
No. 質問 回答

1

街が続くには、バランスが取れていることも大切だが、と
がったところも大切。５市合併した本市には他市では望んで
も得られないような多様性がある。これを大切にした街づく
りの視点も大切ではないか？（コンパクトであっても）

　都市計画マスタープランでは、全市域に関する目指すべき
将来像として、『豊かな「暮らし・産業・自然」を育む多様
な連携によるコンパクトなまちづくり』を基本理念とした全
体構想があります。
　あわせて、旧５市を基盤とした各行政区ごとの地域特性を
活かした地域別構想も策定し、さまざまな主体（市民・事業
者・行政など）による多種多様な取り組みによって進められ
るまちづくりの指針としています。

2
コンパクトシティ造りに対しての進捗状況や未来像を教えて
いただきたい。

　コンパクトなまちづくりにつきましては、その未来像を立
地適正化計画に示しています。
　立地適正化計画では、急速な人口減少と超高齢化の下にお
いても、地域の活力を維持・増進し、都市を持続可能なもの
とするため、商業・医療・福祉施設等や住居等がまとまって
立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれら
の生活利便施設等にアクセスできる、コンパクトなまちづく
りを目指します。
　具体的には、
・都市機能の誘導に繋がる施策として、神嶽川旦過地区の整
備、小倉都心や東田地区等における都市再整備計画事業など
・また、居住誘導に繋がる施策として、折尾地区総合整備事
業や小倉駅南口東地区市街地再開発事業などです。

3
八幡東区や門司区での豪雨災害が発生する状況で、災害防止
を行うにあたり、コンパクトな街づくりはどのように進めて
いくのでしょうか？

　斜面地の防災対策やがけ崩れ対策などは、これまでも県や
市などの関係者がハード・ソフトの様々な施策を進めてきま
した。
　区域区分見直しを行った後も、こうした取り組みを進める
ことに加え、今回の見直しによって、災害の危険性が高いエ
リアから、より安全で安心な街なかへ、緩やかに居住を誘導
することで、災害リスクの低減が図られ、本市のコンパクト
なまちづくりにつながると考えています。

4

　今永副市長お答えください。八幡東区や八幡西区は山間傾
斜地を住めないところとして処分しても平場に下りればよい
ので、問題は少ない、一方若松の洞海湾沿いは、国道付近以
外は指定となり、どちらかといえば、傾斜地のほうの人が住
みよいにもかかわらず、それを追い出すこととなり、街が死
んでしまいます。またこの地域は北九州の中で希少な南側の
住宅でありかつ景勝地です。福岡の糸島等が東京資本により
開発発展していることを考えると、若松洞海湾沿いは開発対
象地として残すべきです。そういった強弱をつける予定があ
るかお聴きしたい。
　追伸　小生は東京から貴市のPRに乗り移住し、市内を一
年にわたり景勝かつ高利便の地を探し、若松の修多羅に居を
構えました。この度の市の方針に対し、非常に落胆しており
ます。

5
今年４月、八幡東区自治連合会から市に提出された意見書に
よれば、全面撤回の意見が多く出たそうだが、住居、地域者
の合意はどのようにして確認するのか？

6
八幡東区説明会と他地区の説明会スケジュールを明確に教え
てほしい。都市計画決定は令和五年度が決定事項なのか？

　現在、八幡東区では、今年度内での候補地修正案の公表に
向け、頂いた意見を踏まえて、検討を行っています。
　他の６区については、現在、地元説明会を進めています。
　令和４年度には、６区の候補地修正案を公表し、再度、説
明と意見を伺った後、住民の意見を十分に反映させ、市内７
区を併せた都市計画原案策定を目指しています。
　その後、都市計画法に基づく縦覧や公聴会、都市計画審議
会の開催など、都市計画変更の手続きを進めていきます。
　令和５年度を目標に都市計画変更を目指していますが、今
後伺っていく意見の集約や現地調査、それらを踏まえた皆様
への説明等は重要だと考えており、令和５年度に拘らずに、
柔軟に対応していく考えです。

7 全国で逆線引きの取り組んだ自治体はあるのでしょうか？
　市街化区域から市街化調整区域への見直しは、本市でも見
直しでも行っています。また、他の自治体でも行っています

災害に強くコンパクトなまちづくりシンポジウム

パネリストへの質問事項と回答

１．市街化調整区域への見直しについて

　市が公表した見直し候補地は、これで決定するものではな
く、皆様から意見を伺うために、まずは提案として示したも
のです。
　今後、いただいた意見や現地状況等を改めて確認した上
で、修正案を作成し、再度、皆様に説明し、意見を伺うこと
にしています。
　修正案で意見を伺った後も、都市計画原案や都市計画案を
示す際にも意見を伺うなど、丁寧な説明を行いながら、都市
計画手続き進めてまいります。



No. 質問 回答

1 売買で買った人は新築できるか？

　市街化調整区域内の建築の際には、開発指導課での審査が
必要になります。（立地基準に適合するものでなければ、新
規の許可はできません。）
　原則、建築確認申請を受けている既存建築物であれば、そ
の敷地の範囲内で、用途の変更を伴わない同様の規模での建
て替えは可能になります。（ただし、都市計画法以外の他法
令にも適合する必要があります。）
　市街化調整区域になった後に建築する場合、事前に開発指
導課（093－582-2644）まで、必ずご相談するようにお
願いいたします。

2

残地のメンテも必要です。お金もかかります。得るお金はな
いのに荒れてしまうと、別の災害を生むことにもなります。
誰が整備するのでしょう。（住んでいない）土地所有者？
行政？

3
売れない、貸せない、壊せない、不動産を子供孫に残したく
ない、どうすればいいですか？

4

死ぬまで住んでも子や孫に迷惑が掛かります。逆線引きに
なったところに住んでいる人はどうしたらよいかお示しくだ
さい。（マイナス資産で売れない、新築できない、市は買い
取らない、メンテは自分でやらなければならない。相続に
なったら、子や孫へ。借家にもできない）
斜面地は最終的に山林に戻す方法をお示しください。

5 空地を何にするのか。農地？山林？公園？

6

見直しされた地域は、住宅等の開発ができないとのことです
が、土地利用自体はどのような考えですか？案はあります
か？（ex 住宅を空いたタイミングで市の費用で解体　その
後農園にする等）

7
逆線引後の土地利用を、早く国も市も提示すべきだと思いま
す。そのあたりがしっかりパネリストの間でも議論してほし
いです。

8
不動産の不法投棄（相続しない、相続登記しない）が増える
と考えられる。国への寄付、市への寄付制度について

　相続土地国庫帰属法(相続等により取得した土地所有権の
交帰属に関する法律）が4月に公布（未施行）されました
が、土壌汚染がないこと、10年分の管理費相当額を納付す
ることなど国庫帰属への条件がつくため、すべての土地が適
合するというものではありません。

２．建物や土地について

　市街化調整区域への見直し後も、土地の権利は、変わらず
土地所有者の方の所有となります。
　個人の方が所有される土地において、現状、市が更地化・
緑地化を行なう予定はございません。
　見直し地域の更地化・緑地化は、居住の移転や空き家の解
体等の関係者の方々の協力があって実現するものです。
　建物がそのまま残ると、防犯や景観の問題等もあるため、
公共の福祉を考え、解体してほしいと考えております。な
お、一部ではありますが、市では解体費用の支援も行ってお
ります（老朽空き家等除却促進事業　監察指導課582-
2918）



No. 質問 回答

1

　インフラの維持による財政圧迫を考えると、こんなもので
いのか？　今のやり方だと、財政対応となり難しいと思う。
　最後にインフラを切ると（維持管理をあきらめる）すると
きの決定者は誰。そのときどんな状況が生じるのか？　わか
らない
　コンパクトな方が果たしていいのか？　20年-30年後に
は新たなインフラが（今と違い物理的連続を必要とされない
様な）生まれているのでは。

2

今の土地や家に愛着があり、市街化調整区域に変わった後も
住み続けたい。子供たちに引き継ぎたいと考えておられる方
もいらっしゃると思います。土地をお持ちの方の自由意思に
より、住み続けるかどうかを判断することになるとは思いま
すが、住み続けている間の、上下水道や、ごみ収集などは、
維持していただけるのでしょうか。

No. 質問 回答

1
逆線引きの「客観的評価指標」の「距離」や「率」の具体的
数値は示せるか？

　客観的評価指標は、安全性、利便性、居住状況の観点で評
価しています。
　評価の重み付けとして、安全性５０、利便性３０，居住状
況２０の１００点満点で評価しており、点数が高いほど、市
街化調整区域への見直しの優先度が高くなります。
　示すことは可能ですが、個別の「距離」や「率」について
は、確認などに時間を要するため、お時間を頂きたいと思い
ます。

No. 質問 回答

1
現在ハザードマップにかかっていない場所まで調整区域にす
る必要があるのか？

　候補地の選定方法は、都市計画、福祉、法律、不動産、コ
ミュニティ、農業の学識者等で構成された都市計画審議会専
門小委員会の中で検討を行い、適宜、議会へも、その検討状
況を報告するなど、多くの市民や専門家の意見を聞きながら
慎重に検討を進め、令和元年１２月に基本方針として、市が
決定しました。

　見直し候補地は、安全性だけではなく、利便性、居住状況
を総合的に見て判断しております。

　安全性の指標は、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区
域、宅地造成工事規制区域、標高としております。

　利便性の指標は、バス停までの距離、４ｍ未満道路率、商
業施設までの距離としております。

　居住状況の指標は、人口密度、高齢化率、空き家率、新耐
震建築率、新築動向としております。

　区域の境は、道路や河川の地形地物等で設定し、見直し候
補地としてお示ししております。

５．線引きの範囲について

４．指標について

３．行政サービスについて

　行政サービスの維持は、市街化区域・市街化調整区域に関
わらず、利用状況を見て行っていくものです。

　今後も利用状況をみながら、適切な頻度で維持していきま
す。

　また、現在行なっている生活に必要な行政サービス（水道
など）は、居住されている間は引き続き、維持してまいりま
す。



No. 質問 回答

1
このような既存の補償で、財産を無価値にすることは、財産
権の侵害だと思いますが、いかがか。

2
市街化調整区域に見直されることによって地価が激減する。
これは財産権の侵害で憲法違反だとの意見が八幡東区の説明
会では多く出た。このことについての考えを聞きたい。

3
逆線引きにより、資産価値の低下を懸念する意見をよく耳に
するが、実際のところどうなのか。本当に低下するものなの
か。不動産業界の実情を踏まえて教えてほしい。

4
資産価値低下について東区説明会で意見がでていますが、対
策案はあるのでしょうか？

5

逆線引きをすることによって、個人所有財産の資産価値を下
げる（別用途の建築物が建てられない。土地売買で売れなく
なる）ことが考えられますが、そのことについてご意見をお
聞かせください。

6
見直しによって土地の価格は下がりますか？（何％ぐらい下
がりますか？）

　市場価格は、需要と供給によって決まるものであり、見晴
らしの良いところ、静かな環境の良いところを好む人もいま
す。
　税金については、都市計画税（税率0.3％）がかからなく
なります。
　土地の価格がどれぐらい変わるかについては、個々の土地
の状況によって変わってくるためお示しできません。

7

今、街として生活しているところを市街化調整区域として街
を壊すとはなんという愚策。信じられない。災害に強くなる
のは防災工事の充実で達成すべき。住民を追い出すことでは
ない。「コンパクト」の名のもとに防災工事を実施しない理
由づけにしている。市政の方向が全く誤っている。市を発展
させ人口増に取り組むのが市長の仕事。全く逆方向の政策。
市民の財産（土地）の価値を著しく低下させる事の理由には
ならない。

8
見直し地域の変更で、副市長は大きな変化はないとお話しさ
れましたが、そこに住んでいるものとしてはとても大きな不
安を抱きます。そのことについてどう考えますか？

9

私が危惧しているのは市街化調整区域への移動理由と、区域
です。パネリストの方々はどれくらい区域予定住民の話を直
接聞かれていますか？市街化調整区域に指定されることは、
自分の持っている千円札、万円札に市が勝手に赤ペンで
チェックし、赤ペンがついた札は使用してはならないと命令
するに等しい。

10

都市計画審議会の審議の中で、区域区分の見直しにより、市
街化区域になることで、土地が売れなくなるなどの議論がさ
れたのか
これに対してどういう施策を議論されたのか

　都市計画審議会では、「市街化調整区域に入ると土地が売
れない、相続の問題も考えないといけない。」「市として
は、令和３年４月に公布（現時点では未施行）された相続土
地国庫帰属法の動きを注視していく」等の議論がありまし
た。

６．土地の価値について

　今回の見直しは、都市計画法第７条（区域区分）に基いた
手続きとなります。

　本市では、見直しの結果、市街化調整区域となった地域に
おきましても、住み替えや立ち退きを積極的に促進するもの
ではなく、現状のまま居住を継続することも可能であること
から、住み替えは、現に住まわれている方の判断により選択
をして頂ければと考えております。

　しかしながら、区域区分が見直されることは、関係者の皆
様にとって、大きな不安材料となることから、意見交換会や
説明会で、ご説明をさせて頂いているところです。

　今後、自治区会や住民の方々から出されるご意見を踏ま
え、具体的なご意見やご提案の内容を精査した上で、候補地
を再度見直してまいります。

　憲法との整合性につきまして、憲法第２９条には、「財産
権はこれを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉
に適合するように、法律でこれを定める。」とあり、公共の
福祉に適合する範囲内で、財産権を制限できることとなって
います。

　都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ること
により、人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保す
ることを目的としながら、財産権に一定の制限を課すもので
あり、憲法第２９条の趣旨に反するものではないと考えてお
ります。

　市街化調整区域への見直しは、コンパクトなまちづくりを
目的とし、災害の恐れがある地域や、人口密度の低下が見込
まれる地域の新たな住宅地開発を抑制するもので、長い時間
をかけて、ゆるやかに居住の誘導を図る取り組みです。
　このため、現在お住まいの方に対し、ただちに移転を求め
るものではなく、生活するために必要な行政サービスも維持
しますので、引き続き、安心してお住まい頂けます。

　市としましては、今後、自治区会や住民、地権者の方々な
どから出される意見を真摯に受け止め、具体的な意見や提案
の内容を精査したうえで、候補地を再度見直す予定としてお
ります。



No. 質問 回答

1
今回の目的はコンパクトシティでしょうか？　科学的論理的
に選別された地図が出てしまうと、もうマイナス資産で売れ
ません。なぜ先に地図を出したのですか？

　候補地の図面については、コンパクトなまちづくりの一環
として、災害リスクの高い地域や人口密度の低下が見込まれ
る地域などを、新たな住宅地開発などにより市街化が広がら
ないように、市街化調整区域への見直しに取り組んでいくた
めにも、具体的な提案をする必要があると判断し公表したも
のです。
　市が公表した見直し候補地は、これで決定するものではな
く、皆様から意見を伺うために、まずは提案として示したも
のです。

No. 質問 回答

1

　八幡東区羽衣町（逆線引き対象地域）に土地・建物を所有
しております。過去説明会にも参加しましたが、出席者すべ
てが本案に反対しておりました。質疑応答でただの一件も賛
成意見は出ませんでした。資料３４ページに「見直し候補地
の住民や土地所有者に対して丁寧な説明を行いながら～」と
ありますが、市は対象地域の全住民に対して、本案に賛成か
反対かの意思確認を行わないのはなぜですか？
　対象住民が本案に対してどのような認識を持っているかを
正確に把握することは非常に重要なことだと思うのですが。
逆に言えば、住民がどのような認識を持っているかがわから
なければ、施策を立てることはできないと思うのですが。こ
れを行わない理由をパネリストの皆様はどのようにお考えな
のかお聞かせ願いたいです。

2 発言できる場が必要では！

3
市は施策について常に「ていねいな説明」というが、一市民
としては説明より、「対話」、「話し合い」を求めます。ど
うお考えですか。

4
住民のほとんどの人が知らされていません。もう少し当事者
に分かりやすく説明をしてほしい。

No. 質問 回答

1

　不動産に関連する仕事に従事しているものです。国内の多
くの都市で人口減少が進む中、交通機関や商業施設など、街
の活力を維持するためには、必要な取り組みの一つだと思い
ます。候補地になった土地においても、市場に乗らない土地
が多く、調整区域になることにより、税金が安くなるメリッ
トは大きいのでは、と感じています。
　税金はどれ位安くなるのでしょうか？

　市街化区域に存する土地は、固定資産税（税率1.4%）と
都市計画税（税率0.3％）がかかりますが、市街化調整区域
に編入すると、都市計画税がかからなくなります。
　どれくらい固定資産税の評価額が変わるのかについては、
個々の土地の状況によって変わってくるため、一概には言え
ません。

７．公開している情報について

８．説明会について

　取組内容については、シンポジウムや説明会、出前講演の
開催、ホームページや市政だより、KBCテレビのdボタン広
報誌への掲載、地権者への郵送や町内回覧など様々な方法を
用いて周知しています。
　説明会では、取組の目的・概要、見直し候補地の選定要領
や、市街化調整区域に編入されることへの影響などの説明を
行ってきました。
　そこで出された一人一人の質問に対して、真摯にお答え
し、意見を伺っております。

９．固定資産税等について



No. 質問 回答

1
斜面地、土砂災害区域が危険だという市の説明は正しいです
か？

　土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に基づき、「土砂災
害が発生した場合、住民等の生命又は身体に危険が生じるお
それがある区域」として、国の基準に沿って、福岡県が指定
を行っています。
　なお、土砂災害警戒区域の指定の基準は、過去の土砂災害
に関するデータに基づき、法令で定められています。

2

がけ崩れが発生する「おそれ」があるでは、単なる脅しにし
か聞こえません。どの程度危険を理解し、移住を考えなけれ
ばいけない、市から危険区域に住んでいる人といわなければ
ならないのでしょうか。

　土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に基づき、「土砂災
害が発生した場合、住民等の生命又は身体に危険が生じるお
それがある区域」として、国の基準に沿って、福岡県が指定
を行っています。
　また、土砂災害特別警戒区域は、「土砂災害が発生した場
合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危
害が生じるおそれがある区域」として、同じく福岡県が指定
を行っています。
　どちらの区域も土砂災害のおそれがあることからハザード
マップに掲載しています。

3
具体的に言うどのような、条件になればがけ崩れが発生する
のか教えてください。

　短時間で降る大雨や、降り始めからの雨量が１００ミリを
超える大雨の場合は、土砂災害が起こりやすくなるため、特
に土砂災害警戒区域では注意が必要です。ただし、１００ミ
リを超えない雨や土砂災害警戒区域外でも土砂災害は発生す
るおそれがあります。

4

今では一時間に１００ミリメートルを超えるような大雨も珍
しくなくなってきていますが、今後災害に強いまちづくりを
検討するにあたり、どの程度までの雨量を想定すべきかご意
見をお聞かせください。

　短時間で降る大雨や、降り始めからの雨量が１００ミリを
超える大雨の場合は、土砂災害が起こりやすくなるため、特
に土砂災害警戒区域では注意が必要です。ただし、１００ミ
リを超えない雨や土砂災害警戒区域外でも土砂災害は発生す
るおそれがあることから、雨量はひとつの指標とし、地形や
地質などからも総合的な対策を検討することが重要と考えま
す。

5
斜面地への対策については分かったが、平地にコンパクトな
市街地を形成することにより、河川の氾濫や津波等の水害に
より、都市機能に影響が出ることはないのでしょうか？

6
海側よりの制約がないことか？　浸水や地震の対応は考えら
れているのか？

7
災害に強いまちづくりについては災害に対する公共施設の整
備や対策施策の充実が不可欠と考えますが、皆様の所見をお
聞かせください。

　災害対策については、市街化区域、市街化調整区域に関わ
らず、国、県や市などの関係者が様々なハード・ソフト施策
に取り組んでいます。

8

住まいは人として生活する上での基本です。災害対策は当然
行政として行わなければならない責務です。区域区分の見直
しと分けて考えるべきです。全国でも例のない今回の計画は
コロナ禍、不安な時世でなぜ住民の不安をあおる施策に取り
組むのか。お答えください

　居住・移転の自由はありますが、行政としては災害のおそ
れのある区域ではなく、より安全で安心な街なかである居住
誘導区域に住んでいただきたいと思います。
　安全性については、非常に需要な要素であります。
　斜面地の防災対策やがけ崩れ対策などは、これまでも県や
市などの関係者が市街化区域、市街化調整区域に関わらず、
ハード・ソフトの様々な施策に取り組んでいます。

　北九州市の地形は山地が多く、斜面に住宅が建っている状
況がありますので、本市の特性を踏まえて、先ずは土砂災害
のリスクがある所、人口減少が見込まれる地域の新たな開発
を抑制していきたいと考えています。
　あわせて、浸水対策として、雨水排水整備、河川の拡幅や
浚渫（川底の土砂の掘削）などのハード整備にも取り組んで
います。
　浸水被害等が想定される区域は広範囲にわたっておりま
す。防災・減災、それに必要なハード・ソフト対策を、計画
的にしっかりと行っていくことが肝要と考えております。

１０．災害について



No. 質問 回答

1

　区域見直しはコンパクトシティへはよいと思いますが、市
として取り組みをしている空き家対策とは逆を行っている気
がします。空き家が増えることが想定されるため、現状の補
助金以外の制度は考えがありますか？
　見直しの地域は人口が減ったり、空き家問題を抱えている
ところが多いです。ただその地域を活性化する動きをしてい
る人もいます。これについてはどのようなお考えですか？

2
逆線引き地域は廃家、空き家更地が増えると考えられるが、
それにどう対応するのか（こちらの対策が先では？）

3
今後３０年を見据えると、逆線エリアは土地の価値が低下
し、売れなくなり、空き家が増加していくと思われますが、
それについて市はどう思っているのでしょうか。

　市街化調整区域に変わった後においても、建物や土地を売
買することは可能です。
　また市街化調整区域に変わった後に、建て替えする場合、
用途の変更を行なわずに、同一の敷地で建て替え（延べ面積
の1.5倍以内）するなどの、通常の管理行為・維持行為は認
められています（適法に建築されていることが前提となりま
す）。

　空き家については、市街化区域、市街化調整区域にかかわ
らず、全市的な問題となっており、市内には老朽空き家が約
7,000戸あります。
　空き家が放置されると、火災や犯罪の誘発、雑草やゴミの
放置による衛生上の問題など、近隣住民や地域に様々な影響
を及ぼします。
　解体費用の一部（上限50万円）を補助する支援（老朽空
き家等除却促進事業　監察指導課093-582-2918）も
行っておりますので、公共の福祉を考えて、早めに解体して
いていただきたいと思います。

4
壊すと固定資産税が上がるので、そのまま空き家放置してい
いのか？

　家の面積にもよりますが、住宅用地に対する課税標準の特
例により、固定資産税の課税標準額は評価額×1/6、都市計
画税の課税標準額は評価額×1/3になります。
　家を解体するとその特例がなくなりますが、解体費用の一
部（上限50万円）を補助する支援（老朽空き家等除却促進
事業　監察指導課093-582-2918）も行っておりますの
で、公共の福祉を考えて、早めに解体していていただきたい
と思います。

１１．空き家について

　空き家については、市街化区域・市街化調整区域に関ら
ず、所有者等が適切に維持管理する必要があります。
　市としては空き家に関する専門相談窓口を設置し、総合的
な情報提供・相談体制の確保等に取り組んでいます。
　補助金については新たな制度はありませんが、老朽化した
危険な空き家等については、法又は条例に基づく適切な維持
保全の行政指導等を行うとともに、除却費の補助（老朽空き
家等除却促進事業　監察指導課093-582-2918）などに
より、安全安心なまちづくりの推進に取り組んでいます。
　また、見直し地域については市として積極的な居住の誘導
や空き家の利活用を促進することは考えておりません。
　なお、空き家の一般的な相談窓口は、各区役所の総務企画
課にございます。



No. 質問 回答

1
逆線引きをされた地区において、都計法３４条１１号、１２
号の区域指定制度を活用するお考えはありますか。

　本市では、都市計画法34条11号、１２号の区域指定制度
の指定はなく、現時点では今後も指定する予定はありませ
ん。

2
調整区域後の農地について、宅地転用（農地法３条、５条）
の許可はどのようになるのか。

3
宅地転用の許可が出やすいのか、それとも許可が出にくいの
か。

4 農地の種類はどのようになるのか？（第一種農地など）

　市街化区域から市街化調整区域になると、農地区分（農地
の種類）は、農用地区域内農地、甲種農地、第１種農地、第
２種農地、第３種農地があり、農業公共投資の実施や、道路
の設置、公共施設の設置状況等の環境の変化により変わりう
るものなので、転用許可申請のあった都度判断されることに
なります。
　なお、農地転用許可権者は福岡県知事であるため、転用許
可及び農地区分の最終的な判断は福岡県が行います。

5
八幡東区の候補地に大宮町は入っていますか？一日、大場谷
小学校跡地はこれから先何かできる（建物）予定はあります
か？

　大宮町は見直し候補地に入っていません。
　大場谷小学校跡地の上段約3000㎡は昨年,民間に売却を
行いました。住宅開発を行う予定と聞いています。下段の約
9000㎡については、今後民間に売却予定です。

１２．その他

　市街化区域から市街化調整区域になると、農地法に基づく
転用の手続きは「農業委員会への届出」から「県知事への許
可申請」へと変わります。
　なお、市街化調整区域の宅地開発については、農地法のほ
か、都市計画法等他法令に基づく許可も必要となります。


