
令和２年３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３月１９日（木）

　開会　　９時００分

　閉会　１２時５５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　　１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 欠

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

　　５番　栗山　明信　委員　　６番　久冨　正ノ介　委員

　第２　会議書記の氏名

　　農業委員会事務局　磯野　徹治

1



　第３　付議案件

　発議第１号　鳥栖市農業委員会会長職の解任を求める動議

　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 ４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 １件

　議案第４号　農用地利用集積計画について １１件

　議案第５号　非農地の認定について ２件

　議案第６号　下限面積（別段の面積）の設定について

　報告第１号　農地法第５条の規定による届出について ９件

　報告第２号　農地法第１８条の規定による通知について ７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
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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３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９名、欠席者は２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１番委員と議席番号６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５番委員と議席番号７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。
　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許可申請につい
て、４件、１０筆でございます。

９番委員 　ちょっと、すみません。いいでしょうか。

議　長 　はい、９番委員どうぞ。

９番委員 　大事な話なので、、、

議　長 　では、議案審議に入る前にということでよろしいですか。

９番委員 　そうです。議案の前に、記録も必要かもしれませんけど、一応、前にしま
す。

議　長 　それか、今回の議案が終了してから審議しますか。

９番委員 　この問題は議案に上げなければならないかもしれません。

議　長 　それでは、今回の議題として入れるということですか。

９番委員 　議案として上げるか上げないか皆さんの賛同を得ます。大事なことですか
ら、審議の中に入れなければならないと思ってます。

議　長 　それでは、ここに提案している議案について終了して、それから議案に上げ
るかどうかを審議するということですか。

９番委員 　いいえ、大事な問題ですので、農業委員会の審議の中に入れなくてはいけな
いことだと思います。

議　長 　それでは、議案第１号の審議に入る前にしますか。

（「そうだ」という声あり）

１０番委員 　私が、説明します。

議　長 　それでは、議案第１号に入りましたが、一旦中断して、議案の前にするとい
うことで、ご意見をお願いしたいと思います。
　はい、９番委員、お願いします。

議　事　録

3 



９番委員 　先日、会長に、農業委員１０名で会長職の辞任を求める要望書を提出いたし
ました。この要望書を出すにあたっては、１０名の農業委員のそれぞれの思い
がある中で、会長にその思いが届いてほしいと思いながら、みんなで話し合っ
て決めました。そこで、会長は要望書から我々の気持ちをどのように受け止め
られたのか、お伺いいたします。

（１番委員途中入席）

議　長 　ただ今、１番委員がお見えになりました。
　それでは会に入る前ということで、９番委員からお話があった件について、
今日は一応資料を用意しておりまして、皆さんからご要望を頂いた件につい
て、会が終わってそれを皆さんにお渡しして説明しようと準備してきておりま
す。それで、よろしいでしょうか。

９番委員 　はい。

７番委員 　それは、いけません。審議の前に話をして、それから第１号議案からの審議
に入ってください。これをさばいてからにしないといけません。以上です。

１０番委員 　今、９番委員と７番員から話がありましたように、この農業委員会の審議を
する前に、話をしようということで委員の方から話があっております。この農
業委員会の審議をする前にその審議をして終了してから通常の審議をしてもら
いたい。そうしないと、この問題は審議よりも非常に大きな問題であります。
ですから、その審議を先にして、そして、農業委員の通常の審議に移っていけ
ればと考えております。

議　長 　それでは、説明する用意はしてきておりますが、事務局の方はどうですか。
どのような進め方をしますか。

事務局 　基本的にはこの前の文書をどういう取扱いをしているかというと、私的文
書、ということで私的な文書ですね。委員の皆様から出された会長との間の文
書ということで取扱いをお願いしております。農業委員会での議論ではなく、
委員の皆様と会長個人との意見取扱いということでしております。

７番委員 　それは違う。委員会の中での意見なので、委員会が始まってから話している
から、それは誤解があると思います。

事務局 　文書的には、皆さんが事務局を通して出したのではなく、個人で会長の自宅
に届けられたものという取扱いにしております。私的な文書です。
　ただ、議論をどこでするか、この定例委員会の審議を始める前にしなければ
委員会の審議に入れないというのであれば、前にしていただいても構いません
が、委員会には傍聴というのがあるのですが、委員会でない時に傍聴がおられ
てもいいのか。

１０番委員 　今、委員会を開きますと、会長は言われました。委員会の中で、通常の審議
をする前に審議をしましょうと提案しているわけです。あくまでも、これは委
員会です。「ただ今、委員会を開催します」と会長が言われてますから、この
審議は委員会の中でしてくださいということです。ですから、通常の審議をす
る前にその審議をしてくださいということを要望しているんです。皆さんの思
いも多分そうだと思います。
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７番委員 　追加ですが、議事録に残すか残さないかの話です。委員会の中なので、議事
録に残すことです。新聞記者もお見えです。だから、委員会を始めますと言わ
れた後に、会長代理が言われたのもそこです。以上です。
　進めましょう。

１０番委員 　今、会長の説明では準備しておりますということなので説明をお願いしま
す。

議　長　 　その前に、先ほど事務局長から話がありましたが、私が皆さんから要望書を
自宅に届けられまして、その内容について、皆さんにお答えすることが必要だ
と考えておりました。それを、どういうふうに扱うか、どういう形で皆さんの
ご要望に応えるようにしないといけないかということについて、市の文書の扱
いの担当課に聞いてみました。
　それについては、私的な文書であるということで、私的な扱いになると聞い
ておりましたので、公的な文書でないとすれば、そういう形で、例えば委員会
の中でということではなく、委員会で審議をするということは議案として上
がった内容について審議をしていくわけですので、議案に上がるということで
はなくて、私的な文書として私も皆さんのご要望にお応えしなければならない
ということで資料を用意して、委員会の審議が終わってから、皆さんにお配り
しようと思って準備をしてきております。
　もっと早い時期に皆さんに集まってもらってお話をする機会を持てばよかっ
たかも分かりませんが、今回委員会の場を借りて、ご説明をしようと考えてお
りますがいかがでしょうか。

４番委員 　会長は私的な文書、公的な文書と言われましたが、公的な文書とはどういう
ものですか。市長名か何かで出せばよかったということですか。

議　長　 　公的な文書とは、事務局に届けられ、受け付られて公文書となりますという
説明でした。
　いろいろとケースがありまして、文書を手渡されたり、個人的なという文書
と理解してよかろうと聞いております。

４番委員 　農業委員会そのものもが違う団体になるから、最終的に私的な文書となるの
はしょうがないかなと思います。特に、会長辞職を求めた要望書についての公
的文書は事務局を通してということになれば、事務局長名で公文書等を出せば
よかったということになりますか。

議　長　 　いいえ、事務局長名ではないです。事務局に出して受け付けをしてもらっ
て、ということで公文書になるという説明でした。
　だから、これはそれぞれの方で私の自宅に届けられましたので、私的な文書
として扱うというふうに説明を聞いています。
　ということで、私は皆さんのご要望があったことについては、お答えするよ
うに準備はしています。
　この提案されている農地法上の許可の事務についての審議とは別に、これが
終わって皆さんに資料をお渡ししてお話をしたいと考えておりましたが。

９番委員 　辞任とかということをみんなで渡したということは、辞任となった場合は、
議長する資格がなくなるから、審議する前に話をしたいというのが本筋だと思
います。会長に辞職依頼をしているから、みんな審議できない状態なんです。
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議　長　 　分かりました。農業委員会の議案審議というのは、提案されている議案につ
いて審議するとなっていまして、それとは別に審議に入る前に、私に対する要
望に対して皆さんに私の方から説明をするという時間を設けて今からやりたい
と思います。それで、よろしいでしょうか。

（資料を配布）

　前もって分かっていれば、会が始まる前に皆さんにお配りしてよかったんで
すが、議案の審議を終えてからと考えていました。
　先ほども申し上げましたが、私的な文書ということでしたので、私も私的な
扱いとして「確認してもらいたいこと」という内容で整理をしております。
　「はじめに」皆さんにご理解していただきたいというのは、農業委員会は農
地法による事項の処理、農地利用最適化の推進に関する事務を行い、事務局は
関係法令に基づきそのために必要な事務を行う、というふうにされています。
　「辞任要望の理由」の中に、「令和元年９月の市議会の答弁について」とあ
りました。このことについては、まず、答弁をしなくてもよかったのではない
かというご意見もありましたが、これに関しては市議会の議長から説明の出席
要求があれば、答弁しなければならないことになっております。これは、地方
自治法で決まっております。ご理解いただくために４ページに地方自治法を添
付しておりますので、ご確認ください。４行目に、「議会の審議に必要な説明
のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない」と
されています。

　次に、その間の答弁に至る経緯については、事務局から９月３日に質問の通
告、９月５日に答弁（締切）をしなければならないという連絡を受けまして、
答弁内容の事務局案を受け取りました。その折に、臨時委員会を招集するとか
いう話はなかったですが、私としては、基本的には委員の皆様には私が持って
いる情報については共有していただきたいと考えて進めてきましたので、情報
を共有してもらいたいということで、時間的な余裕はありませんでしたが、電
話で答弁の概要を連絡して意見をお聴きしています。連絡できなかった数名に
ついては、事務局の方から連絡をしてもらっております。
　それから、答弁の内容ですが、内容についてはこれまで勉強会などで全員で
共有している、これから述べる情報に基づいております。
　一つは３月の議会答弁（の内容）です。
　それから勉強会で県の見解が示されたこと。
　次に「具体的に申請をされ、要件が整えられれば受け付けなければならな
い」こと、これは農地法判例で事務局の確認であります。
　それから、商工振興課の説明において、現段階ではまだ用地の未同意があっ
て、申請の段階には至っていないこと。
　こういう、皆さんもお持ちの情報に基づいて答弁しております。新たなこと
について、私が独自に申し上げた内容ではありませんでした。

　答弁書の作成に当たっては、事務局案に対して、市議会はもとより市民から
安易に農業委員会が許可する見通しなどという誤解を生まないように、答弁の
冒頭に「農業委員会は農地法に基づく事務を行っており、今回の農地法違反に
ついては、誠に遺憾なこと」という文と、「申請がされれば」という文の前に
「具体的に」との文言を加え、委員のこれまでの意見に反した内容にならない
よう修正しています。

　次に、「９月定例会での議事録について」、議事録署名人の署名を受けて、
公表していないことについては、報告を受けていなかったので、今回の皆さん
方の要望書によって初めて知りました。
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　決裁の段階で事務局と話して内容が議案でなく報告であること、意見交換と
して質問した委員もあったこと、エリア事業の経緯や内容がなくて委員の意見
だけを公表すれば市民の誤解を招きかねないというようなことのために、そう
いった意見がなかったものとはせずに、記録を残して、意見交換を深めるため
に使おうということで、決裁段階で話をしておりました。
　なお事務局では、これまで議事録公表は議案審議の内容のみとしてきており
ます。今回、このことを知った時点で事務局に確認し、早急に意見交換の内容
を含め、議事録署名人に説明し、速やかに公表をするように指示をしておりま
す。

　次に、「勉強会で途中退席された委員が多かったこと」についてです。勉強
会は、委員の賛同を得て各委員が自由に意見を交換できる場として、活動に役
立つような内容で進められております。農繁期には行わないなど、任意の集ま
りであります。
 １２月の集まりは、議会審議を報道した新聞記事に関する２回目の集まりで
した。
 １回目では経済部長に対し、報道された答弁内容が農業委員会に対する誤解
を生むとして、記事の訂正を含めて申し入れ、２回目はその結果の説明を受け
るものでした。
　この会では経済部長以下、商工振興課が議会出席のため、事務局の方から商
工振興課が記者に申し入れたこと、それから新しい記事について説明を受けて
います。その折、いろいろな意見が交わされましたが、記事は誤解を生むので
農業委員会の意見を知ってもらう必要があるとの意見がありました。これに対
しては、農業委員の意見をまとめて市長に意見書を出すことができるのでまと
めますか、そうすれば意見を知ってもらえますとの意見を出しましたが、そう
しようという（委員からの）意見はなく、継続して意見を交換していくという
ことで進めたところです。
　委員から「商工振興課関係者を呼んで来い。」と言われたことがきっかけ
で、トイレや帰った委員が多かったということです。
　意見の流れで呼んでくるのを待つことはないと思われたのか、多忙のため帰
宅されたのか、自主的な参加なのでやむを得ないという判断をしました。
　今後は、今期の委員の任期中に市長に対して、各委員のいろいろな意見をあ
げて、市長部局の速やかな対応を申し入れる意見書を出すことについて、話し
合うことが考えられます。

　次に、「次期農業委員の推薦、応募を辞退するよう求めたが受け入れなかっ
たとされたこと」についてです。
　農業委員の推薦・応募は市町村長があらかじめ農業者、農業者が組織する団
体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする
者の応募をしなければならないと農業委員会等に関する法律で定められていま
す。委員会で次期委員の推薦応募を辞退するよう求められても答えることはで
きませんでした。

　事務局からは公募は２月２８日の締め切りで行われていると説明を受けまし
た。「辞退するか答えないと２８日の締め切りでは間に合わない」、「これだ
け辞退しろと言われたら、普通ならやめる」、「弁護士会への依頼文書を配
れ」、「依頼文書では農業委員の現地活動を過剰に書いているのではないか」
などと、委員から推薦公募を辞退するような発言が相次いでありました。
　事務局からは市長名で公正に弁護士会に依頼をしていると説明を受け、「農
業委員会は新制度のスタート期にあって農地の最適化推進に取り組んできた」
こと「新産業集積エリアについて」は先に説明した通りの意見を言いました
が、「言い訳が長い」「（次期委員に）応募するかしないかだけでいい」など
の発言で、推薦や応募しないという答えを求められ、意見を言えるような状態
ではありませんでした。
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　そのため、「佐賀県女性農業委員協議会」、以下「女性の会」としますが、
から、女性が農業委員になることが困難な状況なので続けてほしいとの強い意
向があり、決めかねているということをお答えしました。
　自分から「女性の会」に働きかけたということではありませんので、「女性
の会」に説明もせずにその場で応募しないということは言えませんでした。

　その会議後、「女性の会」に対し、辞退を求められたことや要望に応えるこ
とは難しいと伝えたところ、女性委員の選任が難しい現状にあるので引き続き
取り組んでほしいとのことで推薦状が届けられました。参考までに、推薦状を
添付しております。

　しかし、中立委員としては弁護士会で推薦される見通しがあることを確認し
たので「女性の会」の推薦には応じられないことを伝えています。
　以上のことから、私はこれまで決して、会長の権限を著しく逸脱、乱用する
行為は行っておりません。
　最後に、今期はじめに、会長を引き受けてくれと要請され、これは予想もし
ていないことでしたので、中立的委員で、農業者ではないので、中立的な委員
として自分に何ができるのかとの迷いもありました。ただ、経験と中立的立場
が農業委員会の活動に役に立つのならとお引き受けをしたところです。
　これまで、会長、中立委員として、鳥栖市農業委員会が法令を遵守し、各農
業委員が会の運営に関わり、課題を共有してどうしたらいいかを議論しながら
農地法に基づく審議や地区での農地利用最適化に取り組めるよう、微力ながら
ここまで努めて参っております。

　最後のページに農業委員の推薦書ということで佐賀県農業委員会女性協議会
の方から推薦状が届けられましたので、これを添付しております。
　自宅に２１日に届けられましたが、その後、推薦に応じられない旨の連絡を
しております。
　以上、私の方からまとめた、これはあくまで私的な文書ということなので、
皆さんに経緯の確認をしていただいて、私がどういう姿勢で取り組んできたか
ということについてご理解、確認していただきたいと思い整理をしたところで
す。

１０番委員 　私から会長にお聞きします。
　私も直接見たわけではなく、聞いた話によると、ある協議会の会長のところ
に私的に行かれたか公的に行かれたの分かりませんが、そこに行かれたという
ことは聞いております。

　会長自身がどういう条件でそこに行かれたのか、またどういう話をされたか
そういうことも分かりませんが、会長が農業委員会の仕事、議題のことで行か
れたのか、他の用件で行かれたのか、その説明をお願いします。

議　長 　ちょっと、最後分かりませんでした。

１０番委員 　私的に行かれたのか、公的に行かれたのか、ある人のところに行かれたと聞
いております。これは事実だと思います。事実でしょ。

議　長 　よく分かりませんが、その協議会というのは、「女性の会」のことですか。

１０番委員 　農業生産者組合の○○さんのところに行かれた件です。それが、農業委員の
仕事として行かれたのか、私的なことで行かれたのか。なぜ行かれたのか私た
ちも分かりませんので、その説明をお願いします。
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議　長 　分かりました。○○さんのところには行きました。それは、事務局の前で○
○さんにお会いした時に、車のそばで話をして、農業委員の業務でもある農地
利用の最適化について各地区で取り組むのに、どういう視点でしたらいいかと
いう話もしました。

　その時、○○さんから、私は中立的な立場として入っているから農家の皆さ
んとは大変認識の差があるので、進め方についてはなかなか難しいところがあ
る、と言われました。率直な言葉で言われましたが、私は頭がいいけれども農
家、自分も含めてバカだというようなことを、極端なことをおっしゃたので、
私はそれが気になっていましたので、○○さんに会って詳しくそのお話を聞き
たいと思っていました。

　それは、先ほどご説明しましたが、お引き受けした時に私が農業者ではない
ので、中立的な立場で農業委員会の活動にどういう姿勢で向き合えばいいのか
ということについては常に自分で自問自答しておりましたので、そういう意味
で長く経験されている○○さんにご意見を聞きに行ったわけです。

　行った時に○○さんは７番委員さんも呼ばれて、私は全然そのようなことは
予想もしていませんでしたが、私は農家の皆さんとも立場が違うし、現実は厳
しいというような話があったり、私がそういう集落での話をどうとか農地の利
用集積がどうとかということは理想的なことであり、現場で進めるということ
は無理があるというお話もお聞きしました。

　それから、いままでの農業委員がどうだったかという話とか、率直な意見を
いろいろ聞きました。
　そして、その時に、次期の農業委員についは、私は辞めた方がいいという話
もありました。それは、７番委員さんもそこにいて、そういう話がありまし
た。いろいろ問題、課題もこれから厳しくなっていくので、今の私の現状認識
は甘いというか、私のことを心配して下さっているというふうにも理解してい
ましたが、大変傷つくことにもなるので、来期は出ないがいいよというお話が
ありました。だから、別に、それをお願いに行ったとかいうことは考えており
ません。

　それは、事務局長にも、○○さんのところに行ってきて、そういう話があっ
たということは伝えています。

１０番委員 　今、いろいろ話を聞きました。その進め方をどうしたらいいかということ
を、農業委員になぜ相談しなかったのですか。
　会長は○○さんに相談に行かれて現状を聞きに行かれた。ならば、農業委
員、農地利用最適化推進員の皆様に今後の農政について農業についてどうした
らいいだろうかと誰かに相談をしましたか。あなたが進めようとしている理想
の相談をというか。この農業委員の中に相談を受けた人はいないだろうと思い
ます。

　最終的に、あなたが○○さんのところに現実を見るために行かれたというの
は、公的なことで行かれたのだろうと思います。
　

議　長 　私的なことです。私が農家との関係がありませんので、いろいろ意見を聞い
たりすることがないので、○○さんとは以前からお知り合いだったので、私的
なことで、行っております。農業委員会の会長としての立場ではないです。

１０番委員 　私的なことで行かれるならば、事務局長に報告する必要もないわけでしょ
う。

議　長 　次期の委員についての話もあったからです。そういう話もあったので、言っ
ておいた方がいいという判断から、事務局長に伝えました。
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１０番委員 　ということは、公的なことも半分くらいは含まれているわけですね。
　ここには農業委員の中に１０名、農地利用最適化推進委員は１５名いる中
で、鳥栖の農業集積について農業委員、農地利用最適化推進委員としてどうい
うふうに進めようかという相談をなぜしなかったのですか。

　みんな相談を受ければ、ある程度の討議もするでしょうし、勉強もするで
しょう。でも、この中にそのような相談を受けた委員は一人もいなかったので
はないかと私は認識しています。そのような相談を積極的にやらなかったとい
うことも私は感じています。あと、くどくど言っても仕方ありませんので、他
の人もお話があると思いますので、その辺も含めて話をしてください。

議　長 　なぜ、○○さんにお尋ねしたかといいますと、集落営農として実績を持って
らっしゃる方なので、いろいろ集落での話し合いを進めて行くうえで、私が分
かっていないこと、考えておいた方がいいことなどについて何か助言や、お話
をお聞きしたいと思った行ったわけです。私は皆さんとは違って農業者との繋
がりや集落での活動、ということもなく、そういう実感がなく進めて行くとい
うことについては、いつも自分でどういうふうにしたらいいか考えていること
もありましたので、そういうふうにしました。それ以外には７番委員にお伺い
したり、同窓生とお話していく中で、農業、農家の集落での現状とかを伺うよ
うにはしていました。

　それから、女性農業委員の会でも積極的に女性農業者の方と話をして、現状
を理解するようにと個人的にはやってきています。
　それから、もう１つ、なぜ他の委員に相談をしなかったのかという話があり
ましたが、他の委員さんとは相談ということではなく、勉強会等を通して各現
地の研修、この前１番委員にもお願いしましたが、実際に鳥栖市の中での活動
事例などをご報告いただいたり、みんなで勉強会などで農地の最適化を進めて
行くとこについては農業委員会の仕事なので、勉強会・研修会を通してできる
だけ皆さんのお役に立つような情報を提供したり、企画したりやってきており
ます。その中で個人的にどうしたらよいかということについては私の意見を伝
えしたりしてきたと思っています。

７番委員 　簡単に２つだけ質問します。
　会長の弁明の中で議会答弁の内容を聞いていましたが、結局、追認ありきの
答弁をしている。追認の形の答弁をしている。市部局寄りの答弁をしてきてい
る。農業委員会は是正して提出しなさいという話ができていた、総意としてで
きていた。なぜ、そういう答弁をされたのか。

　もう一つは、９月の議事録は議会のことを削除している。なぜ、削除した
か。２点。

議　長 　２つ目がよく分かりませんでした。
　１点目は、追認についてということで答弁をしたということについてですよ
ね。

７番委員 　農業委員会は追認は認めておりません。何でしたんですか。

議　長 　議会答弁については、ここに書いておいたけれども。

７番委員 　簡単にいいです。

議　長 　説明させていただきたいと思います。皆さんに理解してほしいことがありま
すので。
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　議会の答弁は、先ほどから申しましたように、追認について認めるというふ
うに誤解を受けないようにということは私も認識しておりましたので、先ほど
説明したように、先に「大変遺憾なことだ」というのを３月議会で答弁の冒頭
で説明していますので、そのことについて冒頭で申し上げるということをして
います。それが１つです。

　それから、議会で追認するということは言っておりません。県のほうから追
認で受け付けることはできるという見解が勉強会で示されたということを述べ
ております。農業委員会として追認するということは言っておりませんので、
そのことはご理解いただきたいと思います。

　ただ、答弁が大変短く簡潔になっているので、そこが誤解を生むことがない
ようにと注意をしたつもりです。
　先ほど言ったように、これだけは譲れないというところ、農地法違反という
のは誠に遺憾なこと、ということは絶対加えないといけないことということで
加えております。それは皆さんにも申し上げたとおりです。

７番委員 　誠に遺憾と言いながら、誠に遺憾ならば、是正して持って来いと言うべきで
はないですか。
　是正して、仮登記の状態に戻して申請をしなさいと言うべきではないです
か。
　遺憾という、日本語になってないですよ。遺憾と言いながら、下は認めてい
るのではないですか。

議　長 　認めていませんよ。答弁を見ていただいたら、答弁がありますか手元に。私
が答弁した内容について答弁書を皆さんにお配りしたいと思いますが、日本語
になっていないということはないと思います。私が今言ったところで、皆さん
の意見を代表して言うというのを分かっていただきたいと思います。
　だから、それが遺憾であることについては全くなくて、そういうふうに「県
から見解が示されたのでそれでやります」というふうなことではおかしいの
で、３月議会で申したとおり、農業委員会は農地法の事務を扱っており、大変
遺憾であるということ、それから、勉強会で県の見解が示されたこと、という
ことを出しているだけで、見解が示されたからどうということは言っておりま
せん。

４番委員 　このことにつきましては、私も９月の市議会答弁については何回も意見とし
て言わせていただきましたけれど、非常に違和感があったということは、農業
委員の皆さんも感じておられたということです。

　答弁の中に、登記を戻し仮登記をし直すという方法が残っていたにも関わら
ず、先ほど７番委員が言われたとおり、追認のことだけが表に上がったという
ことが一つは誤解を生んでいるのではないかと思います。

　また、会長が今日ここに回答されている中で、これまでの農業委員の皆さん
の意見に反した内容にならないようにしたと書いてありますが、逆に言えば、
委員には刺激をしないように、追認の方法で返答したというふうに、この文章
だけでも私は感じます。

　それだけ、登記を戻し仮登記をし直すというやり方を全く消したような、事
務局長も含め、そういう感覚を私は持ってます。そこについて、非常に疑念を
感じています。

　９月の議事録については、署名をしておりません。これは私のことでござい
ますけれども、これにつきまして、１２月の定例農業委員会だったと思います
が、皆さんの前で「私は議事録に署名はしておりません、中身が納得できませ
んでしたので。」とお話をしています。

11 



　「会長は、このことについてはあまり覚えていないと言われました」ので、
委員の皆さん方に会長が覚えていないと言われたことを話したところ、私が
言っていたことを皆さん方は覚えておられました。なぜ、会長は覚えていない
んだろうという委員さん方の意見がありました。
　私からは、この二つのことが大きく疑義を生んでいるというところです。

議　長 　まず、答弁について、私が「確認してもらいたいこと」で整理したところの
２番の９月市議会答弁については、委員の皆さんの意見に反した内容にならな
いようにしたということは、これは是正する方向で進めていることの表現であ
る、というようなことを言われましたか。

４番委員 　逆に言うと、委員の皆さんを刺激しないように追認の方向で話を持って行っ
たのではないかと捉えられます。

議　長 　今までの私の在り方というか、農業委員の会長として進めてきましたが、刺
激しないようにとか、発言を抑えてといったことは一切考えておりません。私
は最初から申していますように、誰か特定の人、声の大きい人、発言がよくあ
る人の意見だけで進められないように、皆さんが意見を言えるような会にした
いと当初から思って進めてきていますので、決して皆さんを刺激しないように
といったことを考えたことはありません。
　また、私が持っている情報は基本的にできるだけ皆さんにお伝えするという
ことに徹しています。議会の答弁については、本当に突然のことで時間的な余
裕がなかったんですが。

７番委員 　それは理由にならない。時間がなかったというのは理由にならない。

議　長 　理由にならないとかではなく、事実を申し上げています。理由を言っている
のではありません。
　そういうことがあって、皆さんを集めて意見を聞かなければならないという
事務局からの指示もありませんでしたし、その内容については誤解を生むよう
な内容でもなく、今のご意見を考え合わせると、追認する方向で農業委員会は
判断しているんだという誤解を招きかねない内容だったので、先ほどから言っ
ていますように、大変遺憾であるということを３月議会でも申し上げてきたよ
うに、遺憾であるということは絶対入れなければならないことと、申請がされ
れば簡単にできるということではなく、具体的に申請がされれば、「具体的に
は」とは受け付けて何か問題があればまたお返しすることもあるわけですの
で、そういう表現を入れさせてもらったということです。
　決して、刺激しないでこっちに持って行こうとかそういう意図は全くありま
せん。

４番委員 　会長の気持ちは理解しました。ですが、かたち上、そういうふうに捉えられ
たという結果になっているのではないかと思います。

議　長 　分かりました。それで、先ほども言いいましたが、ご意見がいろいろある事
を、「元に戻さなければならないのでは」というご意見をお持ちである方もお
られるという、そういうことを具体的な意見としてお聞きして、できれば今日
（様式を）お配りしたいと思っておりましたが、どういうふうにしたらいいか
ということについて、皆さんの意見をまとめて、市長に農業委員会の意見とし
て出すということが考えられると思います。ただ、そういう形でやった方がい
いかどうかというのは、以前お話した時にはそれでやろうということにはなり
ませんでしたので、これから継続して話し合っていくことであるとして進めて
きたことです。
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４番委員 　実際、会長の気持ちというのは、新産業集積エリアの追認とかいうのはな
かったと考えておられる、しかし、農業委員さんから見ると、追認の方向で進
んでいる、そういう気持ちの入れ違いが生じているのは事実だと思います。

　世間も報道等がなされたことにより、鳥栖市の農業委員会が追認の方向で進
んでいるということになっているのも事実かと思います。
　そういう個人の気持ちの入れ違いを今、議論しても事は収まらないのかなと
いう気はしております。
　私は、動議を提出したいと考えております。

（「賛成」という声あり）

１０番委員 　今、４番委員から動議を提出したいと言われております。その前に、県から
来られて勉強会で説明がありましたが、その時は一方的な説明だけでした。
　我々は、事前に県からの説明があるということも聞いてなかったし、一方的
に言われた。その中で、県の考えでは農地法では方法があるということだっ
た。これはあくまでも県の考え方。農地法違反なんです。国の考え方は違うか
も分からないのです。その中で私が尋ねたのは、登記法ではどうかということ
を何度も尋ねました。農地法上はそういうことがあるでしょうけれど、登記法
上の問題はないのかと私は何度も尋ねました。しかし、その答えは出ておりま
せん。県からの説明もなければ、文章の説明もない。その中で、追認する方法
について、許可権者である佐賀県の考え方の説明は受けたということ、「登記
は元に戻さず」ということは書いてある。これは、決定も何もしていないんで
すよね。農地法のことは書いてあるが登記法のことは書いてない。なぜ、会長
はそこを聞かなかったのですか。そして、なぜ委員の方に説明しなかったので
すか。

　会長だけが、これありきの問題ということで受け止めているんです。
　だから、登記法上ではこうなります、農地法上ではこうなりますと、私が質
問したのだから、その文章なりをもらう必要があったのではないですか。た
だ、それももらわずに、そのままうやむやにされている。ただ、説明を受けた
ということだけで、それは答えになってない。

　５月１０日に佐賀県農山漁村課から文書はもらっていますが、その辺の行き
違いもいっぱいあるわけです。
　それで、佐賀県からの文書をここにいろいろ言われていますけど、その考え
方が少しおかしかったんではないか。

　もし、会長がこういう答弁で発表するのであれば、こういう文書で答弁しま
すがどうですかと委員の方に説明をするのが当然でしょう。
　日数がないから、３日に受けて５日に答弁、４日はあったのではないです
か。４日に臨時総会を招集できたのではないですか。なぜやらなかったんです
か。会長の権限でできたはずですよ。会長職の権限で事務局を通じて「議会の
答弁をするから、この答弁内容でいいですか」ということを委員の皆さんに
伺って答弁するべきではなかったんですか。会長というのは人を集める力はあ
るんでしょう。どうですか、事務局。会長職は、招集する力、「招集する力」
と言ったら語弊があるかもしれませんが、そういうものはあるはずです。

　であるならば、３日に受けて５日に答弁ということは確かに日数はない。だ
けど、３日にそういうものをもらって、答弁をしなくてはならないが、答弁書
を事務局が作ったかは知りません。会長が作られたかどうかもしりません。答
弁内容としては、これこれの答弁をするけど、この答弁内容で委員会としてよ
いか、まとめをなぜしなかったんですか。
　会長単独か、事務局単独か分かりませんが、その辺の返事をお願いします。
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議　長 　なぜ、臨時に集めなかったのかということですが、私はやはり事務的なこと
は事務局に負うことが多く、こういうことで答弁をしなくてはならないと聞
き、いつ答弁、答弁の内容について言うべきところを言って、おかしいところ
は直して、皆さんの意見は十分そこに反映されるとして、答弁したつもりでし
た。電話で、９番委員、７番委員、５番委員、６番員とか何人かに意見を聞き
ました。こういう内容で答弁することになりましたのでと聞いたところです。
そこで、いやおかしい、元に戻せということを言わないといけない、というよ
うなことはお聞きしませんでした。一応、私は県の見解について容認したわけ
ではありませんので、それは皆さんと一緒です。一方的に説明を受けただけで
す。勉強会で県の見解が示されたということを議会で答弁したのみです。だか
ら、それ以上の答弁はしていないという自覚です。

　登記法については、県の勉強会の時に出ましたが、それは事務局に法務局に
も確認はできないのかという話もしています。それは、私が調べるということ
でもありませんでしたし、あれはどうなっているかと言われればしなければい
けなかったことだとは思いますが、意見があった後、事務局にも県にもこうい
う意見があったということは言っております。

　これらのことについては、勉強会で皆さんの意見を聞きながらずっとやって
きていますので、私が特別に自分でどうという判断していないと自覚しており
ます。

９番委員 　分かりました。今、いろんな話を伺って、会長は追認是正は認めないという
今の気持ちであるなら、今後それを撤回するなり、公的な弁ではっきりしても
らう予定があるのですか。
　動議とかいう話にもなっているから、そこまではっきりしてもらわないと、
市を相手として刑事告訴するとか法的な形で示さないと収まらないと思いま
す。

　
議　長 　私の気持ちというか、私としては先ほどから説明していますように、県から

「元に戻さないで受け付けることができる」ということは、皆さんと一緒に説
明を受けました。それは、一緒です。それについて、それは認めるとか言って
ないので。議会の答弁は確かに誤解を受けるような言葉足らずであったところ
は大変申し訳ないと思いますが、勉強会で何があったか、農業委員会でどうか
というような話でこういうことがありましたということを言っているだけで
す。これで進めるというようなことを勝手に言ったことはありませんので、そ
れを取り下げるということにはならない。

９番委員 　しかし、新聞でも鳥栖市は追認是正で対応・報告ということで、市民の人た
ちはみんな知っているわけですよ。だから、それが違うというなら、先ほど
言ったように何らかの形ではっきり違いますとか。

議　長 　新聞の報道はどれを指して言っているのですか。

９番委員 「農地法違反、追認で」と付いているではないですか。

議　長 　私は農業委員会として容認しますとか言っているのではありません。

９番委員 　農業委員会としてはそうでしょうが、新産業集積エリアの課長さんたちが言
うからこうしてるんでしょうが、こういうことを書かれたら、逆に農業委員会
としては、追認は認めていないとかはっきり言ってもらわないと。

　１２月１１日水曜日の朝刊、佐賀新聞です。
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議　長 　それについては、記事の修正も含めて、経済部長の答弁ですと言ったでしょ
う。

９番委員 　でも、何も訂正されてないでしょう。市長には言ったかもしれないですが、
結局、公的に新聞一つ来もしないし、訂正をしたとか何も聞いてない。

議　長 　それについて、農業委員会として元に戻す、以前の説明でいくとＡ案Ｂ案あ
りましたが、Ａ案の元に戻して行くべきだと皆さんの意見としてあるのでした
ら、そういうことを出さないといけないですが、今はまだその段階ではない。
記事は勝手に書いているからおかしいと抗議にしているわけで、私が判断して
どうということにはならないと思います。

　意見についてですが、皆さんの意見として元に戻さないといけないという意
見もあるので、農業委員会として意見をまとめて市長に出すのはどうかと私は
考えています。

１０番委員 　先ほど私が質問したこと、なぜ全員の意見として農業委員会としての答弁を
しなかったのかということです。２・３人に電話で確認してって、こんな大事
なことを電話で済ませますか。

　議会答弁内容は公的に残るんです。それを電話で確認するという考え方がお
かしんではないですか。
　こういう大切な公的に残る議題、その答弁については、農業委員会の皆さん
の意見を聴収しそれを会長としてまとめて答弁するのが筋ではないですか。そ
れを、２・３人に電話で確認して聞きました、そういうことはありませんでし
たとか、だから判断が誤っているのではないですか。裏を返せば、会長として
の判断が誤っているのではないですか、と言ってるんですよ。

　これは事務局が作ったのか会長が作ったのか私は知りません。しかし、答弁
した以上は、会長として、農業委員の全責任を負うわけです。
　そういう重要な項目に対して、電話で確認した、元に戻すとかそういうのは
なかったとか、そんな大事なことを電話で済ませますか。これは、当然、会長
としての資質を問われるんじゃないですか。

　電話でしました。とかいかにも答えが正確にやっているように言われていま
すが、全然正確ではないですよ。答えになっていない。
　２・３の人には電話がかかってきました。私にはかかってきませんでした。
なぜ、私にはかけないんですか。そうしないと、会長、独断で答弁したと言わ
れても仕方ないのではないですか。

　農業委員の同意も得られていない、話し合いもしていない、ということは会
長が独断でそういう判断をして、あるいは事務局かもしれませんが、判断して
答弁したと言われても仕方ないですよ。

　そこのところは、少し間違っていたのではないかと言っているんです。
　新産業集積エリアのことで県が説明に来られました。その後にあなたが何か
したとか言われましたが、これは５月ですから何回もそのことについては答え
を出す機会はあるはずです。こういう農業委員会の中でも。会長が本当にそう
いうことをするならば、登記所などに行ってその答えをしっかり見て、こうい
うことですと答えもあっていいはずです。そういう答えも全然あってないんで
す。

　だから、ここにおられる農業委員の皆様が、不信感を持たれているんです。
こういう問題が起きてくるんです。

７番委員 　これは別個だが、９月の議事録は勉強会と言って一部の議事録、一部の文書
を削除してますね。４番委員は署名をしていないと言っている分です。なぜ削
除したんですか。
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議　長 　一部削除と言われますが、どこの部分を削除しているということですか。議
事録の件については、先ほども説明しましたが、議案審議の内容を議事録とし
て皆さんにホームページで公表するということを今までやってきています。内
容についていろいろ誤解を生むということがあってはいけないので、勉強会の
記録はなかったことにはしないで、記録として残して、また勉強会の時に使い
ましょうという話をしています。だから、私はそれを削除することを指示はし
ていないです。

７番委員 　局長、それは本当ですか。局長は知っているはずです。これは本当ですか、
嘘ですか。

事務局 　今までも、新産業集積エリアの件は議事録には載せてなかったですし、今日
これだけの意見を載せるかというのもありますが、そういうこともありますの
で、載せてないです。

　もう一つ、今調べていますが、議案に載せるのは審議過程ということで、審
議する分になります。議案の審議が基本で、その分を載せることになりますの
で、今調べています。

７番委員 　県とか市とか委員会後に説明されました。県からの説明は議事録に載せてな
いですか。その時の勉強会の県の見解は議事録に載せてないですか。

事務局 　確認しますが、載せてないはずです。

７番委員 　それなら、議事録にも載せてないようなことを、市議会の公の中で言うんで
すか。
　許可権者である県は、認めますと公の場で言っているではないですか。

事務局 　県が認めるとは言ってないと思います。

７番委員 　認めるではなくても、許可権者である県の言うとおりに、とそちらの方に
いっているじゃないですか。局長は。
　局長は、農業委員寄りか市当局寄りか、どちらですか。

事務局 　基本的には、あくまでも事務局です。どちら寄りにもなりませんが、申請が
あれば受け付けるということは説明したいと思います。時間も押してきました
が、ここに、判例があります。

７番委員 　それはこの前も聞いたが、それは法律違反をしているという例でないので全
然違うから、ここは鳥栖市の農業委員会。よその例を持ってきても何もならな
い。

　法律違反をしているものは受け付けられない。よその判例を読んでも何もな
らない。そんなことを言うから鳥栖市寄りなのではないかと疑いたくなる。

事務局 　判例にあるから、受け付けなかったら、私たちが訴えられます。

７番委員 　そんなはずはない。法律違反しているのを受け付けられるのか。それなら、
審議せずに受け付ければいい。こんな話はしなくていい。黙って受け付ければ
いい。

事務局 　今、受け付けられる状態ではないです。
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７番委員 　それなら、受け付けられないんじゃないか。

事務局 　ですので、受け付けてないです。

４番委員 　今、会長の答弁とか回答、局長の回答をふまえて、我々も誤解がある分もあ
るかもしれないし、会長たちの誤解もあるかもしれないですが。
　ただ、先ほど言いましたとおり、動議を提出いたします。
　動議の内容としては「会長辞職の要求について」これを動議として提出させ
ていただきたいと思います。
　それをふまえて、動議の内容も皆さんで考慮していただきたいと考えていま
すので、ここで動議を提出させていただきたいと思います。

（「賛成」という声あり）

議　長 　解任の動議を出されましたが、私としては解任の理由というのは、今いただ
いている要望書の内容ということと考えてよろしいですか。

４番委員 　それが主になると思います。それも含めて、会長の答弁を聞いた中での皆さ
ん方の判断になるかと私は考えています。

議　長 　もう一度、最後にご説明させていただきたいことがあります。
　答弁については、時間がなくても電話連絡ではなくて臨時に集めて話をする
べきだったという意見がありました。確かに、判断を間違ってたかなとは思い
ます。

　やり方としては、事務局からそういうふうに招集してしなければならないと
いうことがなかったことと、前の会長が議会答弁をされていますが、その時委
員会を開いてということはなかったと聞いておりますので、そういったことが
私の判断するのになったかと思います。しかし、一番大きかったのは、答弁を
する内容が、皆さんの意に反した内容を言うわけではないという自覚があった
からです。それはなぜかと言いますと、３月の議会でそういう農地法違反が
あったということは大変遺憾であると最初に申しあげましたし、勉強会では県
の見解が示されたということ、具体的に申請がされれば、受け付けるという皆
さんが今お持ちの意見に反したことではなかったと自分では思っています。恥
じることなく、これは言えますので、それだけは説明させていただきたいと思
います。
　勝手にやっていることではないので、それだけは確認していただきたいと思
います。

１０番委員 　会長から前回の会長からそういった招集はなかったと言われました。それは
前回の会長は前回の会長、現会長は現会長なんですよ。慣例に従う必要はない
んです。だから、そこが会長が大きく判断を見誤った、みんなそこに疑問が残
るんです。ですから、会長の考え方、みんなに寄り添った考え方、そういった
ものがなくて、答弁をされている。
　しかし、新産業集積エリアというのは、もう６年目なんです。そのくらい重
要な問題なんです。この任期の前から、何回も勉強会をしています。裁判所の
問題、弁護士の問題、県に具申をしなければならないとか、何回も勉強をして
いるんですが、その時にどうしろという答えは出てないんです。
　にも関わらず県からのこういった説明で、これは農地法違反であるけれども
農地転用に関しては問題ないと言われた。これを鵜呑みにされているのではな
かろうかと私も思っています。この時にも結論は出ていない、説明だけでし
た。だから、農業委員会としては、当然、勉強会をしたとか何をしたとか言う
必要はなかったと私は思います。
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　そして、農業委員会としては、まだ何もお答えすることはできない、これが
現実だろうと思います。農業委員会が答えること自体がおかしいんです。勉強
会をしたとか県からの説明があって見解が示されたとか、言う必要がないんで
す。

（「議案の追加をお願いします」との声あり）

議　長 　最後に一言。勉強会の折にも皆さんにはご意見を聞きましたし、これで意見
をまとめて市長に提出するということを考えられますということは皆さんに言
いましたが、その折に、皆さんからそうしようと、今は農業委員会としては安
易に承認するように誤解を受けているのでそうしようという話はなかったの
で、私としては継続して進めていくということで今現在に至っているわけでし
て、何もしなかったということではないと思っています。しかも、私が一人で
判断するということではなくて、あくまでも皆さんの判断に基づいて私が代表
として議会の中で答弁したということです。皆さんの意見に反して言ったとい
うことはないと思っております。

事務局 　４番委員から動議の発言がありましたので、鳥栖市農業委員会会議規則第
１１条の規定により、１名以上の賛成があれば成立することになりますので、
賛成か否について採択を取ることになります。

　賛成がなされれば、この件を議題として追加する必要があります。
　

議　長 　それでは、４番委員から発言があった私の会長解任の動議ということであり
ましたので、賛成の皆様は挙手をお願いいたします。

（挙手多数）

　賛成多数と認めます。本件は、鳥栖市農業委員会会議規則第１１条の規定に
より動議は成立いたしました。
　よって、本件を議題追加とするため、暫時休息といたします。

（休憩）

議　長 　再開いたします。
　この案件につきましては、私の会長職の解任に関する事項となりますので、
議長を会長代理にと交代いたします。私は、会長代理の席の９番に着席いたし
ます。

議長
(会長代理)

　議長を交代いたしました。
　それでは、発議案第１号「鳥栖市農業委員会会長職の解任を求める動議」に
ついて審議いたします。
　まず、動機の内容、提案理由の説明を求めます。
　はい、４番委員どうぞ。

４番委員 　動議の説明等をさせていただきます。
　議案書の内容「鳥栖市農業委員会会長職の解任を求める」議案についてでご
ざいます。まず、理由といたしまして、読み上げる前に、一番最後ページの別
紙１の「令和元年９月９日の鳥栖市議会の一般質問において、○○議員からの
質問に対し、会長は、次のように答弁しておられる。」ということで、議会の
答弁内容のおさらいをしておきたいと思います。
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　○○議員から、「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
考え方が示されたというふうに言われました。ということで、市農業委員会と
いたしましては、これに対してどういう見解をお持ちなのか、お尋ねいたしま
す。」という質問であったかと思います。
　会長から、「○○議員のご質問にお答えします。
　まず、農業委員会は、農地が適切に利用されるよう、農地法などの法令に基
づく事務を行っております。
 改めて、今回の農地法違反については、まことに遺憾なことであると存じて
おります。

 ３月の議会で答弁いたしましたとおり、平成３１年２月に、市長部局から２
つの是正方法について一般的な説明を聞いております。２つの是正方法につい
て、一般的な説明を聞いております。
　その後、平成３１年４月の農業委員会定例会の後で、鳥栖市長を初め、担当
部課長より進捗状況の説明があり、２つの是正方法のうち１つ目の登記を戻し
て仮登記を設定る方法については、担当課のほうで、考えられる課題について
確認、検討している状況であるという報告がありました。
　また、２つ目の登記を戻さずに農地転用申請をする方法については、農業委
員会においても検討していただきたいという依頼がありました。」と、ここ
で、登記を戻して仮登記を設定する方法と、登記を戻さずに転用申請をする方
法についても農業委員会で検討していただきたいという依頼がありました、と
いうことで２つの方法を述べられております。
　「それを受けてまして、令和元年５月の農業委員会定例委員会後に県の担当
課である農山漁村課より出席をいただきまして、勉強会をおこなったところで
あります。その勉強会で示された県の考え方といたしましては、所有権移転登
記を元に戻さずに農地転用申請がなされても申請書を受け付け審査を進めるこ
とは可能ということでございます。
　その理由としては、農地の所有権移転登記がなされたが、農地法に基づく転
用許可は受けておらず、農地法上は所有権移転の効力は生じていないというこ
とでございます。

　農業委員会といたしましては、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審議をしてまいりたいと考えてお
ります。以上、ご答弁とさせていただきます。」という内容のものでした。

　改めて戻りまして、動議の理由ですが、「会長職の解任の理由については、
以下のとおり。」ということで書いております。
　令和元年９月鳥栖市議会で、議員より新産業集積エリア整備事業に係る農地
法違反問題について、是正の方法について質問があり、会長は令和元年５月に
農業委員会が行った勉強会で県の農山漁村課が示した「所有権登記を元に戻さ
ずに、農地転用申請されても、申請を受け付けて審査を進めることは可能であ
る。」との見解をそのまま答弁してあります。

　それから、９月の議会答弁で会長が言及してある５月の勉強会では、県の見
解や説明が農地法上、容認しがたい内容であったため、農業委員の誰もそれは
おかしいと疑義を述べ、会長を除いて誰も承認はしていなかったというふうに
とらえております。

　しかし、会長は農業委員の総意ではない県の見解を根拠に、自己の判断で９
月の議会答弁をされたのではないか。このことが報道されたため、多くの市民
が誤解をされているということでございます。

　この答弁について、９月の農業委員会定例会で会長から報告されましたが、
「なぜ、農業委員の誰も納得も承認もしていないことを農業委員会に諮らずに
勝手に答弁したのですか。」とか「そもそも、農業委員会が答弁すべきことで
はなかったのではないですか。」とか「答弁するとしても国からのお墨付きが
得られた後がよかったのではないですか。」など、厳しい意見等があったのが
事実です。
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　このため、９月の農業委員会定例会の議事録の作成にあたっては、会長は９
月議会答弁に関する報告の部分を定例委員会後の意見交換会に話があったこと
にして整理をするように指示をされ、実際の議事録から削除し、意見交換の場
で協議したと整理されたものでございます。

　当然のこととはいえ、議事録署名人の農業委員は、私と３番委員ですが、私
は議事録署名を拒否しております。いまだに、議事録の公表も出来ていない状
況になっているかと思います。その点につきましては、ご迷惑をおかけしてい
るとは思います。

　また、１２月農業委員会定例会後の意見交換会の際、会長と事務局長は「鳥
栖市から農地転用許可申請があった場合、農地法違反の状態であっても受付拒
否はできない」との説明をされました。その根拠として添付書類不備を理由
に、ある農業委員会が農地転用許可申請の受け付けを拒否した案件の判例をあ
げられました。その判例につきましては、どういったものか、今日、局長が準
備された資料の中にあるのかと思っております。

　しかし、今回の鳥栖市の新産業集積エリアの問題は県も認めたとおり、農地
法第５条第１項の違反で、この場合、同法第５条第２項３号の規定により許可
できないと法令で明文化されていて、さらに、農地法第５１条第１項の規定に
より、農地法第５条第１項の違反の場合、違反の是正をしなければならないこ
ととなっています。それなのに、書類不備で農地転用許可申請の受け付け拒否
をした案件とあたかも同じであるかのような説明をしてあります。その判例と
は、若干異なるのではないでしょうかというところでございます。

　これらの説明を繰り返す会長と事務局長は農業委員からの信用を失っている
ということです。農業委員の多くは意見交換会の途中にも関わらず帰宅すると
いう事態となり、農業委員会の統制がとれない状況となったことが顕著に表れ
るようになったところです。

　次に、農業委員改選についてですが、私も現場には立ち会っておりませんの
で、何とも言えない状況ではございますが、皆さんの意見等を集約したもので
ございます。

　会長につきましては、平成２９年度の改選時に中立委員として応募してあり
ます。農業委員となられた経緯は、農業委員の募集をしていた鳥栖市が、当初
女性農業委委員を推薦する予定の農業団体から断られ、さらに弁護士会等への
依頼時期の関係で弁護士会等からも断られたことから、女性かつ中立的立場の
委員を探さなくてはならなくなったことから、鳥栖市が直接、会長に農業委員
の応募をお願いしたという経緯がございます。

　このことを存じてある会長は今年の農業委員会改選の時に農業委員に再任し
たいがため、弁護士会等からの推薦・募集がなければ今回も自分が再任できる
のではないかと考えられたのではないか、事務局長に弁護士等に応募等の依頼
をしないよう求めたようであるが、事実、後日、会長自身が「事務局長に弁護
士等には推薦等の依頼をしないように言っていたのに・・・」と愚痴を直接聞
いている人が数名いるというところです。

　このことが事実であれば、農業委員の公募制度を反故するようなことを、会
長自らが行っていることになり、当然容認できるものではありません。
　このため、会長を除く農業委員は会長に今回の農業委員の推薦、応募につい
て辞退するように求めたが、法令では農業委員に言われる理由はないとして受
け入れる考えはないとのことでありました。そして、とうとう会長を除く農業
委員が会長職の辞職の要望書を提出するという事態に発展してしまったという
ことです。
　これらのことから、会長は会長の権限を著しく逸脱する、または、乱用する
行為は甚だしく、また、その責任も免れるものではないと考えられるため、会
長職の辞職を求めるものでございます。

　先ほど、会長のご意見・ご回答もお聞きしましたので、そういう中で、最終
的に農業委員会の皆さん方の意見書として動議を提出したいと思います。
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議長
(会長代理)

　ただ今、４番委員から動議の内容、及び提案理由について説明がありまし
た。
　それでは、会長、弁明をお願いします。

会長 　内容については、幾つか違っているところがあるので、そのことについてお
願いしたいと思います。
　１つは、理由の最初にあげてある、鳥栖市議会の答弁ですが、「勉強会で県
の農山漁村課が示した見解をそのまま答弁してある」というふうに書いてあり
ますが、別紙の参照を見ていただくとお分かりいただけると思いますが、私
は、１の案と２の案のがありますと答えておりますし、２の案については、県
の考え方としてそうだということを答弁いたしております。そこに、「そのま
ま」というのは、誤りではないかと思います。

　次に、「９月の議会答弁で会長が言及してある５月の勉強会では、県の見解
や説明が農地法上、容認しがたい内容であったため、農業委員の誰もそれはお
かしいと疑義を述べ、会長を除いて誰も承認はしていなかった」と書いてあり
ますが、私は承認はしておりません。これは、承認したつもりは全くありませ
ん。承認しておりません。これは、間違いです。

　次に、９月の農業委員会定例会の議事録の作成についてです。これは、先ほ
どご説明いたしましたように、私が書いていることについて、今回の要望書の
理由があったところでより私も初めて知って、４番委員が言いましたというこ
とも後から聞いて、失念していて申し訳ありませんでしたが、内容が、事務局
と話し合って意見交換として質問したということもあったし、新産業集積エリ
ア事業の内容とか経緯について、意見だけ委員の意見とすると誤解を招きかね
ないということとか、それまでは議事審議の内容だけ公表してきたということ
から、話し合って意見交換会の資料として、なかったことにしないで意見交換
会とするということですると話しているし、起案文書にも、確かにそういうふ
うに私は書いています。
　その後、皆さんの意見がそうであれば意見交換会の分も含めて、議事録署名
人に説明をして、速やかに公表するように指示をしています。
　ですから、このことについて、私が何もしていないと言いますか、権限を乱
用するとかいうことことには該当しないということを申し上げたいと思いま
す。

　それから、受け付けに関してのことですが、下から５行目辺り、農地法上の
規定について書いてありますが、「違反の場合、違反の是正をしなければなら
ないのに、書類不備で農地転用許可申請の受け付け拒否をした案件とあたかも
同じであるかのような説明をしている。」とありますが、私はこのような説明
をした記憶はありません。私は、そのことは説明しておりません。ですから、
これも誤りです。

　それから次のページですが、「これらの説明を繰り返す」ということも、
やっておりませんので、これも誤りです。
　あとは、もう先ほどご説明いたしました。
　それから、農業委員会の改選のことについてです。平成２９年度の改選時の
ことを書いてありますが、これは私が知らなかったことです。「このことを存
じた」と書いてありますが、私はこのことは全く知らず、お願いされて農業委
員としてお話があったことだけで、こういう農業団体から断られてとかいうこ
とは私は知りませんでした。それは間違いだと思います。
　それから「自分自身が農業委員に再任したいがため、弁護士会からの推薦を
依頼しないように求めた」とか、こういうことはしていません。愚痴で他の人
に何か言ったということを書いてありますが、私はこういうことを、どういう
場でかは分かりませんが、そういうことを言った記憶はないです。
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　これについては、弁護士会に依頼を出すということについて、会長の意見を
聞いてくれということで、話がありましたので、私は意見として申し上げただ
けです。弁護士の方が農業の見識があってという農業委員の資格要件がありま
すので、そういった面でどうでしょうかと、賛成できないということを、私の
意見として申し上げただけで、しないように求めたりしていません。これは、
大変重要なことですので、誤りだとということについては、改めていただきた
いと思います。しかも、見聞であるからですね。事実としてそういうことが
あったかということについて、私も知らないところでこういうこと書かれるこ
とは、本当にちょっとおかしいと思います。

　それから、こういうことで、私が公募を反故にするようなことを自ら行って
いると書いてありますが、これはとてもおかしいと言いますか、異議がありま
すし、認めることはできません。私は、先ほどご説明しましたように、委員会
の中で、そういうことが議論される、言われましたよね、もう辞めていいん
じゃないかとか、なんで辞めないのとか、そういうふうなことが委員会の場で
されるということについては、法律で決められていることに違反しているわけ
ですから、そういうことはそこで言うことによって、事実ができるからおかし
いという判断でお答えができなかったということです。

　それと、私が残るというのはその頃、思っていませんで、女性の協議会の中
から、先ほどもご説明したように、女性がなかなかなれないのでということを
皆さんにも申し上げたところです。

　そういうことで、ご説明いたしましたように市議会答弁については、皆さん
のご意見に反したことは申し上げていないということ。それから、９月の定例
会議事録についは、それは分かった段階で議事録署名人に意見も含めて説明
し、速やかに公表するようにと指示をしております。それから、勉強会で途中
退席が多かったことについては、「勉強会」だということでの運営でやってき
たこと。それから、次期の推薦応募については、先ほど申し上げました経緯で
やっております。

　従って、決して会長の権限を著しく逸脱して乱用したという行為は行ってお
りません。このことははっきり申し上げたいと思います。
　会長として皆さんに逸脱してというようなことを言わることはない、と私は
思っていますし、鳥栖市の農業委員会が法令遵守で、皆さんが全員が運営に関
わっていく、よい方向に目指していくというようになるように、微力ながら努
力をしていったということをお話したいと思います。以上です。

議　長
(会長代理)

　ありがとうございました。
　ただ今、会長から説明がありましたが、何か反論はございますか。
　まあ、こう言ったらこう言うで、時間は過ぎるばかりですけど、何かござい
ましたら。

７番委員 　ありません。

議　長
(会長代理)

　そしたら、次に進ませていただきます。ちょっと、誤解を招いているところ
もあるかと思いますが、進行上。
　ただ今、会長から弁明をしていただきました。

　それではこの案件について、鳥栖市農業委員会会長職の解任を求めるという
ことでございますので、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限
のため、会長の退席を求めます。

（会長退席）

議　長
(会長代理)

　これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
　はい、どうぞ。
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４番委員 　さっき、会長から弁明を受けましたので、その分も考慮した中で理由書の変
更も一部できるのであれば、したいなと思っております。

議　長
(会長代理)

　分かりました。皆さん、どうですか。

（「異議なし」という声あり）

　変更、削除することに。

１０番委員 　我々はこういう内容で動議を出しているわけですね。
　これは考え方によりますけれど、会長から弁明を受けてから変更するという
ことになると、我々の意思が弱いのではないかということになるような、この
辺は私の考えですけれども、あくまでも私個人の考えでございます。

４番委員 　１０番委員の言われるとおりだと思います。その中で、余分なものは削除で
きるならというところです。会長職の解任に余りある文が理由書として付けて
あるのであれば、削れる部分は削れるんじゃないかと思って、お願いしたいと
思ったところです。

議　長
(会長代理)

　いいでしょうか、皆さん。以上のような理由で、変更、削除。
　事務局、お願します。
　どこを変更して、どこを削除するのか、時間をおいてしますか。

（事務局から議長へ「動議は事務局が作成したものではありません」と伝え
る）

１０番委員 　どこをどう変更、削除するのかは、この委員会の中で決めていかなければな
らない。
　これは、もう動議出しているから、その削除でよければ、この動議は多数決
と言いますか、決を採らなければならないと思うんです。
　ですから、この全部の中を見られて、一行一行削除していく部分と削除しな
い部分、ただ主な理由については絶対削除できない、主な理由といいますかき
ちっとした理由はですね。その部分を審議をしないと、我々動議者として出し
たものは出来ないかなと思います。

７番委員 　先ほどの会長の弁明によると、これがすべて本当かと、作ったところもあり
はしないかと、その面も、それは本当かなというところもちょっと何点かは
あったから、そこも考えて見る必要があるかなと思うところもあります。

４番委員 　例えばですが、理由書の（理由）のページの一番下に「違反の是正をしなけ
ればならないこととなっている。それなのに、書類不備で農地転用許可申請の
受け付け拒否をした案件とあたかも同じであるような説明をしている」という
表現にしてしまいまして、これは会長が先ほど否定されたことでございます
が、これは詳しくは「局長と会長」だったかなという気がしています。まあ、
これは判例があるという件ですが、これにつきましては、先ほども局長から
「判例がある」と「資料準備しております」ということを言われました。とい
うことで、これは何回も「判例があります」ということは聞いておりますの
で、確かに、会長の口から「判例がある」ということは聞いてはなかったかな
という気もしていますので、その辺は。
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議　長
(会長代理)

　言われるとおりです。局長の言葉です。みんな、聞いていると思います。
　どうしますか、そしたらある程度変更をするようにしますか。
　皆さん方のご意向で。

１０番委員 　すいません。この女性かつ中立的立場の委員から農業委員の応募をお願いし
たというのは事実ですか。事務局として、これは事実ですか。確認をしていま
す。「女性かつ中立的立場の委員から農業委員を探さなくてはならなくなった
ことから、鳥栖市が直接、会長に農業委員の応募のお願いをしたためである」
というのは、事実でしょう。お願いしているんでしょう。

事務局 　当時、私はいなかったから分かりません。
（局長）
７番委員 　いなかったって？後で聞いているでしょう。引継ぎはしてるでしょう。

　局長が知らないというのは、おかしな話。

事務局
（係長）

　当時、私が改選に関する手続とか事務を行っておりました。これは、書いて
あることは事実でございます。

４番委員 　会長が知らなかったというのも事実ですか。

事務局
（係長）

　会長に、結局、応募をお願いすることになりますが、その時にこの経緯につ
いては一通り説明はしております。

４番委員 　なら、残していいですね。事実だから。

１０番委員 　もう一つ、その下に「事務局長に弁護士等には応募等の依頼をしないように
求めたようであるが、事実、後日、会長自身が『事務局長に弁護士等には推薦
等の依頼をしないように言っていたのに・・・』と愚痴を直接聞いている人が
数名いる」というのも事実でしょう。

４番委員 　はい、聞いております。

事務局
（局長）

　私からいいですか。
　私は、弁護士等への依頼をしないように求められたことはありません。その
後、愚痴を言われたかどうかは私は聞いておりません。

１０番委員 　これは、誰か聞いているんでしょう。

７番委員 　私は聞いている。
　これは、結局、愚痴。この前、局長も言ったと思うが、なぜ１４日に出した
ねって。弁護士事務所になぜ出したねって、この前質問したでしょう。そうい
う暗にどこかに含まれているんですよ。

　これは、あくまでも愚痴だから、どこでも誰でも愚痴くらいは言うでしょう
う。そんなことをしてたら。
　これは設定でもなく、これはあんたたちの議会答弁と一緒でどっちにも取れ
るような文。

（「このままでいい」という声あり）

１０番委員 　そういった話が会話の中に出てきたということでしょう。
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事務局
（局長）

　依頼しないようには求められておりません。それが事実です。だから、依頼
しています。

４番委員 　愚痴だから、いいです。

１０番委員 　これは会長自身が、そういうことを言ったかということを私尋ねてます。具
体的に言うと、例えば、弁護士に依頼をするようにお願いをしていたと思うん
ですが、２月１４日くらいにお願いをしていると思います。その間、結局依頼
していない。２月１日から公募してその後２週間ほど間があるわけですね。だ
から、その間に、会長がその話の中で、会話の中でそのニュアンス的なことを
言われたかということを私は聞いているんですよ。そういうニュアンスのこと
言われたのは事実ですかということを聞いているんですよ。

事務局
（局長）

　そういう、ニュアンスも何もないです。
　前も言いましたが、私が２月２日に文書でほしいということを議事録で見ま
してその後に、これが農業委員会の決裁ではなく、市長部局の決裁で市長名で
出す文書になりますので、時間がかかりましたという説明はしたと思います。
　出すことは会長に言いましたが、その時に出すなとか愚痴があったとかは聞
いておりません。

議　長
(会長代理)

　一応、弁護士と行政書士には応募するようには決まっているでしょう。毎
回。

事務局
（局長）

　決まっているかは、、、

議　長
(会長代理)

　決まっているから、それはしなくてはならない。

４番委員 　決まっているんでしょう。前回は間に合わなかったと言っている。

事務局
（局長）

　他にも、司法書士会とかも当然ありますので、そこには何も言っておりませ
んので。

４番委員 　それは、なぜ行かなかったのか。

議　長
(会長代理)

　鳥栖の農業委員会では、弁護士と行政書士の２点だけには募集をすると、そ
の前の時もやってきている。だから、そこに募集していないから、私たちは弁
護士に電話しなさいと言ったんです。

事務局
（局長）

　結局、今度も弁護士会、行政書士会から出られたので、選ぶのが大変難しい
状態でございます。両方、それなりの方々が出られておりますので、そうなら
ないようにしたいところはありましたが、あっちもこっちも出すという問題で
はないかと思います。文書については、弁護士会にしか出しておりません。

７番委員 　さっきの愚痴の話だが、愚痴の受け取り方、直接「弁護士が農業の何を知っ
ているの」「弁護士は仕事が忙しくて何が出来るの」、間接的には愚痴になっ
て出てきている。愚痴については、そういうところです。
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事務局
（局長）

　愚痴の内容が記入されているのは、違うことを記入されていますので。以上
です。

１０番委員 　逆に言えば、裏を返せば、弁護士は出ないようにというか、出さないように
というふうな愚痴を言っていたというふうに受け止められることもあるわけよ
ね。

議　長
(会長代理)

　だから、依頼していないのだから。

事務局
（局長）

　いやいや、依頼文書を出しているじゃないですか。
　弁護士会には依頼を出して、今回、弁護士の会長からの推薦もいただいてお
ります。

議　長
(会長代理)

　だから、それは私たちが「依頼して」と言ってからの話でしょう。

事務局
（局長）

　文書はその前に出していたはずです。
　電話は何回もして、誰がするとか、いろいろありましたけれども、結果的に
は２月２８日までに出せるように、こちらとしては調整しています。

１０番委員 　ここの問題は、会長自身が、他の人、局長ではなくて、他の一般の人にそう
いう話をしたかしないかの問題です。だから、局長というのではなくて、一般
の人に、事務局にそういった話を、出ないようにと直接言わなくても間接的
に、いわゆる押さえて下さいという内容のことを言ったか、言わないか。た
だ、これは言った言わないの問題で平行線なんですよ。

　だから、ここは削除するなら削除。

７番委員 　「会長自身が」という言葉を削除したら。
　ただ、この言葉を削除したところで、どうせ解任せざるを得ないという形の
文書。

　そこをいろいろ言うなら、取り消しはあまりよくないが、「会長自身が」と
いう言葉を削除するだけでいい話だろう。以上です。
　あとは皆さんの判断で。

議　長
(会長代理)

　他にはどうですか。

１０番委員 　それと、議会の答弁の話で「農業委員会としては、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審議をして参
りたいと考えております」とあるが、これ自体が結局、答えとしては、皆さん
おかしいということですよ。

　これは農業委員会としては、そういった見解は示していないわけです。

７番委員 　そうだ、それが、一番の原因だ。

１０番委員 　この答えで、農業委員会といたしましては、市長部局から云々と書いてあり
ますが、農業委員会としては、県の指導を仰ぎながら受け付け審議をするとい
う結論は出ていないはずなんです。

　だから、こういった虚偽の答弁をしているわけです。勉強会は勉強会です。
農業委員会の結論としては、どうするという結論は最終的には出ていないわけ
です。
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　だから、私は先ほども言いましたように、答弁をしなくてはならない時に、
農業委員会としての委員を集めてでも、答弁内容を検討しなくてはならなかっ
たのではないですかということがここに出てくるんです。

　だから、こういうことは農業委員会としては、何も審議もしていないし、指
導を仰ぎながらとか、そういうことは全然出ていないんですよね。ここに、佐
賀県の農山漁村課から出ているのは、ただ説明だけです。この時には結論はで
ていません。

　それをここに書いているように、あたかも結論が出たような答弁とされてい
るわけですよね。
　この勉強会の時は、県の男性が来られて、私は登記法の問題をかなりしつこ
く聞いた。その時、時間が若干、間が空きましたけれども、最終的には結論は
出ていない。結論は出ていないということになると、この「指導を仰ぎながら
受け付け審議をしていきたい」というは、自分自身の会長自身の言葉なんで
す。農業委員会の言葉ではないんです。

　そういったことを踏まえないと、この前の文章には繋がってこないんです。
私はそう思います。

議　長
(会長代理)

　とにかく、今、動議書を出して、それの採決をしなくてはならないけど、動
議書が間違っていたから、どうこうというとおかしくなる話です。だから、そ
れは農業委員がそういう解釈をしたということで動かないと、いろいろ言って
も、会長がいるところで反論されてやってきたんだから、あの動議に対して本
人はされているから、あれがやっぱり違っていたといろいろは言えないと思い
ます。

　だから、私たちはそういうふうに解釈したということで、間違っているなら
間違っているでも、農業委員全員は今の動議書で認識したという考え方で動き
ましょう。「いや、間違っていたから、待ってください」とかは言えないで
す。

４番委員 　決議をお願いします。
　

議　長
(会長代理)

　分かりました。それでは、質疑を終了します。
　鳥栖市農業委員会会議規則第１６条の規定に基づき投票の方法により、採決
をしたいと思いますが、皆さんがよろしければ、挙手の方法がいいと思います
が、いかがでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　それでは、挙手の方法により採決をいたします。鳥栖市農業委員会会長職の
解任を求める動議について賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

　賛成多数で可決しました。賛成多数と認めます。出席者、全員賛成です。
よって、発議案第１号、鳥栖市農業委員会会長職の解任を求める動議について
は可決されました。

　ここで、１１番委員の入席を求めます。
　

（１１番委員入室）
　
　ただ今、鳥栖市農業委員会会長職の解任を求める動議については可決されま
したので、１１番委員は９番の席にお付きください。
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（１１番委員着席）
　
　ただ今、鳥栖市農業委員会会長職の解任を求める動議については可決されま
したので、鳥栖市農業委員会会長不在につき、引き続き新会長の選任を行いま
す。

　はい、どうぞ。
　

１０番委員 　今、新会長の選任ということでございますが、新会長については、農業委員
全員で話合いをしたいと考えますので、暫時休憩を求めます。
　

議　長
(会長代理)

　皆さん、どうですか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）
　
　それでは、暫時休憩を取ります。１０分お願いします。
　

（休憩）
　

議　長
(会長代理)

　会議を再開いたします。
　ただ今から、審議にうつります。
　その前に、一枚文書を配布しておりますが、会長の解任を求める動議に対す
る弁明を文書でいただいております。
　はい、どうぞ。
　

１１番委員 　先ほど、会長の解任ということになりましたので、委員としてなんですが、
先ほどの動議に対する弁明を口頭でさせていただきましたけれど、先に私的な
文書として作成させてもらった分に表紙だけを代えさせてもらって、動議に対
する文書としてお配りさせていただきたいと思います。

　
議　長

(会長代理)
　それでは、会長職の解任に伴い、会長不在につき引き続き新会長の選任を行
います。どのようにして選任したらよろしいでしょうか。
　はい、どうぞ。
　

１０番委員 　新会長につきましては、委員全員の話し合いの結果、よく話し合いを行いま
した結果、６番委員を新会長に決めましたので、よろしくお願いします。

議　長
(会長代理)

　ただ今、６番員、今日欠席ですけれど、推薦されましたが、他にありません
か。
　はい、どうぞ。

８番委員 　本人がいなくてよろしいんでしょうか。何か、手続とかないんですかね。

議　長
(会長代理)

　その確認は、あとでするようにしております。
　それでは、６番委員以外おられない場合、ここから進行していきますけど、
ただ今、６番委員を新会長に推薦するということで意見をいただきましたが、
異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

議　長
(会長代理)

　異議なしと認め、新会長に６番委員を選任されましたが、本日欠席しておら
れますので、本人に会長を引き受けてもらえるか確認をするため、暫時休憩を
いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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（休憩）
（委員全員がいる場で会長代理と１０番委員が、６番委員に電話確認）

議　長
(会長代理)

　会議を再開いたします。
　ただ今、皆さんお聞きのとおり２名の農業委員で電話をし、６番委員に会長
職を引き受けてもらえると確認をいたしました。

　それでは、６番委員が新会長に選任されましたが、欠席のため、私が引き続
き議長を務めさせていただきます。
　委員の皆様から、他にありませんか。
　それでは、令和２年３月鳥栖市農業委員会、定例委員会を行います。
　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。
　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許可申請につい
て、４件、１０筆でございます。
　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 　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、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。
　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
(会長代理)

　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）

　全員賛成と認めます。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から番号４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。

事務局 　議案第１号、番号２から番号４までの案件につきましては、経営移譲を考え
ていた父親である譲渡人から、息子である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から番号４までの案件についての説明とさせてい
ただきます。

議　長
(会長代理)

　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）
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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１号、番号２から番号４までの案件について、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）

　全員賛成と認めます。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ページをご参照願います。
　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当該地付近は新鳥栖駅に近く、駐車場の需要が高い
地域であり、申請人にも当該申請地を駐車場として利用したいとの相談が多く
寄せられており、今回、当該農地を貸駐車場として利用するため、農地転用許
可申請をされたものです。

　農地区分は「鉄道の駅から概ね３００ｍ以内」に該当することから第３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あり、参考事項の排水計画の雨
水は、自然流下及び東側既存水路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「第３種農地」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
(会長代理)

　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。
　はい、どうぞ。

８番委員 　先ほど説明があった申請地に３月６日に事務局と農業委員、推進員と現地を
確認いたしました。地図から見ても分かるように、何ら問題ないという感じで
した。排水関係は、区長、生産組合長、水利組合からも同意書をいただいてお
りますので、問題ないと思います。

議　長
(会長代理)

　ただ今、８番委員から意見をいただきましたが、他にはございませんか。

（「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。
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（挙手多数）

議　長
(会長代理)

　全員賛成と認めます。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、１件、１筆
でございます。
　議案第３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、
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
４ページから６ページをご参照願います。
　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、佐賀県事業である秋光川河川等災害復旧工事（護
岸工）のために使用する資材置場・現場事務所の設置のために、令和２年５月
３１日まで一時転用許可申請をされたものです。

　農地区分は、「概ね１０㏊以上の規模の一団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、自然流下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を添付されております。なお、耕作者
からの同意書及び工事完了後の現況復旧確約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、「甲種農地」でありますが、仮設工作物の設置
その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達
成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであることか
ら一時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の案件についての説明とさせていただきます。

議　長
(会長代理)

　事務局の説明が終わりましたので、質疑を求めます。
　はい、１０番委員。

１０番委員 　一つお願いでございます。面積が４，８００㎡、この内の５００㎡を使うと
いうことでございます。ですから、これ以上にならないように、ややもする
と、資材が多かったりすると、５００㎡以外にも置いておこうかということも
考えられますので、あくまでも５００㎡内ということでございますので、その
基準をきっちりと守っていただくように、借受人に連絡をしておいていただき
たいということでございます。

議　長
(会長代理)

　ただ今、１０番委員から、５００㎡超えないようにという意見をいただきま
した。何か区切りとか畦畔を作って、資材置場が拡大しないように、事務局か
ら依頼お願いします。
　他にはございませんか。はい、どうぞ。
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４番委員 　補足ですけれども、申請地につきましては、前会長と事務局長と確認に行っ
ております。一時的な、護岸工事のための資材置場として使いたいということ
で、時期的にはタイムラグが出たんですが、耕作者と地権者が、工事をして資
材を置くところがないなら置いてもよいということで了承して、置かせたとい
うことで、１カ月くらい申請は遅れて申し訳ないということでしたが、耕作
者、地権者、工事業者からそういう意向でお願いしたいというところです。以
上です。

議　長
(会長代理)

　他はありませんか。

（「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３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）

　全員賛成と認めます。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、１１件、２１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 　４ページから７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、１１件、２１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。
　７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、３８，５９８㎡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１９件、
３８，４５１㎡、使用貸借権が１件、１４７㎡となっており、総合計２０件、
３８，５９８㎡となっております。

　次に、２の所有権移転につきましては、設定件数は、１件となっており、地
目「田」の設定面積は、１，９８４㎡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１０名、借人９名、渡人
１名、受人１名、申請件数は１１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４号の案件についての説明とさせていただきます。

議　長
(会長代理)

　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８及び番号１１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。
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　それでは、初めに議案第４号、番号８の案件について審議いたしますので、
７番委員の退席を求めます。

（７番委員退席）

　議案第４号、番号８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８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）

　全員賛成と認めます。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。７番委員の入席を求めます。

（７番委員入席）

　次に議案第４号、番号１１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１１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１１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）

　全員賛成と認めます。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。１０番委員の入席を求めます。

（１０番委員入席）

　次に、議案第４号、番号８及び番号１１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８及び番号１１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。
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（挙手多数）

　全員賛成と認めます。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、議案第５号を議題といたします。
　議案第５号、非農地の認定について、８筆であります。事務局の説明を求め
ます。

事務局 　８ページ９ページをお願いいたします。
議案第５号、非農地の認定について、８筆の案件がございましたので、承認を
求めます。
　非農地の認定につきましては、すでに山林等になっていた農地について、非
農地の承認を求めるものでございます。
　昨年の非農地認定後に山林等になっていることが判明した農地でございま
す。
　所有者は２名で、筆数は８筆、総面積は５，５１６．３４㎡となっておりま
す。
　別冊資料２の非農地認定位置図をご参照お願いします。
　表紙を開いていいただくと、目次にページと番号、所在地を記載しておりま
す。
 　1ページ、２ページをお願いします。
　議案第５号、番号１の非農地の位置となっております。上の１ページが広域
図で位置図、下の２ページが拡大図で、赤線で囲んでいる部分が、非農地の対
象地となっております。

　次に、３ページ、４ページが議案第５号、番号２の地図でございます。
 上の３ページが広域図で位置図、下の４ページが拡大図で、赤線で囲んでい
る部分が、非農地の対象地となっております。
　内訳につきましては、議案書の９ページの非農地集計表でご説明いたしま
す。
　今回、非農地の対象となる地区は麓地区のみで、「田」、「畑」の内訳は記
載のとおりでございまして、地区の合計は８筆、面積が５，５１６．３４㎡で
す。

　今回の承認後の手続きとしましては、農業委員会から非農地の通知を所有者
に送付いたしまして、それをもとに、所有者が法務局で、地目の変更をしてい
ただくことになります。

　以上、議案第５号の案件についての説明とさせていただきます。

議　長
(会長代理)

　事務局の説明が終わりましたので、議案第５号を審議いたします。
　質疑を求めます。はい、どうぞ。

１０番委員 　お聞きします。登記地目が「田」と「畑」というふうになっております。今
後改めて、地主が登記をするという内容でございましたけれども、その登記を
する地目は雑種地か山林か、それは本人の希望でそうなるんですか。その辺の
ことを教えてください。

事務局 　地目変更登記の申請があれば、法務局が現地を確認します。現地の状況から
すると山林になるかと思います。

議　長
(会長代理)

　ただ今、１０番委員から地目のことについて意見がありましたが、他にござ
いませんか。

（「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５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、議案第６号を議題といたします。
　議案第６号、下限面積の設定についてです。事務局の説明を求めます。

事務局 　それでは、１０ページをお願いいたします。
　議案第６号、令和２年度の下限面積の設定について、承認を求めます。
　下限面積については「農業委員会の適正な事務実施について」という農林水
産省からの通知により、農業委員会は、毎年、下限面積の設定または修正の必
要性について審議することとなっております。

　農地法第３条の規定に、農地を取得しようとする場合の下限面積については
「５０ａ」となっております。
　本市においても現行どおり「５０ａ」に設定させていただきたいと考えてお
ります。
　設定の理由といたしまして、本市は自然的経済的条件から、市内全域がおお
むね同一の地域と判断されます。
　また、担い手への集積が進んでおり、下限面積を引き下げ小規模でも農業参
入ができるようにすると、今後、担い手への集積に支障をきたすと考えらま
す。

　以上の点を踏まえ農地取得の際の下限面積については、引き続き「５０ａ」
に設定したいと考えております。
　次に、空き家に付随した農地を取得しようとする場合の下限面積につきまし
ても現行どおり「１㎡」に設定させていただきたいと考えております。
　設定の理由といたしまして、空き家に付随した農地を取得する場合、新たな
担い手へ農地の権利移動を行なえるようにすることにより、その位置・形状等
の条件から耕作放棄地の発生防止・解消及び定住促進にもつながると考えられ
るため、空き家に付随した農地を取得する場合の下限面積は引き続き「１㎡」
に設定したいと考えています。

　以上、議案第６号、下限面積の設定についての説明とさせていただきます。

議　長
(会長代理)

　事務局の説明が終わりましたので、議案第６号を審議いたします。
　議案第６号の案件について審議いたします。質疑を求めます。
　はい、どうぞ。

４番委員 　この２番は、どこか相談とかきたことがありますか。

事務局 　相談は、今のところあっておりません。鳥栖市のホームページに空き家の登
録は１件もあっていない状況です。以上です。

４番委員 　分かりました。

議　長
(会長代理)

　ただ今、４番委員から相談があったかという意見をいただきましたが、他に
ございませんか。
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（「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、１１ページ、１２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、９件、１２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、１３ページ、１４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、
７件、１１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、報告第２号の説明とさせていただきます。

議　長
(会長代理)

　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。

（「ありません」と呼ぶ声あり）

　その他の項目で、農業委員候補者評価委員会の委員の選任について審議いた
します。事務局の説明をお願いします。

事務局 　この件についてご説明いたします。
　先ほど、新会長に６番委員が選任されましたので、次回の農業委員の候補者
の中に会長がおられますので、会長が自ら自分の評価を行うことができないと
いうことになりますので、今日お集まりの委員の皆さんの中から、次回の農業
委員になられない方の中から、会長の代わりに評価委員になっていただきたい
と考えているところでございます。以上、説明といたします。

議　長
(会長代理)

　ただ今、事務局から説明がありましたが、どなたかおられませんか。
　会長代理で私が出るのと、もう一人、どなたか。

７番委員 　会長代理と１０番委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

議　長
(会長代理)

　皆さん、よろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

　それでは、私と１０番委員で評価委員会の委員ということで、よろしくお願
いします。
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議　長
(会長代理)

　事務局から何かありませんか。

事務局 　それでは今日、資料でお渡ししている資料３をご覧ください。農業委員さん
と農地利用最適化推進委員さんの募集結果について配布しております。
　まず、農業委員の募集結果としましては、募集人員１１名に対し、１３名の
推薦・応募があっております。今、評価委員さんを決めていただきましたが、
この評価委員会を開きまして、候補者を選定してくことになります。それか
ら、６月の議会に提出しまして、議会の同意を得た上で、市長が任命すること
になります。

次に、農地利用最適化推進委員の募集結果といたしまして、募集人員１５名
に対し推薦が１５名あっております。推進委員さんにつきましては、農業委員
会で候補者の決定をすることになります。一応、４月の農業委員会で推進委員
さんの候補者の決定をする予定としております。

２ページから９ページまでは、推薦・応募のあった農業委員さん・推進委員
さんの氏名等を掲載しております。
　以上、説明といたします。

議　長
(会長代理)

　次回の定例農業委員会は、令和２年４月２０日（月)、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

会　長

委　員

委　員
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