
令和２年５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５月２０日（水）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時５８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　　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 出

４．記事日程

　第１　議事録署名委員の氏名

　　１０番　山口　保　委員　　１１番　堤　泰子　委員

　第２　会議書記の氏名

　　農業委員会事務局　木附　良介
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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４条の規定による許可申請について １件

議案第　３号　農地法第５条の規定による許可申請について　 ６件

議案第　４号　農用地利用集積計画について　 １３１件

報告第　１号　農地法第１８条の規定による通知について ５件

その他　

（１）令和元年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について

（２）令和２年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画について

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

　木　附　良　介
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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５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 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１０番委員と議席番号１１番委員を指名いたします。また、本日の会議
書記は事務局の〇〇氏にお願いします。

　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、３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 　議題に入ります前に、一つお断りがあります。本日の議案書の目次について
訂正をお願いいたします。目次の６番のその他「意見募集について」と記載し
ておりますが、意見募集については、市のホームページで今月の１９日まで行
いました。本日のその他の項目では、令和元年の点検・評価について、また、
令和２年の活動計画についての説明を行いますので、「意見募集について」と
いう部分については、削除をお願いいたします。

　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、
　経営規模縮小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 　議案第１号、番号２の案件につきましては、高齢による経営縮小を考えてい
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２の案件についての説明とさせていただきます。

議　事　録
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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４条の規定に
よる転用許可申請について、１件、２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、２ページをお願いいたします。
　議案第２号、農地法第４条の規定による農地等の転用許可について、
１件、２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、申請者が居住中の農家住宅の建て替えの検討にあ
たり調査されたところ、当該申請地にはみ出して住宅が建っていることが判明
したため分筆し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、地下浸透及び敷地内の溜桝から北側・南側の道路側溝に放流される計画と
なっており、顛末書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、４番委員。

４番委員 　今月の13日に、現地を、局長及び事務局で見させていただきまして、別紙資
料の２ページ、３ページを見ればわかるとおり、住宅の中に入ってるようなと
ころでございまして、敷地内にちょっとした畑がありまして、そこの部分の転
用申請がもれていたという状況でございました。この分につきましては、住宅
を建設されて４０年近くなっているというところで、今回判明したというとこ
で、改めて申請をされたということでございます。現状で、排水関係そういっ
たものにつきましても、問題なく、なっておりますので、その辺は、皆さん方
のよいご判断をお願いしたいと思っております。以上です。
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議　長 　はい、ありがとうございました。この案件につきましては、私も５月１３日
に現地で４番委員また事務局と立会をいたしましたけれども、特に排水関係に
つきましては、問題はないということを確認ができたのかなということで思っ
ております。よろしいでしょうか。

（「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、原案のとおり当委員会で許
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。
　議案第３号、農地法第５条の規定による転用許可申請について、６件、７筆
でございます。
　議案第３号、番号１から番号４の案件につきましては、関連することから
一括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３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、所有権
移転に係るものが、５件、６筆、使用貸借権設定に係るものが、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、３ページをお願いいたします。
　議案第３号、番号１から番号４の案件については、関連することから一括し
て説明させていただきます。
　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
４ページから６ページによりご説明させていただきます。

　別冊資料１の４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、現在、申請地の隣接地で保育所を経営
され、乳幼児の保育等に携わっておられますが、これと合わせて、今後は教
育・育成事業にも取り組むために、放課後児童クラブの敷地として転用許可申
請をされたものです。

　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、資金計画は記載のとおりで、参考事項の排水計
画の雨水は、地下浸透及び西側水路に放流される計画となっております。
　また、資金計画についても預金通帳の写し、補助金決定通知、貸付証明を添
付されております。
　また、隣接する農地の耕作者からの同意書も添付されております。

　５ページに位置図、６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３号、番号１から番号４の案件についての説明とさせていただ
きます。

議　長 　ありがとうございました。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。
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８番委員 　この件につきまして、５月１３日に事務局と私とで現地の確認をいたしまし
た。確認した上では、別に問題はないと感じました。あと、蔵上町の区長さ
ん、生産組合長さんからも排水同意書をいただいているということで、何ら問
題ないと思いました。以上です。

議　長 　ありがとうございました。他にございませんか。

（「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３号、番号１から番号４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、原案のとおり当委員会で承
認することに決定いたしました。
　次に議案第３号、番号５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 　議案第３号、番号５の案件の申請の詳細につきましは、別冊資料１の農地転
用許可申請審査調書の７ページから９ページによりご説明させていただきま
す。

 別冊資料１の７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、造園業を営んでおられ、申請地周辺に
植木の仮植地を所有されていますが、手狭になってきたため、申請地を植木の
仮植地として転用許可申請をされたものです。

　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、資金計画は記載のとおりで、参考事項の排水計
画の雨水は、西側に自然流下及び地下浸透される計画となっております。
　また、資金計画についても残高証明書を添付されております。
　なお、農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更についても手続を
完了されてあります。

　８ページに位置図、９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３号、番号５の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　ありがとうございました。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。

８番委員 　先ほどの案件と同じ５月１３日に、ここも確認をいたしました。今の現状で
は、荒地というか雑木が生えてるような、実態でございました。それからまた
整備されるなら、かえって遊休地農地ではなく、よくなるんじゃないかと考え
ました。

　あと、立石の区長、生産組合長から排水同意もいただいてもらっていますの
で、問題ないと思いました。以上です。

議　長 　ありがとうございました。他にご意見等ございますでしょうか。
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（「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５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、原案のとおり当委員会で承
認することに決定いたしました。
　次に議案第３号、番号６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ページをお願いします。
　議案第３号、番号６の案件の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１０ページから１２ページによりご説明させていただ
きます。

　別冊資料１の１０ページをお願いします。
　この案件につきましては、申請者は農業事業の拡大と生産性の向上を考えら
れており、農業用倉庫の建設のため転用許可申請をされたものでございます。
　農地区分は「概ね１０ｈａ以上の規模の農地の区域内にある農地でその区画
の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するもの」に該
当することから甲種農地と判断しております。

　土地の利用及び施設の概要、資金計画は記載のとおりで、参考事項の排水計
画の雨水は、敷地内の溜枡から東側側溝を介して、南側水路に放流される計画
となっております。
　また、資金計画についても通帳のコピーを添付されております。
　なお、農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の軽微な変更についても
手続きを完了されてあります。

　１１ページに位置図、１２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「農業用施設」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３号、番号６の案件についての説明とさせていただきます。

議　長 　ありがとうございました。事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めま
す。はい、７番委員。

７番委員 　この案件について、地元の委員として補足の説明をさせていただきます。
５月１３日に、旭地区の農業委員３名、会長、事務局と現地で立ち合いをして
確認をしております。排水同意につきましては、儀徳町の区長、生産組合長、
水利組合長の同意をもらってあります。私たちが現地を確認したところでは、
溜め枡をつくって、事務局からの説明のとおり、東側の水路に流すということ
で何ら問題はないと思われます。

　また、ここは、土地改良かんぱい事業の受益内であるので土地改良区には転
用金も支払われていて、土地改良から意見書も出されていますので、この案件
について、何ら問題はないと思われます。
　以上で地元の委員の補足で説明を終わります。
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議　長 　ありがとうございました。ただ今、７番委員から、いろんな面で支障がない
というようなご意見をいただきましたが、他にご意見のある方ございました
ら、お願いいたします。

（「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６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、原案のとおり当委員会で承
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。
　農用地利用集積計画について、１３１件、３４７筆でございます。
　議案第４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 　５ページから４８ページをお願いいたします。
　議案第４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、１３１件、３４７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。
　４８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」「畑」の
設定面積は記載のとおりでございまして、合計が、５０９，７２８．５５㎡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」「麦」「その他」
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３１５件、４７１，０１０．３７㎡、使用貸借権が３２件
３８，７１８．１８㎡となっており、
総合計３４７件５０９，７２８．５５㎡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１２７名、借人６０名、
申請枚数は１３１枚となっております。
　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４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。
　議案第４号、番号２８から番号３１及び番号５２、番号６３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
すので、順次委員の退席を求めます。

　それでは、初めに議案第４号、番号２８、２９の案件について審議いたしま
すので、１０番委員の退席を求めます。

（１０番委員退席）

　議案第４号、番号２８、２９の案件について、質疑を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）
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　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２８、２９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。１０番委員の入席を求めます。

（１０番委員入席完了）

　次に、議案第４号、番号３０、３１の案件について審議いたしますので、
　１番委員の退席を求めます。

（１番委員退席）

　議案第４号、番号３０、３１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４号、番号３０、３１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。１番委員の入席を求めます。

（１番委員入席）

　次に、議案第４号、番号５２の案件について審議いたしますが、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。

（議長退席・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４号、番号５２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４号、番号５２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）
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　ありがとうございます。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。
　６番委員の入席を求めます。それでは、議長を交代します。

（６番委員入席）

議　長 　次に、議案第４号、番号６３の案件について審議いたしますので、
　４番委員の退席を求めます。

（４番委員退席）

　議案第４号、番号６３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４号、番号６３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。４番委員の入席を求めます。

（４番委員入席）

　次に、議案第４号、番号２８から番号３１、番号５２、番号６３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。
　議案第４号、番号２８から番号３１及び番号５２、番号６３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、報告第１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、４９ページをお願いいたします。
　報告第１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、
５件、５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。

　以上、報告第１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。

10 



　次に、その他の事項の（１）令和元年度農業委員会の目標及びその達成に向
けた活動の点検・評価について、（２）令和２年度農業委員会の目標及びその
達成に向けた活動計画については関連がありますので、一括して審議いたしま
す。事務局の説明をお願いします。

事務局 　それでは、別冊資料２、３をお願いいたします。このことにつきまして、今
月の19日まで、市のホームページ等で意見の募集を行いましたが、ご意見等は
ございませんでした。

　それでは、まず、資料２「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点
検・評価」についてご説明いたします。資料２の１ページをご覧ください。
　まず、１　平成３１年４月１日現在の農業委員会の状況でございますが、農
林水産省統計に基づき耕地面積が１，２８０ha、農林業センサス２０１５に基
づく経営耕地面積が８２５ha、昨年実施した農地利用状況調査等により把握し
た遊休農地の実数、農家台帳の総面積を記載しております。
　また、農林業センサス２０１５に基づき、総農家数、自給的農家数、販売農
家数、農業就業者数等を記載しております。

　次に、認定農業者、基本構想水準達成者、認定新規就農者、農業参入法人、
集落営農経営については、農林課への調査により示しております。
　次に、２　農業委員会の現在の体制ですが、平成２８年度から始まった新制
度に基づく委員数について記載しております。鳥栖市の場合は、平成２９年度
の改選から新制度に移行しておりますので、農業委員等の任期は
今年７月１９日までとなっております

　それでは、２ページをご覧ください。２　担い手の農地の利用集積・集約化
についての１の現状及び課題についてですが、管内の面積は、先ほど述べまし
た、農水省統計による面積、これまでの集約面積は、担い手への集約面積につ
いて農林課への調査により記載しております。

　続いて、２の目標及び実績ですが、目標は前年の実績から記載しておりま
す。また、令和元年度の実績も農林課への調査により記載しております。集積
に関しましては新たな担い手への集積があり９６４haと前年に比べ３３ha増加
しております。

　目標及び活動に対する評価としまして、本市の場合、ほとんどの農地が担い
手へ集積されており、新規就農者や法人の新規参入などの新たな担い手への集
積が進むことは困難であると思われる中で、少しずつではありますが、担い手
への集積に関しても進展していると分析しております。このことにつきまし
て、委員の皆様に日頃より多くのご協力をいただいており、心から感謝申し上
げます。

　それでは、３ページをご覧ください。３　新たに農業経営を営もうとする者
の参入等についてですが、過去数年は、０件から１件の間を推移しておりま
す。令和元年度は、新たに１経営体の参入がありました。この計画等は１年単
位で作成するものですが、農業委員会としてはもう少し長いスパンで、支援し
ていきたいと考えているところでございます。

　４ページをご覧ください。４　遊休農地に関する措置に関する評価について
ですが、管内の面積は、農水省の統計による面積１，２８０haに、前年度の遊
休農地調査で把握した、遊休農地５．０haを加えたものになります。以上、
「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動を点検・評価」についての説明
とさせていただきます。

　続きまして、資料３の１ページをお願いいたします。「令和２年度の目標及
びその達成に向けた活動計画」について、ご説明いたします。
　それでは内容に入ります。農業委員会の状況等の数値の基礎は令和元年度の
点検、評価でも述べましたとおり、農水省の統計、農林業センサス２０１５に
基づいて算出しております。また、農業委員会の体制については、改選後の委
員の数を記載しております。
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　２ページをご覧ください。２　担い手への農地の利用集積・集約化について
ですが、目標値については令和元年度の実績である９６４haから１ha増やすと
いう内容です。年々、農地面積、集約面積が減少していっている状態のなか、
少しでも担い手へ農地の集積を増やしていくため、努力していきたいというこ
とで、目標とさせていただいております。

　次に、３　新たな農業経営を営もうとする者の参入促進についてですが、こ
こ数年の新規参入者数が少ないことから、最低でも１経営体を目標としており
ます。

　３ページをご覧ください。４　遊休農地に関する措置についてですが、遊休
農地は、今後、担い手不足により増加傾向にあると見込んで、解消面積の目標
値としては１haに設定しております

　以上、ご説明とさせていただきます。この後、承認いただきましたら、県に
提出することになりますが、県からの修正があった場合、修正したものを、再
度お渡しすることになりますので、よろしくお願いいたします。

議　長 　ありがとうございました。事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めま
す。何かご質問はありますか。はい、４番委員

４番委員 　資料３の、２ページのところですけれども、ＪＡと連携して担い手への農地
集積を促進するという文言が書いてありますけれども、具体的にどういうこと
かなあと思いました。あと、県の公社とか、そういったものと、どのように絡
んでいくのか。農地集積につきましては、面積が、今、認定農業者なり各法人
等が、随分網羅してきておるというふうに思っておりますけれども、そういう
中でどういった集積をしていくような計画なのか教えていただきたいと思いま
す。ＪＡがどうかかわっていくのか教えていただきたいと思います。

議　長 　事務局のほうから、お願いいたします。

事務局 　ただ今、ご質問いただきました件ですけれども、ＪＡさんとは、担い手の例
えば農地所有者が耕作ができない等の相談がございましたら、なるべく近隣の
認定農業者の皆さんに、つくっていただくように、探していただいていただい
たり、どなたがつくれるだろうかとかそういういろんな情報交換をしながら申
請に結びつけている状況でございます。また、場合によっては、農業委員の皆
さんにもお願いをしてですね一緒になって、やっているような状況でもありま
す。以上でございます。

議　長 　はい、４番委員。

４番委員 　何とも言えないですが、県の公社あたりはどういうふうに関わっていくので
すか。

議　長 　事務局お願いします。

事務局 　はい、県の公社は農用地を担い手に集積をする場合に、農業委員会のあっせ
ん等によりまして、集積をする場合に県の公社を利用し、農業委員会や県の公
社を利用しますと税の控除が８００万円、１，５００万円とか控除があるわけ
でございますけれども、平成３０年度から農業委員会の皆さんであっせんの活
動していただくことにいたしましたので、８００万円以下の控除につきまして
は、農業委員会が活動しておりまして、１，５００万円以上の分につきまして
は、県の公社を利用したあっせんを実施をしております。
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　なかなかその１，５００万円を超えるような農地利用集積というのが、あま
り年に１回あるかどうかっていうことでもありますので、今の実績としては、
県の公社使うというのは少ないかとは思いますけれども、現在では、農業委員
の皆さんのあっせん活動によって実施をしているということになるかと思いま
す。以上でございます。

議　長 　はい、４番委員。

４番委員 　いや、実を言うと、うちも県の公社に１回ですね、情報的に全部ながそうと
いうとこで、そこの手続を今考えております。担い手と言われる方たちが、自
由に農地等の交換ができるように全体的にできたらなという気がしておりま
す。１回、１回利用権をするんじゃなくてですね、そこで自由に行ききができ
るように、ブロック別に鳥栖市全体ですにね、できたらいいのかなという気が
しておりましたので、極力、担い手には県の公社等の利用をしていただければ
と思います。うちの管内では結農の里がされてあり、先日、水屋センターにも
行ってそういうことを促してきてるんですけれども、あそこはあそこで独自に
やってますので、若手の意見を聞きながら、進めたいということで話をしてい
るところです。鳥栖市全体でそういうことができればいいかなと思っておりま
すので、よろしくお願いします。

議　長 　はい、ありがとうございました。他に何かご意見と、はい、１０番委員。

１０番委員 　お聞きします。令和元年度の認定農業者、これ７４経営体となっておりま
す。令和２年度の目標に向けた認定農業者約８４経営体となっており、１０ぐ
らい増えているわけでございますけれども、１０というのは、農林課あるいは
農業委員会等指導をやっていく考えがあるので、そういった目標値を上げてお
られるかどうかその辺を含めたところでお聞きします。

議　長 　事務局よろしくお願いいたします。

事務局 　はい、すいません１０番委員のご質問ですが、資料３の一番上のところが元
年に比べて増えているっていうことを言われてあると思うんですが、農林課で
調べた分なんですけれども、今回は市外の認定農業者経営者等について入れて
いるということで、この分が増えた分という形になります。鳥栖市外に居住さ
れて鳥栖市の農地を持ってある認定農業者の分ということになります。

１０番委員 　市外の認定農業者を入れているということですね。

事務局 　はい、そうです。

１０番委員 　今までは市外の認定農業者が入ってなかったということですかね。

事務局 　そこは、農林課さんも把握されていなかったようです。

議　長 　はい、他にございますでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）
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議　長 　ないようですので、質疑を終了いたします。
これより、採決にはいります。その他の事項の（１）令和元年度農業委員会の
目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について、（２）令和２年度農業
委員会の目標及びその達成に向けた活動計画について、この２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。
　その他の事項で、まず、委員の皆さんから何かありあませんか。
　はい、１０番委員。

１０番委員 　一つだけお聞きします。意見交換会、あるいは勉強会というものをこの場で
何回かしております。そういった議事録の取り扱いについてお聞きします。前
会長が会長職をお辞めになったということは皆さんもご承知のとおりだと思い
ますけれども、このことについて、昨年の２月には鳥栖市から二つのいわゆる
提案があり、４月に市長が農業委員会のほうに来て説明がいろいろありまし
た。それと、５月には抜き打ちでいわゆる県のほうから来て説明があったと記
憶しておるところでございます。また、９月と１０月には、これは前会長が議
会答弁について報告があっているわけでございます。さらに１２月に判例等に
ついて説明があったわけですが、これまでの経過が証拠とも言えますが、議事
録をとっておくようにというふうなことを私も言った記憶がございます。そう
いった中でその議事録がきちんととれているかどうか。どういうふうな処理方
法になっているか。その辺をひとつお聞きしたいというふうに思います。

議　長 　はい。どうでしょうか。局長。

事務局 　はい、まず議事録につきましては、定例会で上げた議案についての審議を議
事録で掲載するようになっております。その中で、基本的には会長が、まず、
今日もありましたが幾つか初めにお願いをされまして、そのあと「定例会を開
催いたします」ということが説明され、最後にまだ終わっておりませんが、
「これで解散いたします」というところまでが、基本的には議事録に載せる
と、いうことになるかなと思っております。以上です。

議　長 　はい、１０番委員

１０番委員 　だとすると、勉強会についての議事録というのは、公開はしないということ
ですかね。

事務局 　そうですね、勉強会の議事録は公開する議事録ではないということです。

１０番委員 　ということは、公開しないでいいということは、市長が来てここにお願いを
したということは、それは意味がないということですね。市長が来たというこ
とを、公開しないということになると市長が皆さんにお願いをしたということ
は要は意味がないと、意味がないというよりも議事として残らないということ
なんですね。そういうことになりますね。

　この案件についての議事録は残すということになると、その他、市長あるい
は県の方から来られて勉強会等々何回かここでやってますけれども、それは議
事録に残らないということになると、それは要はどうでもいいとしか聞こえな
いわけですよね。
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議　長 　はい、事務局お願いします。

事務局 　はい、公開する議事録には載りませんが、皆様の勉強会の中ではしっかり市
長も説明されておりますし、県のほうも来られて説明された中は残っておると
思います。その中で審議された分については公開はしませんが、どういうこと
があったというのは残しております。

議　長 　はい、１番委員。

１番委員 　定例農業委員会の時に、新産業エリアの話になったとき、農業委員会を終了
してから、勉強会だったり、意見交換会をされてたと思うんですけど。それは
もう載らないってことですよね。

議　長 　はい、事務局お願いします。

事務局 　先ほども言いましたが、一応会議が終わった後の勉強会については、公開す
る議事録には乗りません。ただし、どういう内容をしたかというのは、当然、
公開しませんが議事録としては残しております。

議　長 　はい、１番委員。

１番委員 　自主的に公開とかそういうのはだめなんでしょうか。

１０番委員 　勉強したということについては公開の義務がないということですか、そうい
うふうに解釈していいんですか。

議　長 　はい、事務局お願いします。

事務局 　公開の義務はないかと思っております。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　そういうことは、勉強会をするということだって公開の義務がないというこ
とになると、参加も自由ということになるわけですね。いわゆる公開をしない
んだから、農業委員会、１人でも２人でも、参加自体は自由じゃないかという
ことに考えられるわけですよ。公開をしないということになればですね。

　しかし、今までは、反強制的に勉強会をしますからということでやってきて
るわけですよ。農業委員会のメンバーの方々もおられるわけですね、全部。な
らばですね、こういった勉強会をしましたよということを公開するのが当然
じゃないですか。

議　長 　はい、事務局お願いします。

事務局 　先ほども言いましたがですね、議事録に載せるのは、農業委員会の議案で出
されたのはまず載せますが、それが終了した後については公開は今していませ
ん。

議　長 　事務局なんか、他に。

事務局
(係長)

　農業委員会の会議の議事録とか議事とかについて、どういうものかというこ
とについて、簡単にご説明をいたしたいと思います。
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　まず、農業委員会の会議につきましては、議事の話はそれますが、農業委員
会等の法律の32条によりまして、会議の公開が規定をされております。また、
33条で議事録を作成するようにということで書いてあります。

　また、国の通知のほうで、議事録を公開しなさいということを書いてあると
ころでございます。
　さらに、今回ですね今皆さんが、お話をいただいているのは、鳥栖市の農地
法違反に係る転用許可申請を農業委員会として受け付けるのかどうかというこ
とについての内容について定例委員会の後に、鳥栖市の説明とか、県の職員を
呼んで、勉強会をするとか、定例委員会後の意見交換等をしてきたということ
について議事として公開をするかしないかということを今お話をいただいてる
ということになるかと思います。

　先日、農林水産省にも確認をいたしましたけれども、議事として上げるべき
内容の中には農業委員会の所掌事務の事項に当たるものは、公開の対象にすべ
きということで指摘を受けているところでございまして、それを別の会議です
るということは、不適切であるということでお話をいただいております。

　つきましては、今現在、勉強会等でしたということは不適切であり、公開と
いう要件を欠いているのでそれについては全て無効であるというふうな回答を
いただいておりますので、これを有効なものとするということでしたら、農業
委員さんの皆さんの承認というかそういう決定をいただいた上で、公開にする
ということになるかとは思います。以上、お答えとしたいと思います。

議　長 　はい、ありがとうございました。他に、ご意見、はい、７番委員。

７番委員 　今、お話を聞いていたら、勉強会は勉強会で決まっていないが、一応、勉強
会とは言葉はきれいだが勉強会の中身を議会で答弁したこともあるでしょう。
内容を少しぐらい。ということは、これは無効、議事録には載っていないが、
公式の場ではしゃべっている。

　局長、どう思いますか。効力は無いと言いながら、公式の場ではちゃんと
言っている、勉強会の中ではという言葉で。

議　長 　事務局お願いします。

事務局 　先ほどから伝えていますが、農業委員会の議事録として公開するしないとい
うことは、先ほど伝えましたが、まず、勉強会の分は当然書類として残してお
ります。これは公文書になります。公文書の請求等あれば出すような文章にな
ります。議事録の公開するしないということを説明しているだけで、その文書
があるかというと文書としては議事録に残してますのであります。

議　長 　はい、１０番委員。

１０番委員 　今、勉強会のいわゆるその分については、公開はしないけどもちゃんと公文
書として残してますよということですね。
公文書として残すならば、当然これは公開できるわけでしょ。公文書です。あ
くまでも公文書で残すということになると、公文書は公なものでございますの
で、当然それは、公開をすべきじゃないですか。それとも、公開できない理由
が何かそこにあるんですか。いわゆる公文書、今、局長のほうから公文書とし
てちゃんと残しておりますということで言われましたから、公文書はあくまで
も公開を前提として残すわけでしょう。
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　公文書として残すならば当然公開もしなければならない。一般の人が請求す
れば、それは当然やらなくてはならない。文書ですよね。一般の人が、何月何
日分の、いわゆる、農業委員会の定例会の資料一切くださいと言われた場合
は、それは当然勉強会にもかかわらず、勉強会した分も含めてですね、いわゆ
る全部やらなきゃいけないということになるとそれは当然公文書、公文書とな
ると、それはやはり公開をしなくてはならないと私は思うわけです。いかがで
すか。

議　長 　はい、事務局よろしくお願いします。

事務局 　公文書としてはありますが、それを全部を公開するかというとまだ違うこと
だと思います。
　公文書の請求をされた場合はどういう形で出すか、また、ご存じの通り、
真っ黒塗りとかで出す公文書も当然ありますし、お名前が出ているところと
か、個人情報に関するところとか、そういうのは消したところで出すような形
になりますので、公開するか、請求があって出すかはちょっと違うと思いま
す。

議　長 　はい、ありがとうございます。他に、はい、４番委員。

４番委員 　先ほど事務局から勉強会については不適切であり無効という言葉を耳にしま
したけれども、不適切であり無効ということになると、先ほど１０番委員さん
から言われましたが、市長からのお願いがあったりとか、商工振興課から説明
があったりとか、県からあったり、経済部長等からお願いとかそういうことが
あった分につきましては、これも無効として見ておかなければならなかったの
ではないかなという気はするんですが。

事務局  係長が説明しましたが、私にはわかりませんでした。市長が説明したのが、
無効であるというのが、意味がわかりませんし、ちゃんと市長も出てきて、自
分の口で説明されましたし、商工振興課につきましても、勉強会のときは資料
を渡して説明したかと思います。弁護士さんが作成した資料についても、あの
ときも１時間程度でしたが説明をされている。県も書類を出して説明しており
ますので、それが全然無効というようなことではないと思います。それは勉強
になってるし、事実として書類としても出してますので、以上です。

議　長 　無効の解釈の仕方の説明をお願いします。

事務局
(係長)

　ちょっと、説明の仕方がまずかったところもあるかと思うんですけど、まず
こういう農業委員会といいますのは、委員の皆さんが集まったところで意思決
定をしていく場でございます。

　今回、農業委員会が申請を受け付けるかどうかということを審議するわけで
ございますので、そういう意思決定の場というのがまず委員会、総会の場で審
議をするべき内容のものであります。

　ただ、今回、総会でない場所で審議をしたということになりますので、それ
については不適切ということでございます。
　総会の要件といたしまして、法令では公開をすることになっております。議
事録の作成も義務づけをされておりますが、公開を義務づけをされておりま
す。しかし、それを公開の対象と当然ならない場でしているわけですから、全
てそれについては、不適切ということになります。
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　また、そういう要件を満たしていない会議というのは、会議の公開要件を満
たしていないということでありますので、そこの場で話をされた内容は全て無
効になるとの見解を国からいただいております。以上でございます。

議　長 　はい、ありがとうございました。はい、４番委員。

４番委員 　実はずっと引きずっておりますが、昨年９月の議事録署名をしてないわけで
す。これについてはもう、いい加減、署名もしたいなという気がしておるわけ
ですが、その辺をちょっと整理をしておきたいと思っております。まず、議事
録署名をしなかった理由としては、議会答弁をされた際ですね、これが農業委
員会の総意であったのか、なかったのかという疑問があったというところと、
勉強会なり意見交換会の分につきまして、議事録に残るのか残らないのか、そ
こもこの稟議の中では適切にはうたってなかったと、要は「意見交換会で処理
をしてください」というような、文言があったということで、一つ、二つです
ね、そういった部分があって議事録署名を拒否したわけじゃありませんけれど
も整理をしていただきたいな、と思ったところでございます。

　それから、随分時が経って12月に入りまして、この分につきましては１回念
を押しましたけど、会長は「知らなかった」と答えられていて残念だなという
ことがありまして、３月ぐらいですかねその頃に、再度、この議事録について
はお願いをされたという経緯がございまして、その分につきましては、ここま
で、新産業エリアの話がですね、大きくなったということもありまして、皆さ
ん方の総意もですね、確認をしておきたいということもあって、今日、今回、
事務局から、その時の分の議事録の稟議と今回、新たに出す部分につきまして
預かって５番委員と、今、話をしていたところでございます。

　中身は先ほど言いましたとおり、勉強会なり意見交換会の分につきまして
が、どういう方向で、処理をされるかということが１番、気になっているとこ
ろでございます。最終的には皆さんの総意で、どういう形で残すかということ
ですね。それから、この稟議をですね、一緒に条件としてつけておくべきなの
かその辺を判断していただきたいというふうに思っております。以上です。

議　長 　はい、ありがとうございました。はい、７番委員。

７番委員 　勉強会の中で、市長や商工振興課が説明書を配って説明をされたとき、ただ
説明されただけで、誰も委員の方は納得された人が何人おられただろうか。説
明されたら、もうそれが、なあなあなあで前に前向きに行く。結局、こっちか
ら質問しても、とんでもない返答が来て、それで、なあなあなあで前に行って
いるのが今の現状ではないかと思います。勉強会とかがどこまで効力があっ
て、どこまで、それはちょっと自分もわかりません。とにかく、農業委員会の
総意をちゃんと市に伝える。これが１番いいのではないかなと思います。

議　長 　そうですね、はい、ありがとうございます。
　いろいろと、新産業エリアの問題について、ご意見等をいただきましたけれ
ども、今後といいますか、今すぐといいますか。この問題について、いろいろ
と協議をしたわけですけれども公にはならないということに今現在なっており
ますので、勉強会等々の議事録についてもですね。今は結構、情報公開の時代
とかいうようなことでいろいろ言われておりますけれども、情報公開、農業委
員会が進んでするというようなことも考えられなくはないとは思うんですよ
ね。
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　でないと、単純に受付ける受け付けない、違反したままでは駄目ですよとい
う言葉だけが飛んで、実際事実上、残っているのは前会長が答弁された答弁だ
けが公式の場に文書として残っているわけで、私たちが勉強した分について
は、全然一般的には市のほうで開示はなされていないということでございます
ので、ちょっと即答できないかもしれませんけれども、この辺の勉強会の議事
録も、前向きに情報公開ということで、公開をするというようなことに、も
し、皆さんが賛成されるということであれば、別に表に出してですね。恥ずか
しいことでも何でもございませんので、当たり前の私たちの考え総意を発信す
るという意味でもいいのかなということは思わなくはないですが。その辺につ
いてどんなですかね。はい、１０番委員。

１０番委員 　今、会長が言われましたようにいわゆる議事は議事として残さなくてはいけ
ない、これは当然のことだろうと思うわけでございます。
　議事が終わっていわゆる私的な勉強会になろうかと思いますが、それは農業
委員会の委員としての勉強会でございますので、やはりそこは勉強会をしよう
が、あるいは意見交換会をしようが、その部分については議事以外でも、き
ちっとして公開をして残しておくということをしておかないと、農業委員会て
密室な所でいろいろやってるんじゃないのと疑われると非常に大変なことにな
ろうかと思います。

　例えば、市長が来られた、県から来られたそういうことで、一般の人が全然
わからないわけです。実際は、県から来てこういう説明がありました。あるい
は市長からこういう文章を出されて説明がありました。ということを言われて
ますが、農業委員として出席された方については、よくその辺は理解されてる
と思いますけれども、一般の方に聞いてどうなったのということをそういうこ
とを聞かれたとき、非常に理解に苦しむんじゃないかと思います。

　ですから、いわゆる農業委員会、この中の全委員の11名が集まった中での会
議、いわゆる、勉強会や意見交換会も含めて、そこはこういう勉強も審議のほ
かにもこういう勉強をしてますよと、一生懸命、下野町（実際は幸津町）の土
地のことについてもいろんなことで勉強してますよということを残しておかな
いと、何をしているだと思われることになるんです。そういったことで、今
後、いわゆる今までのものをどう取り扱うということと、今後こういった話し
合いをしたときに、それはどういった形で残すか残さないか、その辺をやはり
きちっと整理をしておかないくてはならないのではないかと思うわけです。

　特に新産業エリアについては、局長が言われたのは、いわゆる書類が出てく
れば受け付けなければならないということを盛んに言われてますけれども、そ
の中でいわゆる不備があっても受け付けなければならないかとか、そういうこ
とを、きちっと整理をしとかないと、なかなか難しい問題ですけれども、農業
委員会としては、この前の話では、いわゆる、違反の状態では、受け付けられ
ませんよ、と結論を出してるわけですから、その辺のところをもう１回です
ね、精査をして、きちっと整理をしておかなくてはならないのではないかと思
うわけでございます。

議　長 　今の件について何かありますか。はい、４番委員。

４番委員 　９月の議事録の、おさらいなんですけれども、議会答弁後の農業委員会だっ
たと思っております。その時の内容としましては、「会長、なぜ答弁に立った
のか。」そういった、ちょっとあんまり前向きな意見っていうかですね、新産
業エリアに対して前向きな意見は、農業委員さんは皆さんされていないような
状況でございます。「会長はなぜ答弁されたのか」それは最高決議機関なの
で、呼ばれたらいかないかんということを言われました。「そういう大事なこ
とであればなぜ寄せなかったんですか。」というようなですね、質問等も、
あっております。
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　そういった、内容の部分で、今回、議事録に載るんですかね。これは、意見
交換じゃなく、今回、議事録にのせていただくということでしたので、私はこ
れでいいのかなと思っております。あとは、皆さん方のご判断を仰ぎたいと思
います。

議　長 　はい、事務局どうぞ。

事務局 　１０番委員さんからも、勉強会の中でいろんな意見が出たのは載せられてな
いと、これは当然載せていませんので前会長もおられますが、前会長としては
「いろんな意見が、皆さんから出るように」ということで、今日の分は、結
局、議事録に載りますが、「いろんな意見が出るようにということで勉強会で
皆さんに、忌憚なく意見を出してもらうようなところで勉強会という形をとら
れていた」かと思います。それで出た意見については、当然こちらと事務局と
してもまとめております。それを、率先して出すのか、出さないのかというの
はちょっとまた、皆さんに検討していただくことだろうとは思います。以上で
す。

議　長 　はい、ありがとうございました。そうですね、今までの、先ほど申しまし
た、繰り返しになるかもしれませんけれども、勉強会等々ですね。実際、議事
録はあるということでございます。

 この件について公に出す、出さないどんなですかね、皆さん。若干、考える
時間が必要になりますかね、来月に決をとるとか、その間にいろんなご意見も
あるかと思いますけれども、この場で直ちにというと、考える間もないという
ことになるかもしれませんけれども。

９番委員 　次回の時、採決でいいのではないですか。

議　長 　では、ちょっと時間をとって、次回の委員会の際に、この件について、公開
するしない、その辺の決定をしていきたいと。思いますがよろしいでしょう
か。

（「異議なし」という声あり）

　わかりました。そしたら再三申しますとおり、農業委員会外の勉強会等々に
つきましては、次回の農業委員会において、その内容について公開する、しな
いについての決定をしたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思
います。

　他に、何かご意見ございますでしょうか。

（ありません）

　ないようでございましたら、本日の会議をこれで閉じさせていただきたいと
思いますが、よろしゅうございますかね。

（はい）

　それでは、次回の定例農業委員会でございますけれども、
令和２年６月１９日（金)、午前９時３０分より、本庁の２階第１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。
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