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第５回 飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会 

議事要旨 

 

日 時：令和 2年 3月 19日（木） 13：30～14：10 

場 所：飯塚市役所本庁 2階多目的ホール 
 
 

■飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会 委員 （敬称略） 
 

【会長】北九州市立大学地域創生学群 学群長 内田 晃 

【副会長】近畿大学産業理工学部 建築・デザイン学科長 依田 浩敏 

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 聴覚部会長 清水 富江 

飯塚市手をつなぐ親の会 穂波支部役員 諸岡 靖子 

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 油布 進 

西鉄バス筑豊株式会社 安全推進室長 和田 順一（欠席） 

飯塚旅客自動車協同組合 理事長 野上 英敏 

国土交通省九州地方整備局北九州国道事務所 事務所長 谷川 征嗣 

九州運輸局福岡運輸支局 首席運輸企画専門官 板並 克也 

福岡県飯塚県土整備事務所 道路維持課長 川崎 裕司 

福岡県福祉労働部 障がい福祉課長 中島 徹也（代理 信國） 

福岡県飯塚警察署 交通課長 鍋島 隆之（代理 蔵元） 

飯塚市(行政経営部) 行政経営部長 藤中 道男 

飯塚市(福祉部) 福祉部長 實藤 和也 

飯塚市(都市建設部) 都市建設部長 堀江 勝美（欠席） 

飯塚市商店街連合会 副会長 脇田 法子 

飯塚アーチェリークラブ 理事 古江 勉 

特定非営利活動法人 九州車いすテニス協会 アシスタントディレクター 柳瀬 葉子（欠席） 

 

 

＜配布資料＞ 

次第 

資料１  第 5回 飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会 追加資料 

     飯塚市バリアフリーマップ（案） 

 

＜事前配布資料＞ 

飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）素案 

飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）素案に関する主な修正内容について 

 

 

  



2 

１．開会 

事務局  ：定刻となったため第 5回飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会を開始する。 

＊事務局より配布資料の確認 

 

２．議題 

（１）飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）素案について 

内田会長 ：年度末の忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は第 5回の策定協議会

となり、議題が一点用意されている。忌憚のない意見をお願いしたい。それでは飯塚市

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）案について事務局より説明をお願いする。 

事務局  ：前回提出させていただいた飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）【素案】に関

し、市役所の関係各課、前回協議会での意見、九州運輸局からの意見、また市民意見募

集を 2/5～3/4まで行ったので、その意見をもとに修正を加え、事前に【案】を送付させ

ていただいている。 

その後、経路等について、若干の修正があったので、本日資料を配布している。 

それでは、内容について説明させていただく。 

まず関係各課からの意見について、1ページをお願いする。 

先導的共生社会ホストタウンに登録されておりますことから、『「共生社会ホストタウン」

に登録され（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」に登録され（令和元年 8月）」という文言を追記させていただく。また後ほど説明さ

せていただくが、登録されの「され」という文言は削除させていただき、最終的には本

日配布させていただいた資料の内容とする。 

同じく 1ページ目だが、『1-1移動等円滑化促進方針（マスタ―プラン）策定の背景』と

いう文言となっており、目的を追加すべきではないか、というご意見であったので、1

ページ 22行目に『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』の文言を追記する。 

34ページをお願いする。 

「障がい者団体から情報提供を受けることで改善を図っていきます。」に対し、障がい者

団体から情報提供がないと改善しないのですかとの意見があったので、『障がい者団体等

から情報提供を～～～』と修正する。同じく交通安全施設についても、障がい者団体か

らの情報提供のみでいいですかとのご意見でしたので、『障がい者団体等から情報提供を

～～～』と修正する。 

39ページの生活関連施設について、新飯塚駅前郵便局については、了承が得られなかっ

たため、生活関連施設は 20施設となっている。 

43 ページの移動等円滑化促進地区の JR 飯塚駅周辺地区については、市場跡地の整備も

含め、飯塚駅周辺の整備も含む必要があると思われるため、炭都ビル跡地及び東口駅前

広場範囲も含める必要があるというご意見をいただいた。そのように修正させていただ

き、本日配布させていただいた範囲となっている。 

次に前回 1/27 の協議会での意見に対する回答について。45 ページの促進地区だが、新

飯塚駅から西に延びている道は歩道も整備されているので生活関連経路として考えられ
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るのではないか。市役所の右下の角から南に下りていく道路も生活関連経路として考え

られるのではないか。新飯塚駅の自由通路は生活関連経路に位置付けなくても良いのか、

というご意見があったので、生活関連経路について、追加修正をさせていただいた。本

日配布している資料をご確認いただきたい。 

次に 46ページをお願いする。 

1）地区の特性 「点字ブロックの摩耗、点字ブロックが舗装と同系色のためわかりにく

い」の文言について、点字ブロックの改修工事を発注しており、文言修正をお願いした

いということで、改修工事をされるため文言修正する。 

次に 49ページをお願いする。 

商店街にもいろいろバリアになるものがある可能性があるので、きちんと生活関連経路

として位置付けておいたほうが良いのではないかというご意見をいただいたので、商店

街連合会と協議を行い、商店街を生活関連経路として設定させていただく。 

引き続き、九州運輸局からの意見だが、52 ページをお願いする。素案「8-3 今後の取組

み」にて PDCAサイクルについて記載があるが、マスタープランの評価・見直しについて、

具体的な方策についての記載が必要ではないでしょうか。とのご意見をいただいたので、

「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。おおむね 5 年毎に、移動等円

滑化促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及

び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認める時は、移動等円滑化促進方針を

変更するものとします。」という記載を追加修正する。 

次に、市民意見募集（2/5～3/4）での意見に対する回答となるが、4 ページ目をお願い

する。 

1）位置・地勢 本文 3 行目の「…遠賀川流域平野として開かれていますが…」は、「…

遠賀川流域平野として開けていますが…」等の方が適切ではないかというご指摘でした

ので、ご意見のとおり修正する。 

5 ページ目の①将来人口について、図 2-2 の総人口と高齢化率の推移についての表示に

ついて、年少人口・生産年齢人口・老年人口は具体的に何歳を指すのか、というご意見

等があったので、注記を入れて、年齢構成がわかるようにしている。 

16ページをお願いする。 

3）施設の利用状況 本文 3 行目「…全体の 10 位の施設に加え、…」は、「…全体の 10

位以内の施設に加え、…」等の方が適切ではないか。とのご指摘でしたので、ご意見の

とおりに修正する。 

27ページをお願いする。 

1）公共交通 JR 新飯塚駅、JR 飯塚駅、飯塚バスターミナル、バス停、鉄道、民間路線

バス（西鉄バス）、タクシー等バリアフリーの課題解決がまず大切なことであると思いま

す。みんなが安心して利用できるようにすることでしょう。とのご意見については、公

共交通機関の運営をしている機関にはバリアフリー協議会の委員として参加していただ

いており、マスタープランに関する情報共有を行っています、との回答を行っている。 

29ページをお願いする。 

飯塚病院前は 5 箇所の信号と病院出入口が交錯しており、判断がしづらい。また、出入
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口前の歩道は車の出入りのために専有されている状態なので、せめて車の出入口は別の

ところに設置して欲しい、とのご意見でしたので、飯塚病院は生活関連施設に位置付け

している施設になるので、担当者の方にその旨をお伝えすることとする。 

それから、事前に資料を送付させていただいた後に、経路等について若干の修正があっ

たので、内容について修正を加えたページを本日配布させていただいている。 

1ページ目をお願いする。 

今回追記していた部分となる。先ほど少しお話しをさせていただいたが、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

され（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

登録され（令和元年 8月）とし、「され」の部分を削除させていただく。 

34ページをお願いする。 

整備方針の項目として、公園の項目がなかったので、公園についてもバリアフリー化に

努めるということで、維持修繕や整備時において、移動等円滑化基準及び福岡県福祉の

まちづくり条例に沿ったバリアフリー化に努めます。また、既に移動等円滑化基準等に

沿っている施設については、維持管理に努めます。という文言を追記することとした。 

次に 41ページをお願いする。 

生活関連経路について、利用が多い道路の連続性を持たせるため、補完する道路につい

ても生活関連経路として位置づけることとし、加えて飯塚市にて平成 30 年 12 月に策定

した「菰田・堀池地区活性化基本方針」に考慮した生活関連経路についても位置づける

こととする。 

今話しました生活関連経路の位置づけにより、42、43、45、47、49ページのように経路

が追加されている。 

内容を説明すると、45 ページの JR 新飯塚駅前周辺地区の生活関連経路が、新飯塚駅か

ら碁盤の目のように、設定させていただいたのがわかる。 

それから 47ページについては、市場の周辺が「菰田・堀池地区活性化基本方針」に考慮

した生活関連経路ということで設定させていただいた。 

49ページについては、利用が多い道路の連続性を持たせるため、補完する道路について

も生活関連経路として位置づけることとし、経路を追加させていただいた。 

以上の内容が前回の「素案」から今回の「案」となる中での、修正箇所となっており、

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）「案」の説明となる。 

内田会長 ：色々な箇所が修正案として出されている。特に生活関連経路が増えているというところ

が今回の大きな変更点である。質問や意見はないか。 

私から伺うが、1 ページの「ホストタウンに登録され取り組みを推進しています」とい

う文言の「され」という言葉を削除するということだが、文章を読むと「共生社会ホス

トタウンに登録、更には先導的共生社会ホストタウンに登録、そして取り組みを推進し

ています」となる。これは文章として少しおかしいのではないか。「され」を取った理由

を教えていただきたい。 

事務局  ：共生社会ホストタウンを所管している部署から、文章の繋がりとして「され」を外した

方が良いのではないかという意見があり、それを踏まえて外している。 
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内田会長 ：了解した。それなら次の段落の「交付され」の「され」も取った方が良いのではないか。 

事務局  ：ご意見のとおり文章の繋がりがおかしくなると思われるので、外させていただく。 

内田会長 ：39ページ、新飯塚駅前郵便局から了承を得られなかったということだが、その理由を教

えてほしい。他の郵便局は生活関連施設として位置付けているため、これだけ外すとい

うのは少し違和感がある。 

事務局  ：新飯塚駅前郵便局については段差がかなりあり、こをスロープにするのは難しいという

ことで、生活関連施設に位置付けないでほしいという意見であった。 

内田会長 ：いずれ建て替える時は段差の解消やスロープにするというのがバリアフリーの計画だと

思う。すぐに対応出来ないからといってそのまま外しても良いのだろうか。郵便局は、

高齢者の方もよく訪れる施設ということで位置付けようとした訳であるから、残すとい

う選択もあって良いのではないか。 

事務局  ：今回は時間的なこともあるのでこのまま外すしかないと思うが、毎年度、ヒアリング調

査、バリアフリーマップの更新等の見直しを行っていくので、その際に粘り強く話をさ

せてもらおうと思う。 

内田会長 ：各ページの下に QRコードのようなものがあるが、これは何か。 

事務局  ：音声コードである。視覚障がい者の方にも協力していただいて作成したマスタープラン

であるため、その方達にも分かりやすいように入れている。 

内田会長 ：各ページで大きさが違うのは何故か。 

事務局  ：読み込む分量が違うため、大きさが異なってくる。 

内田会長 ：他には質問等はないか。今日が年度内最後の協議会でありこれで計画が確定するという

ことになるが、気付いた点があれば指摘をいただきたい。 

よろしいか。 

生活関連経路が増えるということはバリアフリー化を推進していくということになり、

行政としてより積極的にやっていくということである。また、47ページの市場の計画を

見据えてバリアフリー化を図っていくということであり、前向きな内容に変更になって

いるということでご理解いただきたい。 

 

３．その他 

内田会長 ：その他について、事務局より説明願いたい。 

事務局  ：本日配布している飯塚市バリアフリーマップについて、これは案の状態ではあるが、こ

のような形で作成しようと思っている。市のホームページへの掲載を考えている。マス

タープランと同時期に作成する予定であり、4月末を目途にしている。 

内田会長 ：このマップを見て気付いたことはないか。 

依田副会長：地図に縮尺を入れたほうが良いのではないか。 

内田会長 ：私も同感である。 

飯塚駅周辺地区の地図について、生活関連経路が飯塚駅にタッチしておらず途切れてい

るように見える。マスタープランでは駅前広場が塗られているので連続性が見えるが、

この地図だと駅の手前で経路が終わっているように見えるので何らかの修正が必要であ

ると思う。 

それから、赤い線、茶色い点線が何なのか、分かるものが入っていない。 
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事務局  ：飯塚駅周辺地区の地図の凡例としては入っているが、説明がなく分かりにくいかもしれ

ない。飯塚駅周辺の生活関連経路も含めて修正していく。 

内田会長 ：レイアウト上の問題でもあるので、見やすくする工夫が必要かもしれない。他はいかが

か。 

川崎委員 ：生活関連経路は見やすいがその他の道路が見にくいと思う。もう少し色を濃くしたらど

うか。 

事務局  ：下図の目印等も無いので分かりづらい部分もあるため、分かりやすくなるように修正を

加えていく。 

内田会長 ：トライアルの右下の線が道路を突き抜けていたりするので、細かいところも見直して修

正してほしい。他にはないか。 

脇田委員 ：AED があっても良いのではないかと思う。民間施設でも置いてあるところがあるかもし

れない。地図を見て普段から気を付けておけば良いかと。 

内田会長 ：素晴らしい指摘だと思う。バリアフリーではないが情報としてあっても良いと思う。ど

こにあるかというのは把握されていると思うので、この事についても考えてみたらどう

か。 

事務局  ：AEDの場所についても追加の方向で検討したいと思う。 

内田会長 ：公共施設は設置されていると思うが、民間の施設、商店等をこの地図に入れることにな

るかもしれない。どれくらい設置されているかが問題である。例えば、学校は一般の人

が入れる施設ではないので、誰もが使える施設に限るとすると、それに対する注意書き

も入れる必要がある。これは AED について所管している部署と相談してもらうというこ

とでお願いしておく。マスタープランに入れる必要はないがこのマップは色んな人が見

るものなので AEDの情報はあっても良いと思う。 

他にはないか。 

谷川委員 ：先程凡例の話が出たが、最後のページの下に生活関連施設と生活関連経路の説明が書い

てある。これは非常に大事な事なので凡例とともに分かりやすく表示したほうが良いと

思う。 

事務局  ：字も小さくて分かりづらいので、少し工夫して凡例とともに分かりやすくなるようにし

ていく。 

内田会長 ：他はいかがか。全体を通して、これで最後になるが何かないか。よろしいか。 

それでは本日の議題は以上である。事務局より連絡事項等何かあるか。 

事務局  ：全 5 回の協議とまちあるきもしていただきありがたく思う。これでマスタープランも出

来上がり、今後も引き続き毎年度見直しを行っていくことになるので、これからもよろ

しくお願いしたい。 

内田会長 ：最後に私から。今年度皆様方にご協力いただき、移動等円滑化促進方針（バリアフリー

マスタープラン）が完成した。これを絵に描いた餅に終わらせず、実効的なマスタープ

ランとするべきだと思う。市民の皆様もそういうふうに望まれていると思うし、改善点

を明らかにし、見せていくことが非常に大事になってくる。毎年度チェックをして PDCA

サイクルを回していきながら、このマスタープランがバリアフリー化を進めていく効果

的なツールになることを期待したいと思っている。皆様方のご協力に感謝する。 

バリアフリーマップも含めて微修正が発生したが、その部分については事務局に一任い
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ただければと思う。よろしくお願いする。 

それでは以上をもって第 5 回飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会を閉会とさせてい

ただく。マイクを事務局にお返しする。 

事務局  ：マスタープランが正式に出来上がったら冊子とバリアフリーマップを委員の皆様に送付

させていただくのでよろしくお願いしたい。 

内田会長 ：マップはたくさん印刷して色んなところに置くということで良いのか。 

事務局  ：1,000部作る予定である。 

内田会長 ：それでは以上で閉会とさせていただく。 

 


