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第２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 10月 21日（月） 13：30～14：45 

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 

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 

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  市民アンケート調査結果（9/3締切分）概要 

資料  公共交通事業者及び障がい者団体等へのヒアリング調査結果 概要 

 

＜事前配布資料＞ 

資料１ 飯塚市移動等円滑化促進方針策定に係る市民アンケート調査結果（9/3締切分） 

資料２ 飯塚市移動等円滑化促進方針策定に係る公共交通事業者及び障がい者団体等

へのヒアリング調査結果 

資料３ 飯塚市移動等円滑化促進方針策定に係るまちあるき点検実施計画書（案） 
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１．開会 

事務局  ：定刻となったため第２回飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会を開始する。 

本日は、西鉄バス筑豊株式会社和田委員より欠席の連絡を受けている。内田会長の到着

が遅れているが、先に協議会を始めさせていただく。また、事務局においては、都市建

設部次長、都市部次長、社会・障がい者福祉課長が欠席である。 

＊事務局より配布資料の確認 

 

 

２．議題 

事務局  ：議題に入るが、ここからの進行については、依田副委員長にお願いする。なお、協議中

に発言する方は、発言前に挙手をお願いする。 

 

（１）市民アンケート調査結果について 

依田副会長：依田会長到着まで、私が議事進行を務めさせていただく。まずアンケート調査結果につ

いて事務局より説明をお願いしたい。 

事務局  ：それでは、先日事前に送付させていただいているが、本日はこちらの市民アンケート調

査結果の概要について、説明させていただく。 

では、お手元の資料「市民アンケート調査結果（9/3締切分）概要」をご覧いただきた

い。本調査は、飯塚市に在住の 18歳以上の男女から、調査対象として 6,000人を無作為

抽出し、調査を行った。 

まず（１）回収状況について、９月６日までに回収した票数は、1,838票であり､回収率

は 30.6%となった。また、８月末に、督促及びお礼状を発送しており、その後の回収率

は約 40%まで上がっている。 

（２）回答者属性について、65歳以上の高齢者が５割以上、障がい者手帳保有者が約３

割を占めている。年齢別にみると、介助者と移動する人の割合は、70歳以上から増加し

始めていることが分かる。 

２ページ目の調査結果について説明する。 

（１）外出状況について、高齢者、障がい者の外出は、「週１日以上」が８割以上を占め、

日常的に外出していることがうかがえる。高齢者、障がい者の外出目的は、「買い物・食

事」「通院」が多く、特に障がい者の「通院」の割合が高まっている。 

（２）駅・バスターミナルの利用状況について、「新飯塚駅」、「飯塚バスターミナル」の

利用が各々約２～３割、「飯塚駅」が約１割を占めている。公共交通機関の「利用なし」

も約３割存在する。 

駅・バスターミナルへの移動手段は、「自家用車」が約４割と最も多く、次いで「徒歩」、

「バス」の順となっている。高齢者や障がい者は、全体に比べ「バス」の割合が高くな

る傾向にある。 

（３）施設の利用状況及び問題点について、新飯塚駅、飯塚駅、飯塚バスターミナル周

辺において利用が多い施設は、全体では「飯塚病院」が最も多く、次いで「飯塚市役所」

「勝盛公園」「ＪＲ新飯塚駅」となっている。高齢者、障がい者においては、全体の 10

位の施設に加え、「サン・アビリティーズいいづか」「飯塚市歴史資料館」「飯塚郵便局」



3 

が利用の多い施設に入っている。 

施設の問題点としては、「問題はない」の回答が多いものの、「飯塚病院」は「施設内の

案内」、「サン・アビリティーズいいづか」及び「ＪＲ新飯塚駅」は「トイレ」に対する

問題が指摘され、「飯塚バスターミナル」は「車いす用の駐車場がない」ということが指

摘されている。 

（４）移動の利用状況及び問題点について、新飯塚駅・飯塚駅・飯塚バスターミナル周

辺でよく歩く経路としては、新飯塚駅西口ロータリーから飯塚バスターミナルまでの東

西を結ぶ経路が最も多く、次いでＪＲ新飯塚駅から飯塚市役所、飯塚病院、サン・アビ

リティーズいいづかを結ぶ区間、飯塚バスターミナルから飯塚郵便局を結ぶ区間、本町

商店街が多くなっている。 

問題を感じる箇所は、新飯塚駅西口ロータリー、新飯塚駅北側踏切、飯塚市歴史資料館

北側、飯塚病院南側、飯塚バスターミナル付近の区間が多く、「歩道の構造」に関する問

題が指摘されている。 

また、新飯塚駅入口交差点、市役所前交差点、芳雄橋西交差点、バスセンター前交差点、

吉原町交差点も問題を感じる交差点として挙げられており、「歩道の状況」「信号機」に

関する指摘が多くなっている。 

（５）筑豊緑地（筑豊ハイツ）の利用状況については、「ほぼ利用しない」が約７割を占

めており、理由としては、「自宅から遠いから」が最も多く約５割、「どのような施設が

あるかわからないから」が約１割、「公共交通が少ないから」を理由とする方は約５％と

なっている。 

以上で説明を終了する。 

内田会長 ：遅れて申し訳ない。それではアンケート調査結果についてご意見、ご質問のある方はい

るか。 

中島委員 ：事前配布資料の 19ページ、移動時における補助具の利用状況について、その他の回答に、

盲導犬があったか教えてほしい。 

事務局  ：その他については、盲導犬の回答なし。補聴器の回答も多く見られた。 

中島委員 ：回答がなかった点は理解した。盲導犬利用者が市民の中にいるのか、市で把握している

か。 

事務局  ：おととし、九州盲導犬協会に電話確認したところ、飯塚市は１頭も登録がないとのこと

であった。 

内田会長 ：市民の中には盲導犬利用者はいないとのこと。他にないか。 

中島委員 ：筑豊ハイツについても調査対象にしていただき感謝する。市民は使っていない回答にな

っているが、市外の方が利用するのではないか。利用される方の意見は把握しているの

か。 

事務局  ：今回は飯塚市の人を対象に調査を実施したため、市外の方の意見まで十分把握していな

い。 

中島委員 ：市外の方が多く利用していることを念頭に置いておいた方がよいといえる。 

内田会長 ：アンケート調査については良いか。 

6,000 人に対する調査で回答率約３割は高い。北九州ではもっと低くなる。大都市では

回答率が低くなるが、飯塚市民からは多くの回答をいただいた。それだけ関心が強いと
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いえる。いろいろなニーズが出ているので、今後どのように対応していくのか、利用経

路や、問題となる経路が指摘されているので、来月のまちあるき点検に繋げて欲しいと

思う。 

 

（２）公共交通事業者及び障がい者団体等へのヒアリング調査結果について 

内田会長 ：議題２の公共交通事業者及び障がい者団体等へのヒアリング調査結果の報告について、

事務局より説明をお願いする。 

事務局  ：続いて、「公共交通事業者及び障がい者団体等へヒアリング調査結果 概要」について説

明する。 

まず、公共交通事業者について、ＪＲ九州、西鉄バス筑豊、飯塚旅客事業者協同組合の

３社にヒアリングを行った。 

ＪＲ九州については、介助が必要な方は月に 40～50件、介助が必要ない方を含めると

障がい者の利用は一日４～５人程度であった。飯塚駅については、バリアフリー対応の

要望が挙がっているとのことである。バリアフリー整備については、乗降客数 2,000人

以上の駅を対象にバリアフリー化を進めていく方針があり、新飯塚駅は既にバリアフリ

ー対応済となっている。飯塚駅は、ホームの点字ブロックのみ整備済である。車両につ

いては、33編成のうち 26編成がバリアフリー対応済みで、気動車については未対応と

のことである。今後のバリアフリー整備計画については、飯塚駅のバリアフリー化は具

体的には決まっておらず、今後の新しい車両の導入予定はないとのことであった。 

西鉄バス筑豊については、視覚障がい者の方２名がほぼ毎日利用している。視覚障がい

者用の案内はなく、初めて利用される方は付き添いがいるため、案内は不要であるとの

ことであった。脊損センターへ行く車いすの方１名の利用もあるとのことである。飯塚

バスターミナルは、平成２７年７月に開業しており、点字ブロック、障がい者用トイレ

は整備済みであり、視覚障がい者向けの誘導案内がないが、必要に応じて職員が対応し

ているとのことである。現在、ノンステップバスが０台であり、市内運行バスには、車

いす用スロープをつけ、対応している。福岡行き特急バスは、車いす用スロープはない

とのことである。今後のバリアフリー整備計画については、施設の整備は、障がい者等

からの申し出があれば、対応を検討したいとのことで、新車導入予定はないとのことで

あった。 

飯塚旅客事業者協同組合について、グリーンタクシーでは１日２、３回の障がい者の利

用があり、車いすの方は普通のタクシーを利用し、車いすを折りたたみトランクに載せ

て対応をしている。バリアフリー対応の車両については、ＵＤタクシーを桂川タクシー

が１台、エースタクシーが１台導入しており、グリーンタクシーは寝台付き福祉タクシ

ーを１台保有している。今後のバリアフリー整備計画については、タクシーを導入した

いが、導入費用の補助が出ないため、購入できないとのことであった。 

次に、高齢者・障がい者団体へのヒアリング結果について説明する。高齢者団体として、

飯塚市老人クラブ連合会、障がい者団体として、飯塚市身体障害者福祉協会、飯塚市手

をつなぐ親の会、嘉飯山地区精神障害者家族会「いずみ会」にヒアリングを行った。 

高齢者・障がい者がよく利用する施設のバリアフリー状況について、サン・アビリティ

ーズいいづかは、障がい者施設のため、バリアフリー整備はされており、音声案内がな
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いが、視覚障がい者からの整備要望はないとのことである。イイヅカコスモスコモンで

は、メイン階段に点字ブロックを整備しており、安心して利用できるとのことであった。

飯塚バスターミナルでは以前、バス運行案内標示がなかったため、整備されて良くなっ

たが、音声によるバスの行き先案内を要望したところ、「対応出来ない」との回答で、運

転手のマイクアナウンスで判断するしかない状況とのことであった。ＪＲ各駅について

は、エレベーターが整備されている駅が少なく、どの駅も階段位置を知らせる音声案内

が切られている状態とのことであった。 

高齢者・障がい者等の移動経路については、主な移動手段は車であり、公共交通につい

ては、鉄道よりもバス利用が多いとのことであった。 

移動経路のバリアフリー状況については、問題点として、新飯塚駅からサン・アビリテ

ィーズいいづかでは点字ブロックがない区間がある、点字ブロックは歩きづらく、つま

づきそうになる、交通量が多いものの歩道がない区間がある、郊外部は歩道がなく、安

心して歩けないなどの声があった。 

心のバリアフリーについては、市民の意識の変化について、高齢者・障がい者に対する

意識は高くなっていると感じる一方、重度の障がいがある方は、知的、自閉症、精神障

がいがある方への市民の意識は、非常に厳しい状況にあることが多いとのことであった。 

市民の意識向上に向けて、学校教育、家庭教育が重要であり、海外では、小さいころか

ら障がい者と交流する機会があり、「心のバリアフリー」向上は幼いころからの教育に尽

きるといえるとの意見をいただいた。精神障がい者は、地域で生活することで自立がで

きるが、引きこもりがちであり、健常者と触れ合える場所が欲しいとの意見をいただい

た。 

以上で説明を終了する。 

内田会長 ：ＪＲ九州、西鉄バス筑豊、飯塚旅客事業者協同組合、高齢者団体、障がい者団体の方へ

のヒアリング結果の説明をいただいた。これに関し、何か質問や意見はないか。 

中島委員 ：何点か質問がある。１点目は、ＪＲ九州。経営上の問題があり対応が難しいと捉えてい

る。ホームドアの整備は、九州管内は進んでいない。ようやく筑肥線のうち５駅ぐらい

が、社会実験としてホームドアが付く予定である。ヒアリングでホームドアの整備につ

いては確認したか。 

２点目は、トイレについて。障がい者トイレ整備は進んでいるが、オストメイト対応ト

イレはどのくらい進んでいるか抑えておく必要がある。県で作成しているバリアフリー

マップで積極的に紹介できればと考えている。 

３点目は、事前配布資料の８ぺージに現状の説明があった。公共交通が利用できればい

いのだが、車に頼らざるを得ない状況がある。現状と合わせ、なぜこのような利用が多

いのか、何が問題なのか抑えておく必要がある。 

内田会長 ：１点ずつ回答をいただく。まず JRのホームドアについて、回答をいただきたい。 

事務局  ：ＪＲへのヒアリングの際、ホームドアの話は出なかった。筑肥線の方で導入しているの

で、福北ゆたか線についても確認する必要がある。 

内田会長 ：筑肥線は６両編成か３両編成と固定されていること、地下鉄と相互乗り入れしているこ

ともあり、先行的に導入したと考えられる。ヒアリングで話がなかったということは、

JRの計画がないからと思われる。ＪＲで実施するのであれば、福岡、北九州都市圏で先
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行して行うだろうし、実施の話は私も聞いたことがない。整備費用も大きいため、実施

されるのは先になると予測される。ＪＲへ再度確認をお願いしたい。 

続いてオストメイト対応について回答をお願いする。 

事務局  ：まちあるき点検で確認し、バリアフリーマップに反映させていきたいと考えている。 

内田会長 ：多機能トイレはずいぶん増えてきているが、オストメイト対応は、市役所やバスターミ

ナルなど新しい施設は整備されてきていると思うが、全市的に整備されていないのでは

ないか。まちあるき点検時にチェックしていただき、中心部だけでもバリアフリーマッ

プに落として欲しい。 

３点目。事前配布資料２の８ページの高齢者・障がい者等の移動状況について。 

事務局  ：問題、課題を認識し、課題解決方針をマスタープランに反映していきたい。 

内田会長 ：車やタクシーの移動が多いのは、徒歩、公共交通の移動制約が大きい結果ではないか、

ということが中島委員からのご指摘であったと思う。このあたりも掘り下げて改善点を

見つけ、マスタープランに盛り込んでいただきたい。 

他にないか。 

諸岡委員 ：資料には、飯塚駅のバリアフリー化が具体的にないと回答があるが、高齢者の立場とし

てお尋ねする。飯塚駅をよく利用するが、高齢者が言うのは、上り、下りの階段がそれ

ぞれ 50 段あり、苦痛である。階段が苦痛なため、わざわざ新飯塚駅まで行く方もいる。

このような状況のため、飯塚駅の利用が少なくなるのは、いかがなものかなと思う。高

齢者は増えており、飯塚駅を行政としてどのように考えているのか、と思い発言させて

いただいた。 

内田会長 ：資料には、飯塚駅のバリアフリー化は具体的にないとの記載になっている。2,000 人以

上が目安になっているということだが、飯塚駅の１日の利用者数も含めて説明願いたい。 

事務局  ：正確な乗降客数の資料が手元にないが、3,000人弱と記憶している。2,000人以上は利用

しているが正確な数字がわからず申し訳ない。現時点では、飯塚駅の具体的な計画はな

いとのことだが、飯塚市では、菰田堀池地区の活性化基本方針が出ている。この方針に

基づき、何らかの措置をしていく必要があると考えている。また、昨日の共生社会ホス

トタウンサミットでも、市長が、飯塚駅を何とかする必要があると仰っている。現時点

では言えることはこれだけだが、了承いただきたい。 

内田会長 ：2,000人は超えており、ＪＲ九州のバリアフリー化を進める基準は達しているといえる。

飯塚市の計画の中で、飯塚駅を多くの高齢者・障がい者が利用する施設、交通拠点とし

て位置づけ、飯塚駅周辺のバリアフリー化推進を明確に打ち出せば、ＪＲ九州を動かす

呼び水になるともいえる。市民の要望も踏まえ、飯塚駅は新飯塚駅と同様に、飯塚市の

重要な玄関口であると計画の中で打ち出して欲しい。 

油布委員 ：飯塚駅に限らず使いづらい駅は多い。１つでも多く改善したい。昨年度の実績で、飯塚

駅の乗車人数は 1,100 人ちょっと、乗降客数は 2,200 人位である。利用者が少しずつ減

っていることも事実である。資料にもあるように、2,000 人以上の利用駅からバリアフ

リー化を考えている。3,000 人近くの駅でも改善できていない駅もあり、相談しながら

進めている。使いやすい駅を目指しているのでよろしくお願いしたい。 

内田会長 ：他にないか。 

依田副会長：公共交通事業者のバリアフリーについては、進められていないという感じがするが、協
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議会として要望は出せるのか。 

事務局  ：計画の中で方針を打ち出していくため、どんどん言っていっていただきたい。 

清水委員 ：飯塚から博多まで利用する。飯塚駅の時刻表、時計の表示が小さいので見づらいので、

もう少し改善をお願いしたい。 

内田会長 ：ＪＲ九州さんから何かないか。 

油布委員 ：発車表のことか。承知した。 

内田会長 ：これについても、まちあるき点検の時に確認いただきたい。他にないか。 

黒河委員 ：高齢者・障がい求職者雇用支援機構の雑誌に掲載されていたが、宮城県警で視覚障がい

者が音声で交差点の信号情報を受け取れるアプリを開発し、安全に歩行できるようにし

ているとのこと。50カ所に整備する予定とのことだが、福岡県、飯塚市ではどうか。 

中島委員 ：県警本部になるかと思うが、私の方ではそのような動きは承知していない。内部で検討

しているとは思う。 

事務局  ：市ではそのような動きはないと思う。初めて話を聞いたところである。 

内田会長 ：10年前に位置情報を使った便利なツールができるとは思ってもいなかった。10年後には、

全国どこでもリアルタイムで信号情報を得ることができるようになるかもしれない。技術

革新をうまく使い、可能性は拡がっているといえる。 

他にないか。 

谷川委員 ：高齢者団体・障がい者団体の意見として、点字ブロックは歩きにくい、との意見がある。

点字ブロックは、バリアフリー箇所には必要なものであるため、ご意見の背景、詳細が

わかれば教えて欲しい。 

内田会長 ：事務局から回答をお願いする。 

事務局  ：視覚障がい者の方の意見だったと思う。点字ブロックは必要だが、合わせて高齢になっ

てつまづくような意見を聞いている。 

内田会長 ：全ての点字ブロックではないのかもしれないが、めくれていたり、街路樹が出て盛り上

がるケースなどがある。点検で確認して欲しい。 

他にないか。 

柳瀬委員 ：資料２の５ページに関して。ＪＲ九州さんの「飯塚国際車いすテニス大会時に駅利用者

が増えたことはない」とあるが、新飯塚駅はバリアフリー化が進んでいるため、負けた

選手などが、新飯塚から博多に遊びに行くケースがある。乗車の際も駅員さんが手助け

してくれいている状況があるようで、気軽に博多まで行けるようになったという声があ

る。 

西鉄バスの記述の「当日運行しているリフトバス」は、北九州交通局や大分太陽の家の

バス、国立重度障がい者施設から借りている。今年は、西鉄バスより通常のバスを借り

て、観戦者用のシャトルバスに使用した。 

飯塚旅客事業者協同組合は「飯塚国際車いす大会の利用状況の統計はとっていない」と

のことだが、日本の方は自家用車で来ることが多い。外国や東京の方は、のがみプレジ

デントホテルや飯塚ステーションホテルに宿泊している。これらのホテルからシャトル

バスを運行しているため、そこからタクシーによる移動はない。ただし、筑豊ハイツに

宿泊している外国人の方が、夜の食事などで新飯塚に行く時、タクシーを利用すること

は結構あり、その際、運転手さんにおいしい店を聞くケースは多いと聞いている。 
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内田会長 ：現状の説明ではあるが、新飯塚駅のバリアフリー化が進んで選手の行動範囲が広がった

ということで、その点は評価されるべきと考える。 

それでは議題２は、以上とする。 

 

（３）まちあるき点検について 

内田会長 ：議題３のまちあるき点検について事務局より説明をお願いする。 

事務局  ：アンケート及びヒアリングの調査結果を踏まえて、まちあるき点検の実施計画書を作成

したので説明させていただく。では、「飯塚市移動等円滑化促進方針策定に係るまちある

き点検実施計画書（案）」をご覧いただきたい。 

本方針の策定にあたっては、高齢者や障がい者等を含む多くの市民意見を活かしながら

計画を進める必要があり、対象地区に想定しているＪＲ新飯塚駅、ＪＲ飯塚駅、飯塚バ

スターミナル周辺地区内を対象に、高齢者や障がい者の方の移動に関する具体的な問題

点を把握することを目的にまちあるき点検を実施する。 

点検実施日時は、令和元年１１月２日（土）13時～17時を予定しており、荒天の場合は、

１１月３日（日）に延期をする予定である。 

場所については、飯塚市役所本庁舎５階の研修室を予定しており、点検場所である３ル

ートについては、後ほど説明する。スケジュールについては、表をご確認いただき、実

際のまちあるき点検時間は、２時間半を予定している。点検後の意見交換会を１時間予

定しており、班ごとに点検した事項等をまとめていただき、各班ごとに 10 分間で発表、

質疑応答をしていただく予定である。 

点検時の班構成につきましては、１ルートあたり概ね 20人程度としており、構成につい

ては、表のとおりである。市職員、受託者であるコンサル事業者で進行管理や事務的な

作業を行い、高齢者・障がい者の方及び協議会委員の皆様には、ルート上の問題点等を

実際に見ていただくことを優先していただこうと思っている。 

では、点検ルートについて説明させていただく。 

ＪＲ新飯塚駅周辺の班は、飯塚市役所からスタートし、国道 201 号を新飯塚駅方面に進

み、駅構内を通って、東口からサン・アビリティーズいいづか方面へ進み、スパイシー

モール付近の道を通り、飯塚市歴史資料館で迎えのバスが待機しているので、そこでバ

スに乗り市役所へ戻る。 

ＪＲ飯塚駅周辺の班は、スーパーセンタートライアル横の卸商団地バス停付近からスタ

ートする。目的地までは、事務局で準備しているバスで向かう。飯塚市卸売市場の前を

通り、菰田西の交差点（ミニストップの交差点）を南に進み、飯塚駅方面へ進む。菰田

西の交差点を右折してからは、９月２８日に別のバリアフリーまち歩き点検で調査を実

施しているので、そちらの調査結果を参考にすることもできる。 

飯塚バスターミナル周辺の班は、バスターミナルからスタートする。目的地までは、バ

スで向かう。あいタウンの前を通り、芳雄橋を渡って、飯塚病院前の交差点で北へ曲が

り、市役所方向へ進む。 

点検方法は、チェック項目を参考に点検を行い、問題点等だけでなく、よい点について

もチェックしていただく。 

意見交換会については、ワークショップ形式で行い、撮影した写真や点検した結果を付



9 

箋に記入し、地図に貼り付け、整理した内容を班ごとに発表していただく。 

また、発表に関しては、問題点及び、問題点に対する解決策も上げていただいて発表し

ていただく。 

以上がまちあるき点検実施計画書（案）の説明である。 

内田会長 ：今説明のあったまち歩き点検について、質問はないか。 

各ルートの距離はどのくらいか。地図にスケールが入っていないため、距離感覚がつか

めない。 

事務局  ：新飯塚駅ルートは 1～1.2km、飯塚駅ルートも約 1km、飯塚バスターミナルルートも約 1km

である。 

内田会長 ：まちあるき点検が 2時間半とってある。１kmであれば、ゆっくり調査しても１時間くら

いだと思う。バスの移動時間を除くと１時間半から２時間、この中でどのようなスケジ

ュール感でやるのか気になったたため質問させていただいた。 

次いで、私から質問だが、当日は車いすや白杖や疑似体験をしてもらうことは考えてい

るか。健常者は車いすの視点でまちを歩かない。視点が低くなるだけで、まちの見え方

が変わることも体験となるし、凸凹の状況等気づかされる点も多くあるのではないかと

思う。 

事務局  ：９月２８日の共生社会ホストタウンのまちあるきの時も、車いすを用意し疑似体験を実

施してもらった。今回も同様に用意するため体験していただきたい。 

内田会長 ：他にないか。 

中島委員 ：共生社会ホストタウンのまちあるきでは、嘉穂劇場の周辺に行ったかどうかわかるか。 

事務局  ：行っていない。 

中島委員 ：飯塚のまちづくりでは、都市部の移動が大事ではあるが、飯塚市のシンボルである嘉穂

劇場までの経路は、個人的に重要と考える。コースに入れられるか検討していただきた

い。 

内田会長 ：ルートで言うと、３番目のルートになるのか。 

事務局  ：入れるとするなら６ページの飯塚バスターミナル周辺のところになると思うが、嘉穂劇

場は、バスターミナルからかなり南の方になり、4～500ｍは歩くことになるため、今の

ところ厳しいと思う。 

内田会長 ：点検ルートがまっすぐ行って曲がって、まっすぐ行って終わりという感がある。曲がり

角でどう見えるのか、路地の角は見通しが悪くなったりするため、６ページの飯塚病院

から市役所までまっすぐ行くのではなく、遠回りになっても路地に入る点検もあってよ

いのではないかと感じる。 

タイムスケジュールとの調整もあるだろうが、時間に余裕があるのであれば 1.5km まで

点検距離を伸ばしてもよいのではないか。 

他にないか。 

依田副会長：参加者の件だが、研究室の学生も参加することは可能か。数名程度である。 

事務局  ：共生社会ホストタウンのまちあるき点検でも大学生が参加した。ぜひお願いしたい。 

依田副会長：では、声掛けしようと思う。 

内田会長 ：学生に声掛けしたかったが学園祭中のため断念した。若い視点の声も参考になるため、

ぜひお願いしたい。 
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では、議題３は以上とさせていただく。 

 

３．その他 

内田会長 ：３.その他として、事務局から連絡事項はないか。 

事務局  ：第３回協議会は、１１月２３日（月）午後で予定している。近いうちに開催通知を送付

する。 

 

４．閉会 

内田会長 ：本日いただいた意見をまちあるき点検に繋げていければと思う。１１月２日（土）のま

ちあるき点検が成功裏に終わるよう祈念する。 

以上で、第２回飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会を閉会する。 

 

 

 

 


