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第１回 飯塚市移動等円滑化促進方針推進協議会 

議事要旨 

 

日 時：令和 3年 11月 26日（金） 10：00～10：40 

場 所：飯塚市役所本庁 1階 多目的ホール 
 
 

■飯塚市移動等円滑化促進方針推進協議会 委員 （敬称略） 
 

【会長】近畿大学産業理工学部 建築・デザイン学科教授 依田 浩敏 

【副会長】飯塚市手をつなぐ親の会 会長 藤原 克美 

飯塚市老人クラブ連合会 副会長 野見山 征孝 

飯塚市身体障害者福祉協会 事務局長 重岡 実 

嘉飯山地区精神障害者家族会「いずみ会」 理事 黒河 幸彦 

九州旅客鉄道株式会社筑豊篠栗鉄道事業部 企画課長 松尾 宜彦（代理 近藤 遼平） 

西鉄バス筑豊株式会社 事務員 谷 紀代美 

九州運輸局福岡運輸支局 首席運輸企画専門官 安永 順子 

福岡県飯塚県土整備事務所 道路維持課長 井上 昌彦 

福岡県飯塚警察署 交通第一課長 鍋嶋 隆之（代理 中島 和宏） 

飯塚市(福祉部) 福祉部次長 長尾 恵美子 

飯塚市(都市建設部) 都市建設部次長 中村 洋一 

飯塚市商店街連合会 副会長 田中 彰 

特定非営利活動法人 九州車いすテニス協会 事務局員 片上 真里 
 
 

＜配布資料＞ 

次第 

協議会委員名簿 

協議会設置要綱 

資料１ 生活関連施設バリアフリー化実施状況 

資料２ 生活関連経路バリアフリー化実施状況 

資料３ 【正誤表】飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）P33 
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１ 開会 

＊手柴課長 

（１）福祉部次長あいさつ 

＊長尾福祉部次長あいさつ 

（２）委員紹介 

＊委員の紹介 

（３）事務局職員紹介 

＊事務局職員の紹介 

＊配布資料の確認 

（４）移動等円滑化促進方針（マスタープラン）及び協議会概要説明 

＊事務局よりマスタープランの説明 

事務局  ：移動等円滑化促進方針の概要についてご説明いたします。移動等円滑化促進方針（マス

タープラン）の 1 ページをお願いいたします。バリアフリー改正法までの経緯について

説明いたします。平成 6 年にハートビル法、平成 12 年に交通バリアフリー法が制定さ

れ、交通バリアフリー法は、鉄道や道路等の公共施設、鉄道駅のエレベーターの設置な

ど高齢者の方や身体障がい者の方などが円滑に移動できるようにすることを目的とした

法律です。一方、ハートビル法は、公共施設や生活関連施設等の建築物のバリアフリー

化を目指した法律です。その後、平成 17年にバリアフリー施策の指針となるユニバーサ

ルデザイン政策大綱が策定され、鉄道施設及び車両、道路、建築物等などにおいて総合

的・一体的なバリアフリーを推進するために、平成 18 年 12 月にハートビル法と交通バ

リアフリー法を統合・拡充するなどして高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律が施行されております。飯塚市では、昭和 60年（1985年）よりアジア最高峰の

車いすテニスの大会「飯塚国際車いすテニス大会」を開催しており、2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会開催決定を機に「共生社会ホストタウン」に登録（平

成 30 年 5 月）、更には先導的・先進的な「心のバリアフリー」と「ユニバーサルデザイ

ンのまちづくり」に取り組む自治体として、「先導的共生社会ホストタウン」に登録（令

和元年 8月）、共生社会の実現に向けて心のバリアフリー、ユニバーサルデザインのまち

づくりへの取組みを推進しています。このような中、平成 30年 5月には、高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、市町村が移動等円滑化促進方針

の作成するよう努めることとなりました。これらを背景とし、高齢者、障がい者等の移

動上及び施設の利用上の利便性や安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に寄与

することを目的として、「飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）」を策定して

おります。2ページをお願いいたします。本方針の期間は、令和 2年度から令和 6年度ま

での 5年間としております。次にマスタープラン 25ページをお願いします。目指す将来

像につきましては、上位・関連計画に表現されている都市目標像、基本理念を踏まえ、

目指す将来像を「人が輝き まちが飛躍する 住みたいまち 住みつづけたいまち」と

し、副題を「誰もが安心して移動できる共生のまちづくり」と定めております。基本理

念として、3つの基本理念を掲げています。基本理念の 1は、障がいのある人もない人も

生活しやすいバリアフリー化の推進、基本理念の 2は、計画的なバリアフリー化の推進、

基本理念の 3は、心のバリアフリーの促進としております。次にマスタープラン 35ペー
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ジをお願いします。移動等円滑化（バリアフリー化）に重点的に取り組むエリアとして、

「移動等円滑化促進地区」の要件は、バリアフリー法第 2条第 20の 2号及び基本方針※

の三の 2 において定められておりますが、（1）生活関連施設があり、かつ、それらの間

の移動が通常徒歩で行われる地区（2）生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフ

リー化の促進が特に必要な地区（3）バリアフリー化を促進することが、総合的な都市機

能の増進を図る上で有効かつ適切な地区（4）境界の設定等と定められております。36ペ

ージをお願いします。本市における促進地区の位置づけとしましては、本文 4 行目から

ですが、『中心拠点』は、「飯塚市立地適正化計画」において、医療、福祉、商業等の都市

機能を誘導する『中心拠点型都市機能誘導区域』に位置づけられていることから、移動

等円滑化促進地区は、『中心拠点型都市機能誘導区域』内での位置づけとしております。

次に、37ページをお願いします。生活関連施設・生活関連経路の設定の考え方でありま

す。本文 1行目からですが、移動等円滑化促進地区の具体的な範囲を設定するにあたり、

まず、高齢者や障がい者を含む多くの方が利用する公共施設や商業施設などの施設（生

活関連施設）を選定し、生活関連施設相互を結ぶ道路を特にバリアフリーへの配慮が必

要な経路（生活関連経路）として位置付けております。39ページをお願いします。市民

アンケート調査の結果等を踏まえまして、よく利用する施設を基本とし、20施設を生活

関連施設として位置づけております。次に 43ページをお願いします。選定した生活関連

施設及び生活関連経路を踏まえ、移動等円滑化促進地区の具体的な範囲を JR 新飯塚駅、

JR 飯塚駅及び飯塚バスターミナル周辺地区の 3 地区を設定しました。次に 52 ページを

お願いします。策定しましたマスタープランの今後の取り組みとして、8行目からになり

ますが、毎年度生活関連施設や道路状況に関してヒアリング調査を実施し、バリアフリ

ーマップの更新を行う等、継続的な取り組みを行っていきます。としておりまして、そ

の内容説明につきまして、本日協議会を開催させていただいているところです。少し長

くなりましたが、移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の概要説明は以上です。引

き続きになりますが、協議会の概要についてご説明させていただきます。協議会の設置

要綱をご覧ください。第 1 条ですが、本協議会は、飯塚市移動等円滑化促進方針（マス

タープラン）の推進について、広く意見を聴取するため、高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律に基づき、飯塚市移動等円滑化促進方針推進協議会を設置す

るものです。所掌事務、第 2 条になりますが、協議する事項としましては、移動等円滑

化促進方針の推進に関することとなります。第 3 条の組織につきましては、本日お集り

の皆様が委員となりますが、本協議会は、学識経験者、高齢者団体、障がい者団体、公共

交通事業者等、関係行政機関の職員、警察署の職員、市の職員であり関係する次長とな

ります。それから市長が必要と認める者で、商店街連合会、九州車いすテニス協会とい

った方々に委員に就任していただいております。14人以内で構成し、市長が委嘱、又は

任命をさせていただいております。第 4 条としましては、任期は 2 年とさせていただい

ております。第 5 条で、後ほど選出していただきますが、協議会に会長及び副会長各 1

人を置き、委員の互選によって定めるとしております。本協議会の概要説明は以上とな

ります。これまでのマスタープラン及び協議会の概要説明でご質問・ご意見等ありまし

たら、お願いいたします。 

田中委員 ：委員の任期はいつからいつまでとなりますか。 
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事務局  ：委嘱状をお渡ししておりますが、令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までとさせて

いただいております。よろしくお願いします。他に質問等ございますか。（質問等なし）

今から、具体的にバリアフリーをされたところの個所の説明をさせていただきますので、

またその中でご意見賜りたいと思います。 

 

（５）会長及び副会長の選出 

＊事務局推薦により会長及び副会長の選出  会長：依田委員 副会長：藤原委員 

全委員  ：異議なし（拍手） 

＊依田会長よりあいさつ 

依田会長 ：それでは、ただ今協議会の会長に選出いただきました依田でございます。先ほど事務局

よりお話がありましたけども、マスタープランができあがっております。このマスター

プランはできて終わりということではなくて、これを実行していかないといけません。

そのために見直しをしながら、足りないところをきちんと補っていくということが必要

になります。委員の皆様におかれましては、飯塚市のバリアフリー化を進める中でそれ

ぞれの知見を持って、色々なご助言を頂けますようお願いいたしまして私の挨拶とさせ

ていただきます。 

 

２ 議題 

（１）生活関連施設のバリアフリー化実施状況について 

依田会長 ：それでは、会議次第に従いまして議事を進めます。議題（1）生活関連施設のバリアフリ

ー化進捗状況について、事務局より説明をお願いします。 

＊事務局より配布資料の説明 

事務局   ：それでは、議題（１）生活関連施設のバリアフリー化進捗状況について説明をさせて

いただきます。お手元のバリアフリーマップと資料１をもとにしてご説明をさせてい

ただきます。まず、バリアフリーマップですが、本マスタープランにおいて生活関連

施設に指定されております 20施設について令和 2年 4月時点のバリアフリー対応状況

が記載されております。資料１をご覧ください。生活関連施設のバリアフリー化実施

状況について、１調査・方法として、飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラ

ン）において、移動等円滑化促進地区内の生活関連施設・生活関連経路のバリアフリ

ー化の促進状況については、毎年度ヒアリング調査を実施し、バリアフリーマップの

更新を行う等、継続的な取り組みを行っていくこととされておりますことから、生活

関連施設に指定されている 20 施設に対し、令和 2 年 4 月以降のバリアフリー化状況

を把握するため、対象 43 項目について書面によるヒアリング調査を実施し、全施設よ

り回答をいただいております（調査期間：令和 3 年 10 月 12 日～10 月 27 日 回答

率：100％）。続きまして、２調査結果をご覧ください。全 20施設からの回答詳細は別

紙の A3横の資料になりますが、前回からの主な改善内容を表に示しております。調査

項目 1の一般駐車場の有無については、JR飯塚駅及び飯塚病院の 2施設において台数

が増加しております。項目 3 横幅 350センチ以上の車いす使用者用の駐車場につい

て、飯塚市歴史資料館で新設され、飯塚病院で台数が増となっております。項目 4 身

体障がいのある方、高齢者、妊産婦が利用できる駐車場については、飯塚病院で台数
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が増となっております。項目 6 出入り口までの点字ブロックの有無及び項目 19 点字

案内の有無について、立岩交流センターで新たに整備がされております。項目 43 AED

の設置について、スパイシーモール新飯塚に既に設置されておりましたが、前回の調

査では未設置としていたとの報告をいただいております。最後にその他、バリアフリ

ーマップにおいて、生活関連施設として嘉穂劇場が含まれておりますが、現在、施設

が休館中であり、再開時期は未定ということです。３結果の広報・周知といたしまし

ては、２調査結果を踏まえ、バリアフリーマップの更新（ピクトグラムの追加）を行

い、更新したものを市ホームページに掲載するとともに、所管課窓口に設置すること

としております。以上でございます。 

依田会長 ：どうもありがとうございました。只今、生活関連施設のバリアフリー化進捗状況につい

て説明がありました。この件につきまして、何かご意見、ご質問はありませんか。（意見

等なし） 

ありがとうございました。 

 

（２）生活関連経路のバリアフリー化実施状況について 

依田会長 ：それでは、次に進みます。議題（2）生活関連経路のバリアフリー化進捗状況について事

務局より説明をお願いします。 

事務局  ：それでは、お手元の資料 2 をご覧ください。こちらにつきましても、先ほど生活関連施

設の方でご説明ありましたように、令和 3年 10月の時点において、本方針が策定されま

した令和 2 年 4 月以降のバリアフリー化の状況について、各経路の所管機関にお問い合

わせをさせていただいております。その結果、「JR新飯塚駅周辺地区移動等円滑化促進地

区」内にある「新飯塚潤野線」についてですが、次のページをお願いします。図の方で見

た方が分かりやすいかなと思います。飯塚病院の東側水色で着色している部分、この部

分ですが 95.8ｍにわたりまして、歩道上に点字誘導タイルの設置が行われております。

本経路は飯塚病院横の歩道となりますので、視覚障がい者の方が通院する際や、近隣の

生活関連施設などへ移動される際の移動の円滑化に繋がるのではないかと考えておりま

す。生活関連経路につきましては 1点となっております、以上で説明を終わります。 

依田会長 ：どうもありがとうございました。只今、事務局より説明がありましたけども、この件に

つきまして、ご意見、ご質問はありませんか。（意見等なし） 

私から 1 点だけですね、新しく設置されたということは今説明がありましたけども、点

字ブロックの破損とかそういったものといったのは特に見当たらなかったのですかね。 

事務局  ：新しく破損したとかですか。実はですね、今回の令和 3年 11月になりますけども、事務

局の方で今回の生活関連経路、全て回らせていただきまして、歩道が有る無しとか、点

字ブロックが有る無しとか、点字ブロックの老朽化などの調査は事務局の方ではさせて

いただいております。そういったところは、次のマスタープランの見直しの時期に、皆

様方とまちあるきを実施し、全て経路を確認していくことにはなるかと思っております。

新しく破損された箇所といいますのは、実はですね、まちあるきした段階で生活関連経

路に入っていなかった経路もありましたので、現段階で調査したものの資料しかご用意

はできていないところです。 

依田会長 ：分かりました。もし破損とかしていると、やはりよくないと思いますのでちゃんと管理
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をしていった方がいいかと。ありがとうございます。他に意見等ございますか。（意見等

なし） 

 

（３）マスタープランに関する誤記載の訂正 

依田会長 ：それでは、その次の議題（3）マスタープランに関する誤記載の訂正について事務局より

説明をお願いします。 

事務局  ：飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）本編につきまして、記載内容が 1 点誤

っている箇所がありましたので、訂正のご報告をさせていただきたいと思います。資料

3正誤表をお配りしておりますので、そちらをご覧いただきたいのと、本編につきまして

は 33ページの方になります。こちらの「図 5-2届出対象範囲」について、図の内容が誤

っておりましたので、正しい図につきましては右側に記載させていただいているとおり

となります。届出対象となる範囲について、旅客施設については、生活関連旅客施設に

限られるということ、また、道路については、生活関連経路である道路法による道路に

限られるため、この条件に基づき、図を修正させていただいております。お手数をおか

けいたしますが、マスタープランをご覧になる際は、本正誤表を併せてご確認いただき

ますようお願いいたします。以上で説明を終わります。 

依田会長 ：どうもありがとうございました。本修正の件につきまして、ご意見、ご質問はありませ

んか。（意見等なし） 

修正箇所を挟んでおいていただければと思います。よろしくお願いします。 

      それでは、用意されている議題につきましては以上になります。その後の進行を事務局

の方にお願いしたいと思います。 

 

３．閉会 

事務局  ：依田会長、どうもありがとうございました。また、委員の皆様におかれましても本日は

ご審議、誠にありがとうございました。今後とも、市政発展のため、ご指導ご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げます。なお、本協議会は年１回の開催を予定しております。次

回第２回の協議会は令和４年度開催予定としておりますので、日時が決まりましたら、

開催案内を送付させていただきたいと考えております。これをもちまして、第１回飯塚

市移動等円滑化促進方針推進協議会を閉会いたします。本日はどうもお疲れ様でした。 

 


