なり、商工振興課なり、当然、相手の了解がないと公開できないの
ではないかと思っております。

議　長 　ありがとうございます。他にご意見ありませんか。
　はい、事務局どうぞ。

事務局
（係長）

　今、事務局長から説明がありましたけれど、これに反論するような形にはな
りますが、農業委員会の議事録というのは、農業委員会の所掌事務に係るもの
でございます。つまり、今回勉強会という名前で会議をしておりますけれど
も、中身は鳥栖市の農地法違反に係る転用許可申請を受け付けるか受け付けな
いかとか法令関係はどうなっているかとか、農業委員会の対応をどうするかと
いうことで、審議するためのものでございます。
　農業委員会の会議といいますのは、農業委員会等に関する法律第２７条によ
りまして総会と決められておりまして、農業委員会の意思決定をする会議とい
うのは総会でなければいけないということになっております。つまり、総会だ
けが意思決定できるということです。
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　つまり、非公開の会議というのは総会ではありませんので、意思決定をする
ことにはなりませんので、総会の要件を満たしていません。
　農業委員会等に関する法律第３２条で公開の義務付けがあります。

　また、同じく第３３条で議事録の作成または議事録の公開が義務付けられて
おり、農業委員会の会議はすべて議事録を作成し公開する義務があると定めら
れていますので、県が来ようが、市が来ようが、すべて公開する必要がありま
す。
　また、これを非公開の会議とした場合、前会長は、その総会で、議決を要す
る事項を農業委員会の意思決定をしないで「農業委員会として」ということで
答弁をなさいましたので、前会長及び答弁書を作成された事務局長は、農業委
員会に対する背任行為とか、職務違反とかの処分の対象になるのではないかと
考えております。
　つまり、これをすべて公開するということにより、農業委員会の意思を公開
したということになると考えておりますので、農林水産省にも確認をしており
ますが、農業委員会の会議については非公開というのは許されないということ
で聞いておりますので、公開をすべきということでご理解をいただきたいとい
うふうに考えております。以上でございます。

事務局
（事務局長）

　大変、申し訳ありません。事務局で意見が分かれておりますが、当然、農業
委員会定例委員会については公開なんですが、農業委員会定例委員会外でし
て、相手がいるのです。相手は、非公開という勉強会でしているのに、それを
こちらの意見だけで公開にするのは、当然おかしいと思います。
　農業委員会定例委員会については公開です。係長が言っているように、
第３２条で定められていますが、それ以外で相手がいて相手が了解なしなの
に、公開するということはおかしいと思います。相手は公開として来たわけで
はありません。農業委員会定例委員会が終わった後の勉強会で来た中での説明
ですので、それを相手の了解なしに公開するのは当然おかしいと思います。そ
ういうことをされたら相手がどうしてくるかは分かりませんが、公開しない勉
強会で来られている、それを勝手に一方の都合で公開するのはおかしいと思い
ます。
　当然、どういうものを公開するのか、了解を得られれば、公開していいと思
います。

議　長 　はい、お願いします。

４番委員 　今、事務局長は一方の都合で公開と言われましたが、私たちが勉強会を受け
るのも、非公開ということは聞いていなかったと私は思っています。

事務局
（事務局長）

　それは伝えていないかもしれませんが、農業委員会定例委員会自体は公開の
義務があると、先ほどから係長が言うように、言っております。基本的には
「始めます」から「終わります」まで、そこで農業委員会定例委員会自体は終
わっています。その後の勉強会ということで、皆さんの意見を活発に出しても
らうためにしてきたかと思います。

議　長 　他にありますか。はい、７番委員どうぞ。

７番委員 　農業委員会の会議はすべては公開しなくてはならないということであれば、
勉強会の内容を市議会で前会長が答弁した。その文面は当然局長も一緒になっ
て作っていると思う。

　ところが、その内容は農業委員は全然把握していない。それでも、これは公
開しないというのですか。公開しないどころか、半永久的に残る分が議会には
いっています。これは、局長がどれだけ反論しても公開は絶対するべきと思い
ますが、みなさんの意見はいかがでしょうか。
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事務局
（事務局長）

　私は公開しないと言っているわけではありません。相手の了解が必要ですと
いうことだけを言っています。相手がある分はですね。

議　長 　はい、７番委員、どうぞ。

７番委員 　相手の了解と言ってありますが、県の了解を得て答弁をしているんですか。

議　長 　はい、事務局どうぞ。

事務局
（事務局長）

　私も、９月の答弁のことを後で思い出していたんですが、記録が残っており
ました。前会長が答弁するということで、私が電話をしたのは、４人の方で
す。１番委員と４番委員と８番委員ともう一人。その前に前会長が６人の方に
は連絡をされていたと思います。前会長が、答弁の内容のことで。話された
時、皆さん何も言われなかったという話を聞いて、もう前会長も疲れておられ
たので、その方たちにはまだ連絡をしていないので、連絡してくださいという
ことで、あと６名の方には連絡されているかと思います。その中で、意見は別
にありませんでしたということで、私は報告を受けた中で、あとの方には土曜
日だったか、４番委員さんは作業中、機械に乗っておられたようだったし、１
番委員さんも作業中だったと思います。
　そういうことで、全然、了解されていないということもおかしいのかなとも
思っております。

議　長 　はい、１０番委員、どうぞ。

１０番委員 　今、公開、非公開の問題が出ていますが、勉強会に来るということは、こち
らから呼んでいるわけではありませんし、前も市長と佐賀県から来られました
が、私たち委員がどうぞ来てくださいという話ではなくて、一方的に県から来
て話があります、市長が来て話がありますということで勉強会としてやってい
るわけです。
　当然、個人であるなら、黒塗りというのも考えられますが、市や県という公
の立場で来られるのですから、それは当然、公開しなければならない。個人で
来られて、個人で言われているのなら、個人情報の問題で名前の部分などは黒
塗りにしなくてはならないかなと思います。しかし、相手は市の代表者として
来る、あるいは県の農山漁村課が県の代表として来るとわけでございます。そ
ういった方が来るということは、公開してもいいですよという暗黙の了解があ
るのではないかと私は思います。それを、相手の了解を得て公開する公開しな
いというのは少しおかしいのではないかと思います。そのようなことを言われ
るのでしたら、今後は必ず事務局で公開しますと了解を取らないといけない。
これまではそれも取っていない。それはどこが悪いということではなく、そう
いうことは慣例として、なかったわけです。
　農業委員会は３年前からこういう問題が起きていますが、これは当然、公開
していく。市、県として、公の人が来ているわけですから、そのことを考える
とやはり公開すべきだと思います。

議　長 　ありがとうございます。はい、事務局どうぞ。

事務局
（事務局長）

　先ほどから公開する、とにかく農業委員会としては公開したいというお話は
私も分かります。ただ、一方的には難しいですよということで、相手にこうい
うことでしたということで公開することを了解を得ることは、当然必要だと思
います。

議　長 　はい、事務局どうぞ。
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事務局
（係長）

　まず一つ、例えば農業委員会定例委員会で皆さんに審議をしていただく際
に、必要に応じて申請に係る申請人、または行政書士等、関係者を呼んで審議
をすることは可能でございます。その場合は、非公開にするということはあり
ません。当然、農業委員会の中でどうするかと決定することになりますので、
非公開なので来てくださいとかいうことには一切なりません。また、法律でも
非公開は許されておりません。
　もう一つ申し上げるのであれば、佐賀県が来て何を申されたかというと「農
地法の解釈」をこのように解釈できますと言われたわけでございます。ですか
ら、あくまで法の解釈を正しく理解するために農業委員会に説明されたという
ことであって、これを公開できないということはあり得ないというふうに考え
ております。
　ですから、先ほどの農業委員会の会議は非公開は許されていないという定め
と、公人として法の解釈を上部団体として農業委員会に説明に来たということ
を踏まえますと、これについて非公開は許されないのかなと考えております。
　また、県などの同意も必要ないと考えております。以上です。

議　長 　はい、事務局どうぞ。

事務局
（事務局長）

　事務局がこのようになって、難しいですけど、その当時の会長が了解して、
みなさんが選んだ会長が了解して市長も来たし、県にも来ていただいた。その
時の会長が了解して来てもらった分です。その中で非公開ということ、先ほど
から行政書士を農業委員会で呼ぶなら当然、農業委員会の中で審議することで
すので、公開することになると思います。
　しかし、このあいだの勉強会については基本的には非公開の部分に当たるの
で、当然了解はいると思います。ただ、相手が絶対了解できないということは
ないと思います。当然、県としてみなさんに説明に来たのですから、但し、公
開するなら、事前に了解は必要だと思います。相手も、仕事で来ているのです
から、非公開にしてくださいということはないと思いますが、了解をいただい
て公開する。
　一つ言いますと、今回公開している中でも単語とか法令の分とか間違ってい
る分とかは当然、明らかな間違いですから修正とかしている分もあります。そ
ういうものも含めまして、了解をいただいて、公開をするべきだと思っており
ます。以上です。

議　長 　はい、９番委員。

９番委員 　採決をお願いします。

議　長 　今、委員ではなく、事務局で賛否の話があっておりますが、この件につきま
しては、あくまで農業委員会委員としては公開をしたい、するという方向でご
ざいますので、再度、事務局内で擦り合わせをしていただきたいと思います。
　但し、この勉強会についてはあくまで公開するという前提でよろしくお願い
したいと思います。
　それでは、この勉強会関係の議事録を公開することに決定することでみなさ
んよろしですか。よろしければ、挙手をお願いします。

（挙手多数）

　ありがとうございます。出席の委員さん全員挙手ということで、公開をする
という農業委員の希望というかお願いということで進めさせていただきたいと
思います。

　この件については、終了いたしますが、他に何かございましたら。
　はい、１番委員、どうぞ。
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１番委員 　もう一ついいでしょうか。
　鳥栖市の農地法違反について農業委員の見解というのは、昨年９月の前会長
の議会答弁内容が公式なもので、その後、今年４月の定例農業委員会で改めて
農業委員会の総意を確認したところです。私たち農業委員会の考えを鳥栖市と
鳥栖市議会に対して伝える必要があるのではないかということで、先日１５日
に１０名の農業委員のみなさんで話合いをしました。
　これからお配りしますが、鳥栖市の農地法違反の是正を求める意見書を提出
しようということになりましたので、このことについて審議をお願いします。

議　長 　はい、ありがとうございます。それでは資料を配布していただきたいと思い
ます。

（資料配布）

　資料はお手元に届きましたでしょうか。結構、枚数もあって読むというのも
簡単にできないと思いますので、この内容につきましては、１番委員からご説
明をお願いいたします。

１番委員 　「鳥栖市の農地法違反の是正を求める意見書」鳥栖市農業委員会。
　本市の農業振興には日頃からご尽力を賜り、また当農業委員会の活動・運営
につきましても格別なるご協力とご理解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、有害鳥獣や近年の異常気象による農作物被害、人口減少による国内
消費の低迷など、一層厳しさを増している状況の中、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
努めると共に、農業者の代表機関として地域の農業振興推進を図って参りまし
た。
　また、農地等の利用の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月に新産業集積エリア整備事業の用地取得における鳥栖
市の農地法違反問題が新聞などで報道され、市民のみんさんに知れるところと
なりましたが、農業委員会が平成２９年５月に鳥栖市に対し、農地法違反の指
摘及び是正方法の指導等を行ってから、約３年が経ちますが、未だに農地法違
反の是正をされていません。それどころか、農業委員会の指導と異なる方法、
つまり事業用地の農地転用許可を違反状態のまま受けること（以下「追認」と
いう）について検討しておられます。
　そのような状況の中、令和元年９月の市議会で前農業委員会長（以下「前会
長」という）が、鳥栖市の農地法違反の是正方法について、農業委員会として
どう考えているのかということについて、佐賀県からあった説明を基に、事実
上の追認を示唆した答弁をしました。
　しかし、農地法には追認許可の法的根拠がないことや、農業委員会事務局の
職員が農林水産省や、九州農政局に照会をした際、原状回復するよう指導され
ていること、農林水産省の公式見解等から、佐賀県の説明及び法解釈には異議
が残ります。

　農業委員会は、前会長に答弁の本意を問いただしたところ「鳥栖市が是正す
べきことには変わりはなく、追認できるという意味ではない」ということでし
たが、前会長が「農業委員会が鳥栖市の農地法違反の問題について、どうする
のか結論を出していない状態で議会答弁をした」ことから、前会長の会長職を
解任いたしました。
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　この後、改めて鳥栖市の農地法違反に係る農地転用許可申請の取扱いについ
てどのようにするのか審議した結果、「鳥栖市が農地法違反を是正し登記名義
を基に戻すなど適法な状態で申請をしてこない限り申請を受け付けない」とい
うことに決定したところでございます。

　つきましては、鳥栖市におかれましては、農地法違反の是正、つまり、農地
法違反の状態をなく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、
次の事項についてご検討を賜りますよう、ここに意見を提出するものでござい
ます。
　令和２年６月２６日、鳥栖市長　橋本康志様、鳥栖市農業委員会長　佐藤敏
嘉。

　次に、鳥栖市議会にも同じように文書の提出をしたいと考えておりますが、
最後の段落のみが異なりますので、その部分を読ませていただきます。

　農地法違反の是正、農地法違反の状態をなく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、鳥栖市に対し次のとおり意見書を提出いたしまし
た。
　つきましては、鳥栖市議会におかれましては、鳥栖市が一刻も早く農地法違
反を速やかに是正されるよう、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたしま
す。
　令和２年６月２６日、鳥栖市議会議長　森山林様、鳥栖市農業委員会長　佐
藤敏嘉。

　それから、意見書については、７番委員から提案があります。

議　長 　ありがとうございました。それでは７番委員お願いします。

７番委員 　意見書について説明いたします。
１．登記名義を鳥栖市から旧所有者へ戻した上で農地転用許可申請をするこ
と。
２．上記１による方法によることが困難である場合、農林水産省の局長あてに
鳥栖市の現状を照会し、追認許可がやむを得ないとする回答文書を添付して、
農地転用許可申請をすること。
３．上記１，２による方法が困難である場合、司法の判断を求め、その決定に
ついて裁判所の判決文等の書面を添付して農地転用許可申請をすること。

４．上記１から上記３について、申請人全員の実印を押印した委任状を添付す
ること。
５．当該事業用地は、昭和２８年の大水害の後、農地の復旧のため設立された
下川原地区土地改良組合（農地が復旧した後の昭和３３年頃に解散している）
の受益地である。また、高性能機械による作業も十分に可能な地域であるた
め、農業委員会としては農地区分としては優良農地である「甲種農地及び第１
種農地」と判断される。しかし、当時、農地区分を「第１種農地及び第２種農
地」と位置付けが下がって判断されている。この経緯を説明すること。
６．当該事業用地はかんがい排水事業の受益地でもあったが、平成２２年頃、
ほぼ、当該事業用地の分が受益地からはずれている。土地改良区が自ら受益地
区を減らすようなことは考えられない。その理由を説明すること。

　 ７．上記５、上記６のように過去に一度でも土地改良事業やかんがい排水事業
のような公共投資の対象となった農地は青地に編入されるべき農地であり、事
実、当時、農用地（青地）に編入する計画があったという話を聞いているが、
どういうわけか当該事業用地は一般地（白地）のままとなった。

　当該事業用地について九州農政局の許認可を受ける際に「農用地」とか「甲
種農地及び第１種農地」のままでは新産業集積エリア事業のための許認可が得
られなかったであろうと推測される。
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　このため、鳥栖市はかんがい排水事業の受益地区から外れるように下川原地
区土地改良組合の受益地区であったことを隠し、もともと当該事業用地が土地
改良事業などの公共投資の対象となっていない農地であると偽り、農政局から
許認可を得たのではないかと疑わざるを得ない。これまでの経過等の説明をす
ること。
　８．平成３０年１１月に鳥栖市が２名の弁護士に依頼して作成した「新産業
集積エリア整備事業の用地取得における農地法違反問題に関する原因究明及び
確認等調査業務に関する報告書」が事実と異なることを認め公表すること。
　理由といたしまして、この報告書の内容は「法令に関する知識がなかっ
た。」、「悪意がなかった。」等の報告がされていますが、その報告に記載さ
れている内容は事実と異なるため、その理由は以下のとおりであります。
（１）鳥栖市が農地法違反に至った原因究明に必要な農業委員会への調査は一
切なく、鳥栖市の側の見解のみで作成されていること。
（２）報告書の内容は農地法の知識がなかったとか、悪意がなかったとか報告
されているが、当時、農業委員会からきいている説明や文書等と報告書は内容
が異なること。
　①鳥栖市のどの時点で契約をするとか農地転用許可申請をするとか関係各課
との連携したスケジュールを作っていたこと。
　②平成２８年４月に鳥栖市から農地法違反をしたことを認め、農地法違反の
是正方法を検討するように農業委員会に対して依頼してきたこと。
　③その後、農業委員会は県の指導を仰ぎながら鳥栖市に「違反をしていない
農地は５条申請をするように。それから、違反をしていない農地は繰り返し違
反をしないように」指導をした。

　④上記③にもかかわらず、平成２９年３月にもさらに違反を繰り返したこと
など、鳥栖市が農地法違反と知りつつ農地法違反をしたこと、さらに、農業委
員会から指導を受けているのに鳥栖市は違反を繰り返したこと。
（３）報告書でも農業委員会や農林課経験のある職員がいたことは触れていま
すが、そもそも、市は、法令違反をしないように人員配置をしており、報告書
のようなことが起こるとは考えられないこと。
　ということです。以上で、意見書の提出についてご提案をさせていただきま
す。

議　長 　ただ今、二人の委員さんから説明がありましたように、農業委員会といたし
ましては、農地法の法令に従って業務を行っているところでございますので、
鳥栖市に対して、第１にまず違反を解消すること、２つ目に「国の公文書」と
いうことで厳しいかもしれませんが２つ目です。３つ目が司法判断を求めると
いう意見をしたいということで思っております。
　それから、農業委員の皆さまからお話があっておりましたように平成２０年
頃は新産業集積エリアの土地はかんがい排水事業の受益地だったのが、ある日
突然、受益地から外れているということで決済金を払わなくてよいのかとか新
産業集積エリア事業を進めるために農地区分のランクを甲種農地から下げた
と、都合が合わないために受益地からずらしたとか、いろんな疑わしい話も
あっておりました。
　その他にも、前期の農業委員さんから聞いていますが、前事務局長時代に、
経過等の説明もしておられましたので、聞いている内容と、市が弁護士に依頼
して作成されている内容がちょっと違うのではないかということです。また、
報告書の作成にあたって、弁護士による農業委員会事務局への調査が全然な
かったということでございます。
　更には、鳥栖市の新産業集積エリア事業用地取得等の問題については、単に
農地法違反問題だけの話では済まないような話が地元では出されているという
ことでございます。
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　私たち農業委員として、それを明らかにして地元の農家の皆さんに示すこと
を求められていると思っていることから、今回の意見書の作成にあたっては、
これらの疑義についてもきちんと合わせて整理をするように求めていきたいと
いうことになるのではないかと思っております。

　それでは、ただ今、ご提案いただきました意見書について、他にご意見等ご
ざいましたら、お願いします。
　はい、１０番委員。

１０番委員 　この意見書を鳥栖市長と議長に渡すわけですが、この意見書の返事を、まあ
返事というとなかなか難しいところもあろうかと思いますが、市がどういった
方針の中で新産業集積エリアの開発を進めて行くか、その辺のところもこの農
業委員会に回答というよりも、その話をしていただきたいと私は思うわけで
す。
　意見書は出して、そのまま意見が来ましたということでほったらかしでは、
何もならない。何もならないということではないでしょうが、意見書として出
した以上は、それに伴う回答というか返事を、農業委員会に対してきちっとし
たものをもらわなければならないと思います。そして、この違反問題を鳥栖市
としてはどう解決するのかという方針を、これが一番大事だと思いますが、そ
の方針を鳥栖市としてきちんと示していただきたいと私は考えているところで
ございます。

議　長 　ありがとうございます。私たち、今期農業委員として３年前に就任をしまし
たが、その時点からこの問題はありまして、この３年間、私たちが解決をする
という立場にはありませんが、何となく世間一般的には「農業委員が悪いこと
をしている」「言うことを聞かない」をいうようなものの言い方をされる方も
たまに聞きます。

　しかしながら、私たちは申請がなされたものを審査するという立場でござい
ますので、あまりにも鳥栖市の方が動きが鈍いということで、こういうものを
提出せざるを得ないと思っているところです。

事務局
(事務局長)

　一つだけいいですか。私がいつも判例と言っておりますが、その判例の説明
をさせてもらってもいいですか。簡単に終わります。

議　長 　判例の説明ということでございますが、あくまでうちと同じような農地法違
反という判例ということですか。

事務局
(事務局長)

　判例の内容を見てもらえば分かると思います。

（資料配布）

　今、意見書を読んでいただいたて、その中のことにも関連しますので、ま
ず、これだけは知っておいていただきたいと思って、今日はお配りしました。
これが判例ですが、これを全部読むと大変なことになりますので、時間を短時
間にするために、一番最後のページを見てもらいたいと思います。

　この分はこの冊子をまとめた分になります。
　農業委員会に「農地転用許可申請書の受理を拒否する権限はないと解すべ
き」と示した判例ということで、まず１.事案の概要としまして、原告はパチ
ンコ遊戯店を営む会社が春日部市農業委員会に農地転用第５条の申請を出して
おります。この中で春日部市農業委員会は受理できないということで、土地改
良区の意見書、排水放流承諾書、農用地除外証明書が添付されていないので受
理できないということで通知をしました。
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　そしたら、原告が埼玉県知事を訴えております。訴えの内容としては、春日
部市農業委員会は農地転用許可の判断権者である県知事の一機構であり、同行
為は知事の行為と評価できる、それとあと２つ書いております。

　この中で判断としては、本件訴えをいずれも却下するという判断が出ており
ます。
　⑤ですが、争点に対する判断としては、農業委員会と都道府県知事の有する
各権限、両者関係及び審査手続きに照らすと農業委員会をもって都道府県の一
機構とみることはできない。春日部市農業委員会から埼玉県知事に対する申請
書の送付がない限り、同知事に対する申請として認められない。したがって、
本件においては知事に対する申請はなく、また本件申請に対する知事に対する
処分は存しない。という判決が出ています。

　ここで大事なのは、２番でございます。判例で示された「農地転用許可申請
書の受理を拒否する権限の有無」の判断というのは、この裁判で示されていま
す。

　結論としては、農業委員会には申請書の受理を拒否する権限はないのである
から、本件申請の受理拒否は無効な行為といわざるをえない。
　理由としては、次のことからすると、下に２つ書いておりますが、農業委員
会は、提出された申請書を審査し、意見を付して都道府県知事に送付すること
ができるのみであり、申請書の受理を拒否する権限はないと解すべきであると
いうことです。

　これにつきましては、下の分ですが、施行令１条の２第２項が「農業委員会
は前項ただし書の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定
める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければな
らない」と農業委員会の送付義務を規定している。
　法令は、添付書類の欠如等形式的な不備がある場合に、農業委員会が申請書
の受理を拒否できる旨の明文の規定をおいていない、ということでございま
す。

　この件につきましては、今のページの赤で書いています１５ページのオレン
ジを付けていますが、それ以降に②の分は載っております。
　このことからすると、申請があった場合、拒否することはできないとなって
おります。
　昨年の９月の前会長の答弁について、説明不足のところはあったかもしれま
せんが、この判例からしますと、申請書があれば申請を受け付けて審議すると
いうことについては問題がないという答弁だったと考えております。

　皆様が、農地転用前に所有権を変更していた、これは農地法違反で認められ
ない、というご意見で、県の説明も納得いかないということであれば、審議を
してその中で不承認として、不承認の理由として、農地転用を受ける前に所有
権移転しているのは農地法違反であると付して佐賀県に進達するということに
なると、この判例からするとそう思います。

　追認はしない、審議はする、というかたちになります。以上です。

議　長 今、事務局から判例の説明で資料を配布していただき、説明をうけました
が、この件についてご質問などありましたら、お願いします。
　はい、７番委員。

７番委員 これは何回も聞いたが、受理できない旨の通知というのは、書類不足で受理
していないのではないか。土地改良区の意見書が出てない、なら鳥栖市も受理
しないでしょう。排水放流の承諾書がなければ受理できない。これを例に取っ
てもらっても、鳥栖市の新産業集積エリアとは条件が違う形ではないかと思い
ます。
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もう一つ、議会答弁の中で、書類がそろえばいつでも受け付けて審議をしま
すと言われました。これは、農業委員会では誰も決めていないです。誰が決め
たのですか。それを言ってください。

事務局
(事務局長)

はい、今言われました、書類がないと受け付けない、ではないです。これ
は、書類がなくても受け付けなさいという判例なんです。

これは、春日部市農業委員会が受理をしなかったから裁判になって、まあ裁
判自体は埼玉県知事を訴えたので負けていますが、春日部市農業委員会が受理
しないという通知を出すこと自体がおかしいという判例でございます。

ですので、農業委員会で決めることではないんです。申請があって審議する
というのは、一つの農業委員会で決めることではない。申請があれば審議しな
さいというのが載っているのです。誰が決めるということはない。

９番委員 　そんなことを言うなら、何を見ていい悪いを決めるのか。
　学校の入学手続きと一緒で、何もなくてもいいという話と一緒ではないか。

大体、事務局長が、その立場の一番代表で言わなくてはならない人がおかし
いのではないですか。

事務局
(事務局長)

何も、通すと言っているわけではないです。審議をしなさいと言っているん
です。だから、私たちは審議ができるようにいろいろなものをもらっていま
す。それでも、もし書類がでなかった場合、春日部市農業委員会、、、

９番委員 　これは特例じゃないか。ずっとこんなことがあるわけじゃないでしょう。

事務局
(事務局長)

　特例ではないです。判例です。

議　長 　はい、１０番委員、どうぞ。

１０番委員 ここの結論は最後のぺージに書いてあります。しかし、この前文をよく読ま
ないと分からない部分があると思います。例えば、農業委員会に、書類不備で
も受け付けなさいということかなと考えるわけです。書類不備となると、いろ
んな申請をする場合、これはこういう書類が付いていないからダメですよと。
よくあるのが、何でもそうですが、例えば、今回の特別給付金１０万円をもら
うにしても、本人と分かる免許証を付けなさい、銀行口座のナンバーが分かる
コピーを付けなさい、というようなことを言われる。そういったものと同じ考
え方ですよね。今、いっているのは、銀行口座が分からなかったとかいうこと
で受け付けても出せませんよということ。

これを見ると、書類は違いますが、考え方は一緒なんですよね。受け付けて
も書類が揃っていなければ、審査が出来ないんです。受け付けても、この書類
がないということで、この書類を添付してください、そうしないと受け付けは
出来ませんよというのと同じだろうと思います。ですから、こういうのを受け
付けるということになると、それなりの、法令で決まった書類の添付がないと
受け付けられないということ、また受け付けても審議は出来ませんということ
だと思います。

全く、この１０万円の手続きが滞っているというのは、それなんですよね。
そういうことを考えると、受け付けに際して、農地法違反があっています、で
も申請しますということになると、誰が考えてもおかしいのではないですか。
違反のまま書類を受け付けますか、ということになります。それは、出来ない
わけでしょう。全くそうじゃないですか。今回の１０万円の場合も、受け付け
ても出せませんよ、というのと同じ。ですから、添付書類は、建築基準でも全
く一緒なんです。これとこれとこれを揃えないと受け付けられないですよと。
だけど、出せば審議してくれないかというのと同じだと私は考えます。
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議　長 　はい、４番委員、どうぞ。

４番委員 この判例を、本当に一部の２の①「農業委員会には申請書の受理を拒否する
権限はないのであるから」という文言を取り上げられ「本件申請の受理拒否は
無効な行為といわざるをえない」という文言一つを局長は取り上げられている
のかなと思いますが、では、勉強会、それから商工振興課の課長なり経済部の
部長なり市長さん、何のお願いに来られたのですか。それをちょっとお聞きし
たいです。
　何のお願いですか。

議　長 　事務局、何か考えがありましたらお願いします。

事務局
(事務局長)

市長が来られたのは報道があった時に、報道では前会長が進めてくださいと
いうような言い回しになっていたということで、それに対するお詫びに来られ
たかと思います。その時は市長のみで、担当課はついてきてなったかと思いま
す。

商工振興課につきましては、資料を持ってきていないんですが、まずは弁護
士に依頼した分の結果報告で１時間くらい朗読されたと思います。その後に、
２つの方法があるというようなことでまた来られて、その後には、その片方は
大変難しいということで来られたかと思います。簡単に言いますとですね。

これにつきましては、はっきり言いまして添付書類がないと審査審議ができ
ない、通すことも難しくなります。そういうことで、私たちも受け付ける時は
いろいろともらっています。それを、書面だけで審議できるような書類をも
らっています。

ただし、この判例にあるように、もしどうしても出せないというような人が
来た場合、拒否ができるかというと受け付けの、拒否が出来ないということが
書いてあるということでございます。

農業委員会が申請の受理を拒否できる旨の明文の規定がないとしっかりこの
判例にも、先ほどの１５ページの後半部分になりますが書いてあります。

９月答弁の「申請があれば、受け付けて審議する」と。とにかく審議して、
その中で承認、不承認を出すということになっています。

議　長 　はい、４番委員。

４番委員 　そこで、承認、不承認というのは、農業委員会に権限があるのですか。

事務局
(事務局長)

農業委員会はそこで承認、不承認して、知事に進達するということになりま
す。

４番委員 　ということは、一緒なのではないですか。
結局、農地法違反したものを受け付ける。そこで、農業委員会で承認、不承

認は出していいということであれば、結果は同じなのではないですか。

事務局
(事務局長)

ちょっと、分かりませんが、受け付けないのと同じということを言われてい
るんですか。

４番委員 受け付けできないものを受け付けました、この鳥栖市農業委員会で審議して
承認、不承認を出していいということであれば、結果は一緒なのではないです
か。

18 



事務局
(事務局長)

その中で審議していただいて、農業委員会で承認、不承認を決めると。だか
ら、受け付けしないということはできない。ただ、審議して承認、不承認を決
めるということになるかと思います。

議　長 　はい、７番委員。

７番委員 審議するもしないも、農地法違反をした書類を受け付けない。２番委員も言
われていたが、農地法違反した書類を受け付けるつもりがあるんですか、ない
んですか。

それともう一つ、局長は追認を認めているのか、是正をみとめているのか。
どちらかはっきりしてください。以上です。

議　長 　はい、事務局長、どうぞ。

事務局
(事務局長)

　もう一度、最初の質問をお願いします。

７番委員 　農地法違反しているのを受け付けるのですか。

事務局
(事務局長)

これは、申請があれば受け付けるとなると思います。そして審議する。申請
があって、通すのではないです。追認するわけではないです。審議するという
ことになります。

１０番委員 審議する程の、違反しているのは価値がないと言っているんです。では、審
議して不許可にした場合、これを県に進達する、そして県が認めるという判例
もあるのですか。そうすると、農業委員会とは何かとなります。

鳥栖市なら鳥栖市の農業委員会が審議をしました、この件について農地法違
反だけど審議をしました。農業委員さんが審議をしても認可できませんとした
場合、県に進達して県がこれはいいですよ、となると、鳥栖市の農業委員会の
顔は丸つぶれです。

農業委員という、準公務員的な肩書を持った人が審議しても、県がいいとい
うなら、農業委員会はいるもいらないもどうでもいいとなってしまいます。農
業委員の役割もないわけです。それだけが役割ではないかもしれませんが、一
つの仕事として、そういうことになった場合は、農業委員は何もならないか
ら、審議も何もしなくていいというふうな取り方にもなります。

それよりも、受け付けの前で適正な申請を行ってください、というのが第一
だろうと思います。適正な申請を行って、それを農業委員の皆さんが審議をし
て、なおかつ慎重な意見も出て、そしてこれがどうだ、これならいいとか意見
が出て、それを県に進達する分にはいいと思います。

まず、第一段階の受け付けをする段階で、書類に不備があった場合、農地法
違反の状態であった場合、それを受け付けること自体がおかしいのではないか
と言っています。だから、受け付けて審議して不許可としたら返すならよい
が、受け付けて審議して県に不許可と進達しても県が認めたとなるなら農業委
員の面目は何もないです。農業委員会とは何かとなります。県はそのようなバ
カなことはしないだろうとは思いますが、分かりません。鳥栖市からのいろい
ろな要望とか圧力、圧力と言ったら語弊がありますが、鳥栖市からのいろいろ
な話とかあるから、県は認可するかも分かりません。そんなことをしたら、農
業委員のみなさんのやる気もなくなるし、農業委員会とは何か、私たちはいな
くていいではないかととられます。そこをよく考えておかないと。以上です。

議　長 　ありがとうございました。次に、７番委員、どうぞ。
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７番委員 　受け付ける前に、臨時の農業委員会を必ず開くべきです。
もう一つ、局長にお尋ねしますが、農業委員会では追認はダメだと、あくま

でも是正をしなさいと、事務局長は農業委員会の事務局長、どちらを取ります
か。

事務局
(事務局長)

大変申し上げにくいところはありますが、私としては、とくにかく申請があ
れば受け付けて皆さんに審議していただく、そこまでが事務局の業務だと思い
ます。その中で皆さんに判断していただくと思っております。

７番委員 私の質問と全然答えが違います。是正をするつもりですか、追認をするつも
りですか。どちらかを言ってください。

事務局
(事務局長)

事務局が是正したり追認したりするわけではありませんので、私たちは事務
局ですので、そこまでの準備をするようなことだと思っております。

７番委員 準備は準備、農業委員が是正をしたいと言うなら是正の準備をしなくてはな
らないですよ。

事務局
(事務局長)

先ほども説明しましたが、是正の準備といいますか、申請があれば受け付け
るというところはしなければならないので、その中で審議ができるように準備
をしていくということになると思います。

７番委員 もう、市寄りの返答で話にならない。結局、是正をする方向に農業委員はし
たいと言っているのだから、当然手助けをして前に向いて、追認は頭の中に置
かない。どうですか。

事務局
(事務局長)

私としては、本当に受け付ける、申請があれば受け付けるというところでご
ざいます。どちらにするかは皆さんで決めていただいく、審議の中で。以上で
す。

議　長 　はい、１０番員どうぞ。

１０番委員 農業委員会は、新産業集積エリアについて、これだけ心配しているんです。
どうだこうだ、意見を言って、あるいは、農作業の一番忙しい時に時間を割い
て、それに対して担当している商工振興課の動きは全然ないと聞いています。
農業委員会に相談に来られたのかは、私は知りませんが、聞いたところによる
と諦めムードという感じですね。もう、あれから３年、実際は６年くらい前か
らこの新産業集積エリア事業の話は実際は出ています。それは、いわゆる何人
かの方が手続きがどうだこうだ言われて、勉強会や話合いなりして、それでも
進んでいない。商工振興課としても、もうどうでもいいのではないですか。誰
が担当して、誰がどのような形で進めているのか、市長なのか、あるいは副市
長あたりで、どのように考えているのか、我々は全然分からないです。このま
まうやむやにして、通してもらおうとか、あるいは是正をしてきちんとした形
で通してもらおうとか。地元の人と本当に話合いとか行っているのか。あまり
にも、農業委員会だけが心配して、当の商工振興課は何もしてない。何もして
ないということはないでしょうが、そうなふうに感じられます。

いろいろなところから話を聞くと、私の耳にも入ってきていますが、「市
は、もうあそこは諦めているのではないか」という話をちらちらと耳に入って
きます。そういう状態ではないかと思います。
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議　長 いろいろとご意見が出ているようでございますが、時間も結構すぎておりま
す。皆様方、農作業等控えているかと思いますが、あと一人くらい、できれば
と思います。
　はい、９番委員。

９番委員 いろいろ言っても、事務局長は、とにかく受け付けると言っていますが、今
現在、鳥栖市農業委員会は追認は認めないということで、はっきり今現在の立
場をこうですよと、後は次に回していいのではないですか。

いろいろ言っても、一緒。とにかく、絶対、農業委員会は、追認は認めない
ということで。事務局長は受け付けをお願いします、とか言うけど、審議でき
ないから、また戻すような話だから、もう平行線で、一緒。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 　最後に１点だけよろしいでしょうか。
事務局長が、先ほど言われました、審議をしてもらうと言われましたが、あ

と、承認・不承認もできるということですよね。承認・不承認を農業委員会が
できるということですよね。ということは、許可または許可しないという判断
もできるということですね。一応、確認です。

議　長 　はい、その分にお答えをお願いします。

事務局
(事務局長)

　はい、審議ですので、不承認・承認があると思います。以上です。

４番委員 私が言っている意味は、審議はできますけれども許可とか承認はできないと
いうような記憶があったので、確認させていただきました。以上です。

議　長 　はい、事務局どうぞ。

事務局
（係長）

この判例の一番最後の文面のところですけど、ここの図の最後のところを見
ていただきたいですが、「法令は、添付書類の欠如等形式的な不備がある場合
に、農業委員会が申請書の受理を拒否できる旨の明文の規定を置いていな
い。」ということで、例えば先ほど言いました土地改良等の同意書が付いてな
いとかそういう場合、付いていないから受理できないというようなことは、で
きないと言っております。

ただ、これはまた別の弁護士等がきちんとまとめた本の中に書いてあるわけ
ですが、法令等を明らかに破っているような場合は、また話が別ということに
なって参りますので、必ずしも、この判例が正しいというふうには考えられま
せん。以上申し上げておきます。

議　長 　はい、ありがとうございます。
この件につきましては、以前より右に左にといいますか、できるできないと

いう話、再三、何時間も潰して話しておりますが、なかなか答えが簡単に出る
ような内容でもございませんけれども、本題の農地法違反の是正をめぐる意見
書の提出については、皆様方、ご承認できる方は挙手をお願いしたいと思いま
す。

（挙手多数）
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はい、賛成多数ということで「鳥栖市農地法違反の是正を求める意見書」に
つきましては、承認されたということで理解いたします。

それでは、意見書は、いつ、どのようにして提出するかということになるか
と思いますが、これにつきましては、中身の精査、また相手方の時間調整等が
あるかと思いますので、事務局で調整をしていただきまして、市長なり議長に
提出する場合には、全員が一番いいとは思いますが、できる方でのみ、提出に
なることも考えられますのでのでよろしくお願いしたいと思います。この件に
ついて、事務局、どうですかスケジュール関係の調整は。

事務局
（係長）

皆様のご都合と市長、議長のスケジュールを確認しまして、またご連絡を改
めてさせていただきたいと思います。

議　長 ありがとうございます。その件につきましては事務局に一任しておきたいと
思います。よろしくお願いをいたします。

事務局
(事務局長)

　内容については、委員さんから出た分ですよね。

議　長 　はい、そうです。

事務局
(事務局長)

　これは、そのままでいいのですか。本当に、このままですか。

議　長 　どこかおかしいというところだけ教えていただきたいと思いますけれど。

事務局
(事務局長)

いろいろなところで農業委員会となっておりますが、農業委員会事務局と
か、そうかなというところがありますし。分かりました。

議　長 　この文章で、また誤解を招くような文章にならないように、調整方よろしく
お願いします。
　よろしゅうございますか。はい、１０番委員。

１０番委員 　農業委員の会長名で出すなら、会長職の角印を押した方がいいと思います。

議　長 　はい、了解しました。
　他はよろしゅうございますね。
　次回の定例農業委員会は、このメンバーでの最後の会になりますが、
令和２年７月１７日（金)、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。
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　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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