
令和２年４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４月２０日（月）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時２８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　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

　　８番　松隈　政信　委員　　９番　松本　政吉　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 ３件

議案第　２号　農用地利用集積計画について ３０件

議案第　３号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第　４号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第　５号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第　６号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第　７号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第　８号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第　９号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１０号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１１号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１２号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１３号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１４号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１５号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１６号　農地利用最適化推進委員の選任について　

議案第１７号　農地利用最適化推進委員の選任について　

報告第　１号　農地法第４条の規定による届出について ２件

報告第　２号　農地法第５条の規定による届出について ４件

報告第　３号　農地法第１８条の規定による通知について ８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４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８番委員と議席番号９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。
　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３件、５筆で
あります。

　議案第１号、番号１及び番号３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１号、番号１及び番号３の案件について説明させていただきます。
　それでは、１ページをお願いいたします。
　番号１につきましては、離農される譲渡人から、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。
　続きまして、２ページをお願いします。
　番号３の案件につきましては、経営縮小される貸出人から、経営規模拡大を
考えていた借受人への賃借権設定でございます。
　番号１及び番号３の受人は同一人物で、耕作面積は、合わせて５，８２４㎡
となり、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及び番号３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及び番号３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、高齢化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。
　議案第１号、番号２の案件につきましては、農業委員会に関する法律第３１
条、議事参与の制限に該当いたしますので、４番委員の退席を求めます。

(４番委員退席）

　議案第１号、番号２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。４番委員の入席を求めます。
　

(４番委員入席）

　次に、議案第２号を議題といたします。
　農用地利用集積計画について、３０件、６１筆でございます。
　議案第２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 　３ページから１１ページをお願いいたします。
　議案第２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、３０件、６１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。
　１１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、８４，５９４.９８㎡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」「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
４６件、６８，３２２．９８㎡、使用貸借権が１５件、１６，２７２㎡となっ
ており、総合計６１件、８４，５９４.９８㎡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２９名、借人２３名、申
請件数は３０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２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２号、番号５及び番号１２から番号１６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２号、番号５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。
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(１番委員退席）

　議案第２号、番号５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２号、番号５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２号、番号１２の案件について審議いたしますので、２番委員
の退席を求めます。

(２番委員退席）

　議案第２号、番号１２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２号、番号１２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。２番委員の入席を求めます。

(２番委員入席）

　次に、議案第２号、番号１３及び番号１４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２号、番号１３及び番号１４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２号、番号１３及び番号１４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。
　６番委員の入席を求めます。それでは、議長を交代します。

（議長入席）

議　長 　次に、議案第２号、番号１５及び番号１６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２号、番号１５及び番号１６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２号、番号１５及び番号１６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２号、番号５及び番号１２から番号１６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２号、番号５及び番号１２から番号１６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３号から議案第１７号までを議案といたします。
　議案第３号から議案第１７号まで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。
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事務局 　それでは、１２ページから２６ページをお願いいたします。
　議案第３号から議案第１７号までの案件につきまして説明させていただきま
す。
　この案件につきましては、次期、農地利用最適化推進委員候補者を決定する
ものでございます。
 農地利用最適化推進委員については、本年２月に募集を行い、定数１５名に
対して、各地区の生産組合長などから１５名の推薦をいただきました。
　それでは、農地利用最適化推進委員候補者1人ずつ説明させていただきま
す。
　１２ページの議案第３号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域は鳥栖と
なります。
　次に、１３ページの議案第４号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、鳥栖となります。
　次に、１４ページの議案第５号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、鳥栖となります。
　次に、１５ページの議案第６号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、田代となります。
　次に、１６ページの議案第７号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、田代となります。
　次に、１７ページの議案第８号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、田代となります。
　次に、１８ページの議案第９号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、基里となります。
　次に、１９ページの議案第１０号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、基里となります。
　次に、２０ページの議案第１１号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、基里となります。
　次に、２１ページの議案第１２号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、麓となります。
　次に、２２ページの議案第１３号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、麓となります。
　次に、２３ページの議案第１４号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、麓となります。
　次に、２４ページの議案第１５号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、旭となります。
　次に、２５ページの議案第１６号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、旭となります。
　次に、２６ページの議案第１７号は、○○さん。住所は○○町で、担当区域
は、旭となります。
　今回の１５名につきまして、欠格事項に関する調査を行いましたが、欠格事
項に当たる方はいらっしゃいませんでした。

　 　また、候補者の経歴等については、資料１のとおりとなっております。
　なお、今回、次期推進委員として決定いただきた候補者については、本年７
月に新しい農業委員で開催される農業委員会総会（初会合）後に農地利用最適
化推進委員として委嘱されます。

　以上、ご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６号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、２番委員の退席を求めます。

(２番委員退席）
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　議案第６号の案件について、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６号の案件について、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。２番委員の入席を求めます。

(２番委員入席）

　次に、議案第３号から議案第５号及び議案第７号から議案１７号の案件につ
いて、質疑を求めます。
　９番委員、どうぞ。

９番委員 　議案第７号の案件で、資料１に「認定農業者ではない」とありますが、私が
知っている人なので、法人の理事の場合は、認定農業者に認めているのではな
かったですか。

事務局 　農地利用最適化推進委員の場合は、認定農業者でないといけないという決ま
りはありません。農業委員については、過半が認定農業者である必要があるの
ですが、農地利用最適化推進委員さんはないので今回は、大丈夫です。

９番委員 　了解しました。

議　長 　他にないですか。

（「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号から議案第５号及び議案第７号から議案第１７号の案件につい
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、当委員会で承認するこ
とに決定いたしました。
　次に、報告第１号、報告第２号、報告第３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、２７ページをお願いいたします。
　報告第１号、農地法第４条の規定による農地等の転用に係る届出につきまし
て、２件、２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、２８ページから２９ページをお願いします。

8 



　報告第２号、農地法第５条の規定による農地等の転用に係る届出につきまし
て、所有権移転に係るものが、３件、３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、３０ページから３１ページをお願いします。
　報告第３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、８
件、１７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号から報告第３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、何かありませんか。
　１０番委員どうぞ。

１０番委員 　この場で、皆さんに審議いただいたことでお話があります。
　○○町で、○○という自動車整備会社が転用した農地に移転するということ
で話があっていたと思います。ところが、現在の状況としては、その自動車整
備会社は地主との交渉を止めて、というよりも決裂して、廃業されたとという
ことで、自動車整備会社が移転する予定の敷地が空白の状況になっています。
　４月１７日に私がその現場を通ったところ、その土地を貸しますという看板
が立っていました。農業委員会としては、自動車整備会社が移転するというこ
とで農地転用許可をしたので、看板が立っていたということで私は不信に思い
まして、事務局に話をしました。
　看板が立っているがどういうことかと事務局に話をしたところ、事務局で地
主さん等に話をしていただいて、４月１８日に現地に確認に行きましたとこ
ろ、看板はもうありませんでした。現在のところ、自動車整備会社も移転しな
いし、転用したそのままの状態になっています。
　今後、そこをどうしたらいいのか、事務局を含めて皆様方に審議をしていた
だきたいと思いまして、私から提案させていただきます。

議　長 　ありがとうございました。この件につきまして、事務局から説明等お願いい
たします。

事務局 　この件につきましては、本日お配りしております追加の資料をご覧いただき
たいと思います。
　ただいま、詳細につきましては１０番委員から説明がありましたので、その
辺は割愛していきたいと思いますが、今回の申請者、農地転用の申請をされて
いた地主の○○さんから別紙２に付けておりますように、これまで許可を受け
た該当農地の事業ができていないことについて現状報告がなされております。
　当初予定されておりました、借り人の自動車整備会社との契約ができなく
なったということで代わりの事業者を探しておられたということですが、見つ
けることが困難ということで現在に至っております。
　このため、この報告書にも書いてありますが、今後、農地転用及び開発許可
の要件に合う事業者を探すということで農業委員会の指導を仰ぎながら進めて
いきたいということです。現地は、本来は農地に戻さなくてはいけないのです
が、今のまま進めさせていただけないだろうか、というような申出が、現状報
告書を兼ねて押印のうえ提出されているところでございます。
　この場合の対応方法、また農地法について説明させていただきます。
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　別紙１をご覧ください。農地法第５１条を抜粋して書いております。
その枠の一番下の「二」をご覧ください。「第５条第１項の許可に付した条件
に違反している者」つまり、農地法の許可違反ということになるわけですが、
この条件が下の囲みでございます。
　この「許可条件」の方には、「申請書に記載された事業計画に従って事業の
用に供すること」ということになっていますが、今回この事業計画に沿って事
業ができないということで、この件の実現が難しいということで、違反という
ことになります。
　この場合は、農地法第５１条の中では、上の囲みの真ん中くらいにあります
が、「許可を取り消す」または「その条件を変更する」、または「新たに条件
を付ける」、または「原状回復等の命令をすることができる」と書いてありま
す。この内容は、許可条件の注意事項の方にも書いてあります。
　したがって、申請者から、今回予期せぬ事態といいいますか、そういうこと
が起こったため、このままの状態で進めさせていただけないだろうかというこ
とで上がっております。対応方法としては、厳しいところでいけば、（１）原
状回復命令となりますが、（２）には農地は原状のままで農地転用許可とか開
発許可とかに見合う事業者を探して、その承継者の方からの変更申請を出させ
るということです。ただ、この場合であっても、事業の計画の実現性とか見込
みがない場合は、当然、農地に復元するということになります。
　現状としては、「追加」の対応方法の（２）の方法で進めるのが妥当ではな
いかと考えておりますので、皆様のご理解をいただけないかと考えているとこ
ろです。以上です。

議　長 　この件につきましては、１０番委員並びに事務局の方から説明があったとお
りでございますが、問題等もあるかと思います。
　事務局から説明がありましたとおり、許可条件の変更という取り扱いで、農
地はこのままの状態で、農地転用許可等の要件にあう事業継承者から事業変更
申請をさせる方法を認め、ただし、この場合でも今後の事業計画の見込みがな
い場合は農地に原状回復させることで、ご了承いただけますでしょうか。
　１０番委員、どうぞ。

１０番委員 　一つ質問します。（２）の「ただし、この場合でも今後の事業計画の見込み
がない場合」とは、期限はあるんですか。
　いつまでも、そのままにしていいということではないと思います。その見込
みが実際あるかないかは先にならないと分からないと思います。だから、ここ
にある程度の期限が生じてくるのではないかと考えるのですが、期限を切れる
のですか、切れないんですか。

事務局 　ただ今の質問ですが、許可の条件を付ける時に、いつまでに実現しない場合
は許可を取り消す等の解除条件付きの許可というのは望ましくないとの通知等
が国からあっているところであります。ですので、申請の段階で確実にできる
のかときちんと押さえる必要があるということと、今回の経過のように至らな
いように、許可を受けた方には確実に進めているのかというのを事務局の方も
細かく申請者にアプローチを取って確認していく手段になってくのかなと考え
ております。
　許可後、あまりにも長い時間手を付けていないだとか、そういった場合は、
おっしゃられているように許可の取り消しとか変更とかになってくると考えて
おります。
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議　長 　看板等設置されながらも、現地に合った事業体が今のところまだ見つかって
いないということですが、期限はあまり切らない方がいいという国も指導もあ
るということであります。

　この現場につきましては、いつまでもダラダラとということはできません
が、ある程度の時間は事務局で当事者への聞き取り等を行っていただきながら
現状の進み具合を確認しながら、暫く時間をいただければということで、その
後は、事務局から言われたように元に戻すということですが、いろいろと事業
費も発生するかもしれませんが、そういう考え方でしばらく様子を見るという
ことでいかがでしょうか。
　はい、１番委員。

１番委員 　あの辺りは割と水はけが悪くて、大雨が降ったら浸水します。あの道路沿い
には売地の看板もありますが、手つかずというか管理がうまくいっていないと
ころもあるので、地主さんには、浸水したときの対策等の管理をするように
言っておいてください。

議　長 　１番委員がおっしゃられたように、相手方にもその旨を伝えながら、十分な
管理をしていただきますよう、是非とも確実にお伝え願いたいと思います。

　はい、１０番委員。

１０番委員 　今、言われましたように、バイパスには飲食店とガソリンスタンドがありま
した。現在は二つとも撤退しまして、そのままの状態になっており草が生えて
います。皆さんも、ご承知だと思います。
　そういうことにならないように、事務局としても管理をきちんとやっていた
だく旨を強く言っていただきたい。あの沿線沿いで草ボウボウというのもあま
りよくありませんので、私からも重ねてお願いしたいと思います。

議　長 　はい、７番委員。

７番委員 　これは、次に借り手が見つかった場合には、また、相手方の名前が上がって
議案審議するのですか。

事務局 　新たな事業者が見つかりましたら、現在の許可申請者と新たな承継者といい
ますか、そちらの方との連名になると思いますが、改めて申請を出していただ
きます。そして、農業委員会で変更の許可申請を改めて皆さんで審議するとい
うことになってまいります。

議　長 　この件につきましては、新たな継承者が見つかれば再度、審査等を行うとい
うことでした。農業委員会として、確実に今の内容等、注意点を所有者に伝え
るということで要望をいたしまして、事務局案のとおりでよろしいでしょう
か。

（挙手多数）

　それでは、この件につきましては、今後の事業展開を見守っていきたいとい
うことで、どうぞよろしくお願いいたします。
　事務局から、何かありませんか。

事務局 （事務連絡）

議　長 　他に委員さんから何か意見などありませんか。
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それでは最後になりますが、私から確認といいますかお話をさせていただき
ます。

先月の農業委員会で、会長の解任がありましたが、その理由としては、「農
業委員会は鳥栖市が農地法違反を是正して農地転用許可申請をして来ない限り
は、受け付けをしない」ということで、再三このメンバーで確認をしてまいり
ましたけれども、この考え方は今後も変わらないということでよろしいでしょ
うか。

（挙手多数）

ありがとうございます。今日は前会長は欠席されていますが、以前の議会に
対する答弁等につきましても、違反状態のまま受け付けができるということを
答弁されておりましたけれども、私たちの考え方とは違うということをここで
念を押しておきたいと思います。

　１０番委員、どうぞ。

１０番委員 今のことに関連ですが、前局長の時、平成２９年度に、違反状態のまま受け
付けることはできない、商工振興課長に改善のない状態では受け付けしないと
いうことを私たちも聞いております。

再度、会長から確認ということで言われましたが、私もそういうことは聞い
ていますし、今後、市としても是正をしない場合は、前に進まないということ
を商工振興課にも、通告というかはっきり言ったらどうだろうかと思います。

これも、皆さんの審議をしていかなければならないですが、そこも含めて審
議をお願いいたします。

議　長 　はい、９番委員。

９番委員 私も、１０番委員の言われたようなことを聞いていますし、他からもそうい
う話は聞いておりました。

議　長 　事務局も考えは同じだと思いますが、どうですか。

事務局 　平成２９年度時点での話をさせていただきます。
（係長） 今話が出ました前局長の時ですが、商工振興課、また関係部長に対し是正を

しない限り受け付けないとはっきり指摘をしております。その時、私も同席し
ております。また、農業委員の皆さんにもその旨を報告させていただいており
ます。また、その時は前会長も会長としておられましたし、事務局にも前局長
と一緒におられ、前局長から直々にこの件は説明を受けておられます。

少なくとも、平成２９年度については、前会長から前局長に対し、一切反論
等はありませんでした。その後、どこでどうなったのかは分かりませんが、一
応その旨、報告させていただきます。

事務局
(事務局長)

私からは、前会長の答弁を作った経過などもありますので、答弁内容につい
て、受け付けをして審議するということを伝えていたと思います。

委員の皆さんからは違法状態だから受け付けることができないと再三、今も
ですが言われています。ただ、前から伝えていますが、判例といいますのは、
農地法で分かりづらいところがあると、まあ一般的にですが法で分かりづらい
ところがあれば、判例がカバーしてくるものと思います。
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それで、判例では農業委員会は申請があれば受け付けて審議するということ
になり、それを県に進達する、その中で許可・不許可が出ると思いますが、受
け付けというのはしなければならないということになっておりますので、違法
状態なので受け付けないということはできないと私は考えております。

議　長 　はい、７番委員。

７番委員 その判例の話は何度も聞きましたが、全然条件も違うし地域も違うし、鳥栖
は鳥栖。法的なことは我々には分からないけれど、７月から、新しい委員とな
られる弁護士さんに、申請があれば受け付けなければならないと言われればそ
うだし、プロの弁護士に判断を仰いで今のところは結果待ちでどうだろうかと
いう意見です。

議　長 この件の、受け付けをする、しないというのは、いろいろご意見あるようで
すが、実際に受け付けをしなければならないというのが、法律違反があっても
しなくてはならないのか、法違反があるものは受け付けなくていいということ
なのか、その辺の判断はまだまだ、裁判関係の結果も出ているようですが、正
式に、法違反をしたものを受け付けてして処理をしたという事例、そこまで
はっきりしたものはないようです。

３年間、このメンバーで話合いなど重ねてきましたけれど、なかなか答えも
出ていませんけれど、私たちの考え方につきましては、先ほど確認させていた
だきましたとおりで、現農業委員におきましては、その考え方（農業委員会は
鳥栖市が農地法違反を是正して農地転用許可申請をして来ない限りは、受け付
けをしない）を踏襲しながら７月までは進めていきたいということで私は考え
ております。

なお、それ以降につきましては、新しく弁護士の先生方もお見えになります
ので、その場での判断をしていただく、または直接裁判所に聞いていただく、
弁護士は依頼された方の味方しかしませんので、そういう事例等も全国的に集
めたりしていただければということで、期待しておきたいと思いますが、他に
ご意見等ありますか。
　はい、１０番委員。

１０番委員 今、事務局長から申請をされれば受け付けて審査をしなければならないとい
うことですが、違反状態の中で、申請をすることができるのかできないのか、
ここが一番問題だろうと思います。

農地法違反の状態で申請ができるということになると、何でもできるという
ことにもとらえられるます。だから、それは一線きちんとしておかないと、農
業委員会の中で違反状態であるならば申請はできないことにしておかないと、
今回は公の機関ですが、今後このような問題で民間が「公のものは認めて、民
間のはなぜ認めないんだ」という事例が出てくる可能性もあります。

だから、ここは一番大切なところだろうと私は思います。違反状態のまま
で、受け付けはできるのかできないのか。県に進達をするということを言って
いますが、県もそこまで我々に説明はあっていません。

この前来た時に、私は何回も言いましたけれども、農地法ではできると言っ
ていましたが、登記法上ではどうなのか、再三尋ねましたが、その答えも戻っ
てきていません。

そういう状態のまま、違反状態の中で受け付けをしなくてはならないのか、
拒否していいのか、本当に裁判の例が出ているということなら、そういう状態
の例を皆さんに公表しなくてはならないだろうと私は思います。

判例、判例と言いますが、実際同じような判例でないと意味がないです。そ
このところは、よく調べて判例を確認してほしいと思います。

13 



議　長 私たちは、新産業集積エリアの開発に関しては誰も反対をしているわけでは
ありませんし、農業委員会で農地法の手続き上の話をしているだけでありま
す。また、その問題が、農業委員会の土俵の上にのっているわけでもありませ
ん。申請自体なされていない、今の段階では用地買収もまだ残っているわけで
す。これについても、一括して審議をするという前々からの条件もあります
し、調査をする時間等もまだ残っているのかなと思います。

この件につきましては、改めまして鳥栖市が農地法違反の是正をしていただ
きまして、農地転用許可申請書を違法状態ではない、もしくはそれに対する大
義名分を付けない限りは農業委員会としては申請はいかがなものかということ
で、皆様と確認をしながらでしたが、今日のところは終わりたいと思います。

次回の定例農業委員会は、令和２年５月２０日（水)、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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