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第３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） 13：30～14：20 

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（欠席） 

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（欠席） 

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＞ 

 

資料１  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結果 

資料２  移動等円滑化促進地区について 

事務連絡 飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会の日程について 
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１．開会 

事務局  ：定刻となったため第３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、福岡県福祉労働部障がい福祉課長中島委員、飯塚市行政経営部長藤中委員より

欠席の連絡を受けている。 

＊事務局より配布資料の確認 

 

２．議題 

（１）まちあるき点検結果について 

内田会長 ：本日の議題は 2つある。議事次第に従って進行していく。では、まち歩き点検結果につ

いて事務局より説明をお願いする。 

事務局  ：先日 11月 2日に実施させていただき、委員の皆様にもお忙しいところ、ご出席いただい

た。おかげさまで有意義なまちあるき点検となった。誠に感謝する。 

本日はこちらのまちあるき点検結果について、ご説明させていただく。 

では、お手元の資料「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結果」を

ご覧いただきたい。1ページ目であるが、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(交通施設から概ね 1ｋｍの範囲)を対象に、高齢者

や障がい者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 11

月 2日(土)の午後実施した。 

次に 3ページだが、まちあるき点検の構成は、障がい者や高齢者を含むおよそ 20名程度

の班構成で、3班に分けて実施した。 

1班の新飯塚駅ルートは 9ページに記載のとおりに、市役所→飯塚市役所バス停→国道

201号→新飯塚駅バス停→新飯塚駅→市道→スパイシーモール新飯塚・飯塚市歴史資料

館・サンアビリティーズいいづかのルートで点検を行った。 

8ページに点検結果がまとめられているが、交通施設である新飯塚駅、飯塚市役所前バス

停については、エレベーター移動やトイレなど良い点が多く挙げられており、悪い点と

しては、新飯塚駅の「エレベーターボタン位置」「音声案内」の指摘を受けている。 

主要施設については、「施設入口での点字ブロック誘導の不備」が指摘されている。 

また、施設間を結ぶ経路については、新飯塚駅前交差点の信号や、新飯塚駅東側の歩道

で良い点が挙げられているものの、「歩道の凸凹、勾配、幅員」「交差点の青信号時間が

短い」「グレーチングの網穴が大きい」「点字ブロックがない、小さい」等の問題点が数

多く挙げられている。 

続いて、2班の飯塚駅ルートは 12ページに記載のとおりに、イイヅカコスモスコモン・

イイヅカコミュニティセンター→市道→嘉穂劇場→県道 473号・市道→ASO昭和通店付

近→飯塚駅のルートで点検を行った。 

11ページに点検結果がまとめられているが、交通施設である飯塚駅については、「スロー

プがない」「時刻表示がわかりにくい」「車いすでトイレに入れない」との指摘があった。 

主要施設であるイイヅカコスモスコモン、イイヅカコミュニティセンター及び嘉穂劇場

については、いずれの施設も「段差がなく車いすで移動しやすい」との意見であった。

嘉穂劇場は古い建物であるものの、「側溝つなぎ目に鉄のフタ」をするなどバリアフリー

に配慮した改善がなされていた。 
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施設間を結ぶ経路については、「歩道（緑色）と道路（黒）の色分け」「最新の点字ブロ

ック」、さらには飯塚橋とその北側の「休憩場所」が良い点としてあげられている。悪い

点としては、「歩道の段差、凸凹」「歩道の雑草、砂利、障害物（電柱、看板、店舗のひ

さし）」「グレーチングの溝が大きい」「点字ブロックの劣化」「点字ブロックと舗装の色

が同色系」等の問題点が数多く挙げられている。 

続いて、3班の飯塚バスターミナルルートは 15ページに記載のとおりに、飯塚セントラ

ル劇場→市道→国道 211号→飯塚バスターミナル・あいタウン→県道 426号→飯塚病院

バス停→飯塚病院→市道→飯塚市役所のルートで点検を行った。 

14ページに点検結果がまとめられているが、交通施設である飯塚バスターミナル、バス

停については、バス時刻表や点字案内トイレなどにおいて良い点が多く挙げられている

ものの、悪い点としては、飯塚バスターミナルの「券売機のボタン位置」、あいタウン前

バス停の「点字ブロック上のベンチ」の指摘があがっている。 

主要施設については、あいタウンで「入口が自動ドアでない」との指摘があるものの、

市役所については「障がい者専用駐車場の屋根、駐車台数が多いこと」が良い点として

評価されている。 

施設間を結ぶ経路については、あいタウン前、芳雄橋の「広幅員歩道」、「黄色の点字ブ

ロックと緑色の舗装」が良い点としてあげられている。一方で、「歩道の勾配」「交差点

の青信号時間が短い」「グレーチングの網穴が大きい」「点字ブロックの劣化」「点字ブロ

ックと舗装の色が同色系」等の問題点が数多く挙げられている。飯塚病院前については、

「歩行者と車の交錯による危険性」が指摘されている。 

以上のようなまちあるき点検を踏まえ、17ページに改善策として、飯塚駅では「時刻案

内の改善」「緊急情報の文字情報での提供」「改築（バリアフリー化）」が、飯塚バスター

ミナルでは「券売機の高さ、バスロケーションの改善」、バス停では「点字ブロック上の

ベンチの撤去」が提案されている。 

経路では、「歩道の段差や勾配」「グレーチング」「歩行者用信号の音量」の改善や、「点

字ブロックの改修」「点字ブロックの色を黄色に統一」等が挙げられている。また、「歩

道上の商品や看板の撤去」に加え、「地元（自治会）での歩道の草刈り、砂利の除去など

の管理」といった提案や、「推奨するバリアフリールートのマップづくり」が提案された。 

最後に 18ページをご覧いただきたい。 

心のバリアフリーとしては、「小さいころからの教育の必要性」「周囲の人たちの理解・

手助け」が挙げられた。 

また、飯塚駅東側で進展するマンション開発に関し、周辺に福祉施設があることを事前

周知するなど、まちづくりにもバリアフリーの心づかいを反映させていくべきだとの意

見が挙げられている。 

特に、バリアフリーのハード整備と周囲の人々の手助けの両面からバリアフリーのレベ

ルを上げていく必要があるとの話しも出ていた。 

以上が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結果の説明である。 

内田会長 ：事務局より説明のあったまちあるき点検結果について、意見や気づいた点があれば挙手

をお願いする。 

脇田委員 ：資料の 18 ページに「飯塚駅東側で進展するマンション開発」とあるが、「飯塚駅」で合
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っているか。 

事務局  ：「新飯塚駅」の間違いである。訂正させていただく。 

内田会長 ：18ページの 3行目は「新飯塚駅」に修正をお願いする。他にないか。 

黒河委員 ：資料の 17ページの 6行目「自治会での歩道の草刈り」とある。私の地域で木が 2ｍ以上

になり、バスや車の通行の邪魔になるため鋸で撤去した。草刈り等は、自治会を含め気

づいた人が行うべきだろうが、徹底するのは大変である。市役所がやると思っている人

が多いのではないか。 

事務局  ：市役所においても、気づいた箇所については対応している。市役所、自治会と協力しな

がら行っていきたい。 

内田会長 ：17ページのまちあるき点検を踏まえた改善策は、まちあるき点検の中で出てきた意見か、

まちあるき点検結果を踏まえて事務局で整理したものか、どちらかお聞かせいただきた

い。 

事務局  ：まちあるき点検の中で出された意見である。 

内田会長 ：この結果を踏まえ、今後どのようにしていくのかということを計画に盛り込んでいく、

いう理解でよいか。 

事務局  ：そうである。 

内田会長 ：承知した。具体的に何をやっていくかの検討を、今後行う必要がある。 

17ページの表に記載されている改善点は、個別施設に対する改善点、歩道などの一般的

な改善点が一緒になっているが、個別施設に対する対応方針、一般的な全体に共通する

対応方針とに分けて整理する必要があると感じた。 

「道路空間」の 1 つめ「歩道上に看板や店の商品を置かないようにする」は、まちある

き点検参加者からの意見だが、何をするかは、もう少しブレークダウンして考える必要

があると思う。 

会場前方に、まちあるき点検で作成したマップが貼ってあるので、後で見て頂きたい。2

班は、障がいの種類別に意見を分類している。貴重な意見を施策に反映させていただき

たい。 

まちあるき点検をおこなった 11/2は、天気がよかった。雨降りであったら、水たまりが

出来るなど違った意見が上がってきたと思われる。事務局では、後で説明がある移動等

円滑化促進地区において、色々な条件下で問題点を洗い出していただきたい。 

 

（２）移動等円滑化促進地区について 

内田会長 ：それでは、次の議題に移る。事務局より説明をお願いする。 

事務局  ：引き続き、移動等円滑化促進地区について説明させていただく。 

まず、1．移動等円滑化促進地区の要件についてである。 

(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。 

原則として生活関連施設のうち旅客施設または特別特定建築物に該当するものが概ね 3

以上あること。生活関連施設が徒歩圏内に集積している地区であり、面積約 400ha未満

の地区であること。 

(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
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な地区。 

(4)境界の設定等。 

以上の 4点が要件となる。 

次の 2ページ目をご覧いただきたい。 

本文 2行目だが、『飯塚市立地適正化計画』において、飯塚バスターミナル、JR新飯塚

駅、JR飯塚駅から半径 800ｍの範囲内が「中心拠点」に位置付けられている。そのため、

「移動等円滑化促進地区」のエリアは、市民アンケート調査で把握した施設利用状況及

びまち歩き点検を実施した内容を踏まえ、2ページ目に記載のあるように、新飯塚駅周

辺地区・飯塚バスターミナル周辺地区・飯塚駅周辺地区の 3地区を想定することとした

いと考えている。 

今後は、まちあるき点検、アンケート調査及びヒアリング調査等の内容を踏まえ、この

3地区を「移動等円滑化促進地区」のエリアとして移動等円滑化促進方針の策定に取り

組むこととさせていただきたいと思う。 

以上が移動等円滑化促進地区についての説明である。 

内田会長 ：灰色の太線で囲まれたエリアで移動等円滑化促進方針を作成していく、という説明であ

った。 

私から質問させていただくが、要件として「面積約 400ha 未満の地区」とあるが、3 地

区の面積はどれぐらいか。 

事務局  ：新飯塚駅周辺地区は約 70ha、飯塚バスターミナル周辺地区は約 55ha、飯塚駅周辺地区は

約 35haであり、要件は満たしている。 

内田会長 ：3地区合わせると約 160haであり、400ha未満の要件は満たしているといえる。 

もう 1点質問だが、3地区別々で計画を作成するのか。3地区は隣接しているため、1つ

の地区として考えることも出来ると思うが、計画と地区の考え方について説明をいただ

きたい。 

事務局  ：ガイドラインでは「要件を満たす地区が複数存在することが想定される」とあるため、

移動等円滑化促進地区は、複数地区の設定を考えている。 

内田会長 ：3地区各々で計画を作成する、ということでよいか。 

事務局  ：はい、複数地区の設定を考えている。今回たまたまエリアが繋がったため、関連性のあ

る地区は一体的に考えていきたい。 

内田会長 ：3つの地区が独立した計画を作成するということでよいか。 

事務局  ：そうである。 

内田会長 ：他にないか。 

脇田委員 ：3地区で計画を作成した場合、1地区で計画を作成した場合のメリット、デメリットを教

えていただきたい。 

事務局  ：今回は、交通拠点を考慮して移動等円滑化促進地区を設定している。新飯塚駅、バスタ

ーミナル、飯塚駅から 800ｍ圏内、施設間を徒歩で移動できる地区である。交通拠点の

機能（JR、バス）、関連施設の種類も各地区で異なる。人の移動方向等から一体的に考え

ることが出来る場合は、移動の連続性の面からメリットがあるといえる。個別で考える

場合は、連続性がなくなるデメリットがあると考えている。 

内田会長 ：他にないか。 
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私からもう 1点。高齢者・障がい者の利用が多い施設として勝盛公園があがっているが、

勝盛公園を移動等円滑化促進地区に入れなかった理由は何か。 

事務局  ：旅客施設からの 800ｍ圏から外れていること、また徒歩利用者が少ないこともあり、移

動等円滑化促進地区から外している。 

内田会長 ：他にないか。 

柳瀬委員 ：移動等円滑化促進地区は「移動が徒歩で行われる地区」とのことだが、新飯塚駅周辺で

は、小学生、高校生、大学生の徒歩利用がみられる。高齢者・障がい者だけでなく、児

童や生徒にとってのバリアもあるのではないか。夜間暗いところを児童、生徒が歩いて

いることも 1つのバリアと思う。児童や生徒は、計画の対象にならないかもしれないが、

次回考えていただきたい。 

事務局  ：バリアフリー法に基づいて計画を作成している。そのため、児童、生徒は対象に含めな

い。計画は 5年ごとに見直しを行うため、その際考えていきたい。 

内田会長 ：学校については、通学路の視点でバリアフリー化や歩道の改善が行われていると思うが、

移動等円滑化促進地区（案）の図に、学校も追加整理した方がよいと考える。 

移動等円滑化促進地区を定め、そこでバリアフリー化、移動のネットワーク化を図って

いくが、移動等円滑化促進地区から外れたところは、バリアフリー化を行わない、とい

うことではないのでご理解いただきたい。 

諸岡委員 ：昼、夜の別で言うと、高齢者・障がい者は昼間の利用が多いが、交流センターは高齢者

等の夜間利用もある。交流センターは、どのように考えているのか。 

事務局  ：交流センターは利用する方も多いため、追加していく。 

内田会長 ：まち歩き点検では、夜間の状況はわからないため、地域の方からの要望を挙げていただ

ければ改善策がみえてくると思う。夜間のバリアフリー化の視点も必要かと思うので、

計画に盛り込めればよいと感じる。 

脇田委員 ：飯塚市商店街連合会では、商工会議所、近畿大学のゼミ、国土交通省遠賀川河川事務所

と一緒に遠賀川水辺ピクニックを開催した。勝盛公園が遠く、中心部に憩いの場所がな

いため、中之島での活動をはじめた。 

飯塚病院前の県道は夜間暗いとの意見があり、県に要望しているところである。 

川崎委員 ：飯塚病院前の照明については、要望を受けている。検討中と回答している。 

内田会長 ：改善に向けた取り組みが促進されることを期待している。 

議題 2については、以上とさせていただく。 

 

（３）その他 

内田会長 ：本日の議題は全て終了だが、事務局からその他連絡事項はないか。 

事務局  ：事務連絡で、今後の協議会の日程を案内している。次の第 4 回協議会は、令和 2 年 1 月

27日月曜日午後 1時 30分から予定している。移動等円滑化促進方針（素案）を提出させ

ていただく。パブリックコメントを踏まえた最終案を提出する第 5 回協議会は、令和 2

年 3月 19日木曜日午後 1時 30分から予定している。どうぞよろしくお願いする。 

内田会長 ：今後の日程の説明であったが、質問はないか。 

次回協議会が 1 月 27 日で素案が提出されるとのこと。事前に資料配布をお願いしたい。

事前に委員の方に目を通していただければ、会議をスムーズに進行することができると
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思う。 

以上で、第３回飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会を閉会する。 

 

 

 

 


