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第１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：令和元年 5月 31日（金） 13：30～14：30 

場 所：飯塚市役所本庁 5階 研修室 
 
 

■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（欠席） 

西鉄バス筑豊株式会社 安全推進室長 和田 順一 

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 

福岡県飯塚警察署 交通課長 市川 隆一 

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 

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 

 
 

＜配布資料＞ 

次第 

資料１ 協議会委員名簿 

資料２ 協議会設置要綱 

資料３ 共生社会ホストタウン資料 

資料４ オリンピック・パラリンピックを契機としたバリアフリー化の一層の推進について 

資料５ 移動等円滑化促進方針作成に関するマニュアル（抜粋） 

資料６ 移動等円滑化促進方針策定スケジュール（案） 

資料７ バリアフリー改正法までの経緯 
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１．委嘱状交付式 

（１）委嘱状交付 

＊委員の紹介及び委嘱状交付 

（２）福祉部長あいさつ 

＊實藤福祉部長あいさつ 

 

２．移動等円滑化促進方針策定協議会 

（１）事務局職員紹介 

＊事務局職員の紹介 

（２）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：内田委員 副会長：依田委員 

全委員  ：異議なし（拍手） 

＊内田会長よりあいさつ 

内田会長 ：みなさんこんにちは。ただ今会長に推挙いただきました北九州市立大学地域創生学群の

内田と申します。どうぞよろしくお願い致します。私は地域創生学群という新しい学部

で学群長をしております。専門は都市計画と交通計画です。この学部には毎年 150 名の

学生が入って来るのですが、全員に地域活動を必修科目として設定しております。キャ

ンパスの外に出て地域の皆様と地域課題の解決に向けて取り組むということをやってお

り、その中で例えば福祉施設にお世話になっている学生、あるいは車いすソフトボール

という、まだ正式種目にはなっていない新しい車いすスポーツの実習、こういった障が

い者の方々と共に取り組む実習もいくつか用意しております。そういったことで普段か

ら学生たちは障がい者の方、高齢者の方、そういった方々とお付き合いさせていただい

ています。私も福祉環境デザインという授業を担当しております。それで私個人として

は 2001 年に北九州市黒崎地区のバリアフリーのまちづくりの基本計画策定のお手伝い

をさせていただきました。それから昨年策定された福岡県大野城市のバリアフリー計画

のお手伝いをさせていただきました。そういったことで今回お声掛けいただいたのかな

と思います。委員の皆様それぞれの知見を持っていろん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。 

（３）議題 

＊事務局より配布資料の確認 

①移動等円滑化促進方針策定について 

内田会長 ：それでは議事次第に従って会議を進めさせていただく。まず移動等円滑化促進方針策定

について事務局より説明をお願いしたい。 

＊事務局より配布資料の説明 

事務局  ：それでは、（1）移動等円滑化促進方針の策定について、内容に入ります前に、資料１・

２について簡単にご説明させていただきます。まず資料 1ですが、先ほど委嘱及び任命

させていただきました協議会委員の名簿となります。学識経験者、高齢者、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

部長となります。それから市長が必要と認める者で、商店街連合会、飯塚アーチェリー

クラブ、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。 
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次に、資料 2になります。策定協議会の設置要綱です。第 1条ですが、飯塚市における

移動等円滑化の促進に関する方針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策定協議

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策定に係る検討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、20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、移動等円滑化促進方針が策

定されるまでとなります。第 5条で、先ほど選出していただきましたが、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。資料 1及び資料

2の概要説明は以上となります。 

都市計画課長の西岡といいます。移動等円滑化促進方針策定について説明いたします。 

それでは、資料の最後になりますが、資料７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。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

促進方針の作成に取り組むことが明記されました。また、飯塚市では、共生社会の実現

のため、ユニバーサルデザインの街づくり及び心のバリアフリーの取組を促進するため、

平成３０年５月に共生社会ホストタウンとして登録されているところです。 

資料３をお願いいたします。共生社会ホストタウンについて説明いたします。パラリン

ピアンとの交流をきっかけに共生社会の実現のための、ユニバーサルデザインの街づく

り及び心のバリアフリーの取り組みを実現するホストタウンを促進し、パラリンピック

に向けた機運を全国に波及させるのが目的であり、現在、飯塚市をはじめ１４自治体が

登録されております。 取組の概要ですが、共生社会の実現に向けた取り組みの推進と

して、障がいのある海外の選手たちを迎えることをきっかけに、ユニバーサルデザイン

の街づくりや心のバリアフリーに向けた、取り組みを実施していくものです。また、東

京大会の事後交流も含めた、パラリンピアンとの交流を通して、パラリンピックに向け

た機運を醸成するとともに、障がいのある選手たちと直に接することで住民の意識を変

えていくきっかけとしていくものです。 

資料３の二枚目をお願いします。飯塚市の共生社会ホストタウンとしての活動計画につ

いて説明いたします。飯塚国際車いすテニス大会は、１９８５年から開催され、２００

４年からは、スーパーシリーズであるジャパンオープンに格付けされ、２０００名を超

えるボランティアを中心に飯塚市全体で盛り上げてきております。目指すべき共生社会

の姿として、市全体が、障がいのある方への手伝いが自然にでき、障がいのある方も安
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心して生活できるまちへ進めることを将来像として目指しております。ユニバーサルデ

ザインのまちづくりとして、障がいがある方もない方も楽しめるテニスコートの観客ス

タンドの設置や新体育館等のスポーツ施設の整備、ユニバーサルツーリズムの推進、多

目的トイレの設置や歩道の段差解消の整備等を実施し誰もが住みやすさを実感できる

まちづくりを進めております。また、心のバリアフリーの取り組みとして、イイヅカ方

式の担い手の継承やパラスポーツの普及促進・パラリンピックとの交流、また、市民啓

発活動等を進めてまいりました。 

       資料４をお願いいたします。平成３０年１０月４日付けで、国土交通省から文書を受け

ており、内容については、共生社会ホストタウンである飯塚市において、移動円滑化促

進方針の作成に積極的に取り組んでいただきたいとのことであり、この文書が、移動等

円滑化促進方針作成のきっかけになっております。 

       資料５をお願いいたします。「移動等円滑化促進方針作成に関するマニュアル」から抜

粋したものを添付しております。３ページをお願いいたします。 

１番については、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義としては、

高齢者の方や障がい者の方が日常生活や社会生活で利用するバス、タクシー、鉄道や生

活関連施設及びこれらの間の経路である道路、駅前広場、バスセンター等の施設が一体

的に移動等の円滑化が整備されていることが重要であります。 

２番については、マスタープラン制度の創設の背景と目的についてですが、作成済の市

町村の数は、２割程度で、具体的な事業に関する調整が難航していることや作成のため

の予算がないことが課題になっています。そこで、対応方針として、マスタープラン作

成を国の予算により支援できることになっており、本市も国から支援を受ける予定にし

ております。 また、マスタープランについて、都道府県による市町村へのサポートや

作成の努力義務化、定期評価・見直し、バリアフリーマップ作成に対する地区内事業者

等の情報提供を進めることとしております。 

４ページをお願いいたします。３番については、マスタープラン作成のメリットが３つ

ありあます。１つ目には、バリアフリー化に伴い関係者間での認識が共有され、事業化

に向けた準備期間を設定できることや段階的な施設のバリアフリー整備が可能になる

ことです。２つ目は、交通結節点付近の改修をする場合は、施設間の連携が図られ計画

的に実施することが可能になることです。３つ目は、バリアフリーマップを作成するこ

とにより、施設の管理者は、円滑な情報の収集が可能になり、情報の共有をはかること

が容易にできることになります。 

８ページをお願いいたします。３－１については、マスタープランの作成手順を示して

おります。着手段階で、市内部の体制を構築しており、本日の第１回目の協議会を開催

している状況です。委託業者については、５月３０日に KCS株式会社と契約しておりま

す。今後は、現状調査として、まちあるき点検やアンケー調査、事業者とのヒアリング

等を実施していきたいと考えています。最終的には、バリアフリー化の方針の設定、バ

リアフリー化の促進が必要な地区である移動等円滑化促進地区の設定、日常生活等で利

用する施設及び当該施設間の経路の指定、届出制度の対象地区の設定、バリアフリーマ

ップ作成に係る情報提供内容の設定等を行うことになります。各施設のスロープ化や段

差等の解消等の事業を実施する場合は、基本構想を作成することになります。 
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９ページをお願いいたします。３－２においては、着手段階における留意点を示してお

ります。マスタープランの作成を円滑に実施するには、庁内体制を構築し、協議会の設

置・運営を図り、住民参加と意見を反映することで、行政、施設利用者、施設管理者等

が連携し、協力しあって、バリアフリーの方針を検討することが重要になってきます。 

３０ページをお願いいたします。４－８においては、マスタープラン作成のイメージを

示しております。飯塚市は、基本構想を作成しておりませんので、このイメージなりま

す。まず、移動等円滑化促進方針を作成しますが、駅や生活関連施設を含んだ区域を移

動等円滑化促進地区として指定します。A地区のように具体事業の調整が可能な地区は、

基本構想を作成することになります。下の図のように、評価・見直し後に E地区のよう

に基本構想が可能になった場合は、移動等円滑化促進地区と重ねて重点地区を設定する

ことになります。  

内田会長 ：それでは各委員から意見等をいただきたいと思う。挙手をして発言願いたい。何か質問

や意見はないか。資料の最後、30ページに説明があるが、今回の移動等円滑化促進方針

については、新飯塚駅や市役所を重点整備地区に指定して、あるいは他の地区について

も移動等円滑化促進地区に指定して、計画を作っていくことになるかと思う。今日はま

だ具体的に資料等が出来ている訳ではないが、せっかくの機会であるし、意見や要望、

などがあれば是非この場で発言してもらいたいと思うが、いかがか。 

依田副会長：近畿大学の依田です。バリアフリーというのはどこでもその状況じゃないといけないと

思うのだが、重点整備地区や促進地区を設定した場合、その地区から外れたところの考

え方というのはどうしていくべきなのか。 

事務局  ：今回のバリアフリー策定方針については交通結節点、飯塚市で言えば新飯塚駅、飯塚駅、

バスターミナル、こういったところから徒歩で歩いて行けて公共施設が密集している地

区、約 800mから 1km程度の区間をエリアとして考えている。それ以外については、対象

としては考えていない。ただエリアに入っていないからといってバリアフリー化を進め

ないという訳では決してなく、新たな工事をするような時にはバリアフリー化を進める

ことを考えている。 

内田会長 ：どこの市町村でもそのような話になる。やっぱり不特定多数の方が集まる駅周辺や公共

施設などの地区を優先的に整備する、それはネットワークを繋げていくということで単

体のバリアフリー化ではないという考え方である。やはり面的に計画しないといけない。

駅からある施設に至る経路がちゃんとバリアフリー化されていないと意味がない。もち

ろん重点整備地区や促進地区以外のところはバリアフリー化しないという訳ではもちろ

んなく、新しい施設や歩道を作る時は、当然バリアフリー化が標準として整備されてい

くということになる。ただ今ある既存のところについては若干優先順位は下がった状態

かもしれないが、いずれにしてもバリアフリー化に向けた取り組みというのは市全体で

行っていくという方針で間違いない。その点はご理解いただきたい。 

中島委員 ：重点整備地区や促進地区についてはそういうことだろうと思う。重点整備地区が交通結

節点だけという説明だが、今日委員の中にもお越しいただいているが筑豊ハイツを使う

車いすテニス大会、それからユニバーサルツーリズムの推進というのが共生社会ホスト

タウンの活動計画として書かれている。これについてはどういった方針で望まれるのか

もう少しお聞かせ願いたい。 
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事務局  ：筑豊ハイツは現在計画が進んでおり、その中でバリアフリー化は進められている。ユニ

バーサルデザインのまちづくり、誰もが住みやすさを実現できるまちとして、市内の主

要駅に多目的トイレや音声案内版を設置することや、中心市街地の歩道の段差解消や点

字ブロックの整備、市内バリアフリー情報の集約及び発信ということで、交通結節点と

筑豊ハイツとの結びつきが出れば良い。歩いて回遊できるような地区として促進地区が

あり、さらには基本構想というように考えている。 

中島委員 ：私の質問の仕方が悪かったかもしれないが、ユニバーサルツーリズムの推進とせっかく

言っているので、筑豊ハイツの問題ということではなく駅周辺から大会会場、そして大

会に来られた方々にもっと楽しんでもらいたいと思われているんじゃないかと。そうす

るとそれ以外の観光施設なども重要なポイントになってくるのではないかと思う。マス

タープランに盛り込むという話ではなく、障がいのある人や高齢者の日常生活に関わる

ことがもちろん最優先ではあるが、そういった考え方もひとつあるということでのお尋

ねであった。 

内田会長 ：ありがとうございます。今の話に補足があれば。 

藤中委員 ：ユニバーサルツーリズムの話だが、車いすテニスの大会会場に併設している公共宿泊施

設は、今整備している。現在は 15 部屋のうち 10 部屋がバリアフリー化されているとこ

ろである。これはもともと共生社会ホストタウンの活動の中で検討してきたことである。

今中島委員からあったように、ユニバーサルツーリズムには筑豊ハイツだけではなく、

筑豊ハイツに集客するための交通結節点である駅やトイレ、駅近くのホテルとか、そう

いったところのバリアフリーの整備とユニバーサルデザインが一体的なものでないと、

このユニバーサルツーリズムは効果がないというふうに考えているところである。 

内田会長 ：共生社会ホストタウンという制度自体は平成 29年 11月に募集が開始されて現在 14自治

体が登録されているということだが、この移動等円滑化促進方針というのは、特に近年

策定される市町村の数が減ってきていて、全体で 2 割程度しか策定されていない。おそ

らくこの共生社会ホストタウンである自治体で移動等円滑化促進方針を作るのは飯塚市

が全国で初のケースになるではないかと考えられる。そういう意味でも来年南アフリカ

からパラスポーツの関係者の方が合宿に来られる前にきちんとした計画を作っておく必

要がある。毎年車いすのテニス大会が開催されており、非常に注目されるケースになる

のではないかというところである。先程中島委員が言ったことは、ユニバーサルツーリ

ズムを推進するのであれば、それを見越した計画、方針を作るべきではないかという指

摘だったと思う。事務局の方からは促進地区は 3 地区、新飯塚駅、飯塚駅、バスターミ

ナルという話があったが、その 3 地区に最初から決定するということではなく、ユニバ

ーサルツーリズムを想定すると、筑豊ハイツや観光施設等が含まれるエリアを促進地区

に指定する可能性もなくはない。そういった検討は是非進めて行かれたら良いのではな

いか。そうすることによってこの共生社会ホストタウンである飯塚市の独自の計画とい

うのがよりクローズアップされる側面があるのではないかと思う。是非その点も検討の

中で考えていただきたいと思う。 

他に無いか。 

野見山委員：資料 6のマスタープランの策定スケジュール案を具体的に説明してもらえないか。 

内田会長 ：申し訳ない。資料 6 のスケジュールについてはこの後の議題として用意しているので、
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その説明を聞いて質問があればお願いしたい。他に無いなら議題の 2 番目に入りたいと

思う。今後の策定スケジュールについて事務局に説明願いたい。 

 

②今後の策定スケジュールについて 

＊事務局より今後の策定スケジュールについて説明 

事務局  ：資料６をお願いいたします。スケジュールについて説明いたします。協議会の開催は、

本日の協議会を含めて５回予定しております。まちあるき点検は、７月上旬に予定して

おり、委員のみなさんと一緒に段差や電柱の設置状況等を確認していきたいと思ってお

ります。住民利用アンケート調査と公共交通事業者及び障がい者団体等へのヒアリング

等を７月中に実施し、８月にワークショップを実施したいと考えています。移動等円滑

化促進地区の設定、高齢者・障がい者等が日常生活等で利用する施設の指定並びに設定、

施設の相互の経路の指定並びに設定、届出制度の対象となる区域の設定を９月から１０

月にかけて行う予定です。その後、バリアフリーマップの作成を１０月中に行い、マス

タープランの素案作成を１１月から１２月にかけて行い、マスタープランの素案提案を

１月下旬に行う予定です。マスタープラン素案に関する市民意見募集とマスタープラン

説明会を２月中に実施し、マスタープラン案を３月下旬に協議会に提案する予定です。 

２０２０年５月には、マスタープランの策定を予定しており、２０２０年東京オリンピ

ック、パラリンピック開催前には、策定したいと考えておりますので、ご理解とご協力

をお願いいたします。 

内田会長 ：はい。説明ありがとうございました。この資料 6 の今後の策定スケジュールについて質

問等はないか。よろしいか。 

7 月に予定されているまちあるき点検では、委員の方々や関係者、市民の方々と一緒に

飯塚市が想定している地区を歩いて、8 月に予定されているワークショップで、どこに

問題があるのか、あるいはどういう施設をバリアフリー化すべきで、その施設と施設を

繋ぐバリアフリーのネットワークをどういうふうに設定したら良いか、委員の皆様と共

に考えていくというプロセスを経て、次回の協議会という流れになっている。委員の皆

様方には是非参加していただきたいと思う。また関係の団体等にもお声掛けいただきた

い。やはり色々な方々の意見を聞き取るというのが大事になってくるので、この 7 月 8

月に予定されているまちあるき点検とワークショップに是非協力いただきたい。それで

は最後のその他に移りたいと思う。何かあればどうぞ。 

 

③その他 

＊中島委員より福岡県の「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」について説明 

内田会長 ：はい。情報ありがとうございました。他はよろしいか。それでは今日の議題はすべて終

了となる。実質的な審議は次回以降ということになってくるが是非ご協力願いたい。本

日の協議会はこれで終了とする。ありがとうございました。 

 

３．閉会 


