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第４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 1月 27日（月） 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 

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  飯塚市移動等円滑化促進方針（素案）に対する質問等への回答 

資料２  地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定等に係る事業） 

     飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）素案 巻末参考資料追加 

     2019年度版 コミュニティバス・予約乗合タクシー利用ガイド 

 

＜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 
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１．開会 

事務局  ：定刻となったため第４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 ：本日は第 4回の策定協議会となり、マスタープランの素案について審議するという重要

な会議となっている。忌憚のない意見をお願いしたい。それでは議事次第に従って進め

ていく。本日の議題は 2つ用意されている。まず、飯塚市移動等円滑化促進方針、マス

タープランの素案について事務局より説明をお願いする。 

事務局  ：市民アンケート調査・関連団体ヒアリングまた委員の皆様にもご出席いただいたまち歩

き点検を実施し、内容を踏まえまして飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

【素案】を作成している。 

事前に送付させていただき、質問をいただいていたので、回答を中心にご説明させてい

ただく。 

1ページ目、策定の背景であるが、一度協議会でもご説明させていただいたが、下から 4

行目、平成 30年 5月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を

改正する法律が公布され、同法第 24条の 2に基づき、市町村がバリアフリーに関する法

律を作成するように努めることとなり、これらを背景として、「飯塚市移動等円滑化促進

方針」を策定したところである。 

2ページ目、まちづくりの最上位計画である「第 2次飯塚市総合計画」をはじめ、「飯塚

市都市計画マスタープラン」「飯塚市立地適正化計画」などの各種関連計画との整合性を

図りながら策定をしている。 

なお、計画期間は、令和 2年度から令和 6年度までの 5年間としている。 

3 ページに策定の流れを記載している。今後はパブリックコメント等を実施し、策定し

ていくこととなる。 

4 ページから 12 ページまでが市の現状の記載となり、13 ページから 18 ページまでが、

市民の移動の実態の記載となる。 

19ページから 24ページまでが上位関連計画の整理となる。 

25 ページ目、目指す将来像については、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

る。 

基本理念としては、3つの基本理念を掲げている。 

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いる。 

26ページから 32ページまでが移動等円滑化促進地区としている JR新飯塚駅、JR飯塚駅、

飯塚バスターミナルとその周辺の 3 地区におけるバリアフリーの現状と課題をまとめて

いる。 
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33ページは、移動等円滑化（バリアフリー化）に向けた整備方針の設定であるが、要点

のみ説明させていただく。 

1）公共交通の③届出制度についてだが、マスタープラン制度において、交通モード（移

動手段）間の移動が行われる旅客施設及び道路に関し、改良等を行う場合、一定の要件

のもとに事前の届出義務を課すものである。届出の範囲としましては、道路・駅前広場

の出入口部分となる。 

34 ページの 3）建築物について、建替えや増改築時において、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整備に努めること、既存建築物においては、可能な

限りバリアフリー化に努めるということ、それから既に移動等円滑化基準等に沿ってい

る建築物については、維持管理に努めますと記載し、整備方針としている。 

35ページは、移動等円滑化促進地区の設定となるが、この部分については、前回の協議

会でご説明させていただいたので、説明を省略させていただく。 

37ページは、生活関連施設・生活関連経路の設定の考え方であるが、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）を選定する。 

次に、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）として位置付ける。 

最後に、その施設の立地状況も踏まえ、「飯塚市立地適正化計画」における『中心拠点型

都市機能誘導区域』内を目安として、移動等円滑化促進地区の範囲を決定している。 

少し戻るが 16ページをお願いする。市民アンケート調査の結果となるが、ここに掲載し

ているよく利用する施設を基本とし、施設を選定し、39ページの本方針において、施設

管理者の合意を得られた 21施設を生活関連施設として位置づけている。 

43ページ目、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 地区設

定した。 

44 ページから 49 ページまでが、各地区の促進方針及び生活関連施設と生活関連経路と

なる。 

50 ページ以降が、まちづくりの進め方や役割分担、設置要綱、SDGｓ（持続可能な開発

目標）、移動等円滑化基準や福岡県福祉のまちづくり条例などの巻末資料となっている。 

以上がバリアフリーマスタープラン（素案）の説明となる。 

引き続き、事前にいただいていた協議会委員の皆様からの質問への回答をさせていただ

く。全部で 11個の質問があった。 

1 つ目の質問「都市整備・交通に関する計画について、現在西鉄バスの飯塚市内のロー

カル線の廃止が検討されています。障がい者・高齢者の移動にブレーキを掛けることを

心配しています。」の回答としては、「西鉄バスによる路線の一部区間廃止の申出に対し

ては、本市としても反対の立場を表明しており、現在、路線の存続に向けて交渉中です。

障がい者や高齢者の移動手段を確保するため、今後とも公共交通網の維持に取り組みた

いと考えています。」 

2つ目の質問だが、5ページをお願いする。こちらのグラフが古いという指摘であったの

で、「新しいグラフ（第 2次総合戦略のグラフ）に差し替えます。」 
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3 つ目の質問「市内バス路線バス網を補完する飯塚コミュニティバスと 9 地区において

のデマンド型の飯塚市予約乗合タクシーの細かい説明をパンフレット等と合わせていた

だければ幸いです。知的障がい者は親の車での移動が多いため、親も本人もあまり知識

が乏しく、親も高齢化し免許の返納を考えている実情があります。」の回答としては、「コ

ミュニティ交通の利用ガイドを提供いたします。なお、利用ガイドは市役所本庁及び各

支所、市内の公共施設、商業施設、病院などにも配置するとともに、飯塚市公式ホーム

ページにも掲載しています。コミュニティ交通を含め、公共交通機関の利用方法につい

ては、ご要望に応じて職員が説明に伺います。自治会等による地域の会合、または個人

のご自宅に訪問するので、地域振興課（地域公共交通支援室）にお声かけください。」と

の回答である。 

次に 4 つ目の質問だが、10 ページをお願いする。図 2-8、図 2-10 だが、「いづれも飯塚

市内の数だと思いますが、図のみでは、そのことがわかりませんので修正願います。」と

のことであった。回答としては、「図 2-8 については、「市内 11 駅の」を、図 2-10 につ

いては、「管内の」という文言を追記させていただきます。」 

16ページの 3）施設の利用状況だが、「利用状況の少なさに不安を感じました。知的障が

い者はいかに親の負担を引いているかと、親なきあとは、どうなるのだろうか？」とい

う質問と、38 ページの 2）生活関連施設の視点①について「高齢者については野外・室

内と活動の場所はありますが、障がい者（知的障がい者）は、市内 1 ｹ所（サンアビリテ

ィーｽﾞいいづか）で、年間数回利用するのですが、利用・活動したくても場所を貸すだ

け、それも空きがあればと狭き所です。専門指導者も無く、もっと重視していただけた

らと思っています。」の質問は関連性があるので、併せて回答させていただく。「障がい

のある方の「よく利用する施設・公園」の回答が、障がいの無い方や 70歳以上の方に比

べ少ない結果となっていることは、施設のバリアフリー化や、施設までの移動手段に課

題があると考えます。今後、マスタープランの方針にあるように、施設の利用や移動に

あたってのバリアの解消に取り組むとともに、心のバリアフリーとして、障がい者の社

会参加に積極的に協力できるよう、障がい者への理解を深めるための啓発を行っていき

ます。また、サン・アビリティーズいいづかについてのご意見は、施設を管理している

指定管理者へ報告させて頂きます。」 

25ページの 4－1基本理念であるが、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について記載し

たらどうか。」という指摘に対しては、「7 行目の末尾に「これらの理念により、都市と

人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする SDGｓ（持続可能な開発目標）

が達成されるものと考えます。」を追記させていただきます。なお、SDGｓについての注

釈ターゲット 11－2及び巻末資料を添付させていただきます。」 

こちらについては、25ページの差替えについてもご覧いただきたい。差替えをこのよう

に考えている。注釈ターゲット 11－2 につきまして下欄に記載しているように、「11－2

ターゲット 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者の

ニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などに通じた交通の安全性改善により、全て

の人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを

提供する。」との目標が達成されるものと考える。 

28ページのＪＲ飯塚駅の指摘箇所になるが、「駐車場の件ですが、1日 400円の場所は陸
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橋を横断し徒歩でも健常者で 5・6分、高齢者・身体障がい者は何倍も時間がかかり、登

り・下りも階段、そして駅にも階段で、大変利用しづらい事で不便に感じています。せ

めて駅前にあれば（高齢者・障がい者向けあれば）利用する事も多くなるのではないで

しょうか？」との質問に対する回答としては、「現状 1台分の駐車場はあるが、将来的に

は、大規模改修などを行う際は、移動等円滑化基準及び福岡県福祉のまちづくり条例に

沿った整備を行います。」としている。 

33ページ、1）公共交通 ①旅客施設等「「移動円滑化基準及び福岡県福祉のまちづくり

条例に沿った整備を行います。」この表現が断定しているので別の表現にした方が良いの

ではないか。（Ｐ34 の道路、建築物も同じ表現の所あり）」の質問に対する回答として、

「「整備を行います」から「整備に努めます」の表現に改めさせていただきます。」。 

46 ページ、2）地区の課題と移動円滑化促進方針の 2 行目になるが、「「将来、大規模改

修などを行う際は」とありますが、もう少し積極的にアプローチした方が良いと思いま

す。」とのご意見だが、「今回は、バリアフリーに関する方針を策定しておりますことか

ら、具体的な整備に関する記述は差し控えさせていただきます。今後、基本構想の策定

に移行する際には、検討させていただきたいと考えておりますので、ご了承いただきた

いと思います。」 

48 ページ、「商店街も地区内にありますが、商店街のバリアフリー化についてもふれた

方が良いと思います。」とのご意見があった。商店街連合会会長の方ともお話しをさせて

いただいたが、回答としては、「P48の 2行目の「商業施設であるあいタウン」の後ろに

続けて「及び商店街」を追記させていただきます。P48 の最後の行に「また、商店街に

ついても可能な限りバリアフリー化に努めます。」」を追記させていただく。 

少し長くなったが、以上が移動等円滑化促進方針（素案）及び各質問及び回答の説明と

なる。 

内田会長 ：素案の内容の説明と前回指摘されたことに対する対応の説明であった。全体をみて何か

質問や意見があればお願いしたい。 

野見山委員：庄内地区の西鉄バスの路線廃止の説明会が来月行われることになっているが、そこのと

ころの状況で何か詳しいことが分かっていたら教えてほしい。 

事務局  ：西鉄バスのことについては所管が商工観光課であり、現時点では詳細は分からない。 

内田会長 ：素案の 9 ページに公共交通の図があり庄内地区にも路線がある。おそらくここが廃止さ

れるのではないかと推測されるが、廃止の時期がこの移動等円滑化促進方針を出すより

も早いならば、この公共交通ネットワークの図も変更しなければならないので、これに

ついては事務局に対応をお願いしたい。 

中島委員 ：質問への回答の中の 9 番、素案の 33 ページだが、「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整備を行います」という文言が強すぎるのでそれを「整備に努

めます」という表現に改めているが、基本的には施設を新築あるいは改築する時は条例

に適合しなければならないので、「努める」という表現にまで後退して良いのだろうかと

疑問がある。条例所管課は私どもではあるが、施行するのは建築都市部なので一度確認

したほうが良いのではないか。 

事務局  ：建築都市部に確認し、文言を変更する必要があればそうさせていただく。 

内田会長 ：33 ページもだが 34 ページの道路のところも同じ扱いである。これはやはり「福祉のま
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ちづくり条例に沿った整備を行います」という表現が正しいのではないか。特にこれは

ＪＲ飯塚駅においてと場所が断定されているので、ＪＲと市で擦り合わせを行ってきち

んとした表現にしてもらえればと思う。ＪＲの意見としてはどうか。「行う」という表現

では少し厳しいということか。 

油布委員 ：そこまでの議論はしていないが、今現在の表現で社内では問題ないということである。 

川崎委員 ：点字ブロックの件だが、前回の 11月のまちあるき点検の時、飯塚駅前の点字ブロックに

ついて旧タイプのもので色が見にくいなどの指摘があったが、1月に飯塚駅前約 700ｍの

点字ブロックの改修工事を発注した。今現在工事が進んでおり、今年度完成予定となっ

ている。それに関連して 46ページ、おそらくこの方針を策定する時には工事は完成して

いるので、地区の特性の本文中のにある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という文言の修正をお願いしたい。 

事務局  ：点字ブロックの改善については削除という形で訂正させていただく。 

内田会長 ：30ページの写真はどうか。 

川崎委員 ：場所で言えば上から 2 つめの右から 2 番目にあるインターロッキングがガタガタして歩

きにくいとあるが、これがその場所になる。だが今回改修する場所以外はまだ出来てい

ない状態なのでこれはこのままで良いと考える。 

内田会長 ：それでは事務局に文言の修正のほうをお願いする。他にないか。 

依田副会長：49ページの図の生活関連経路、赤い線で示されているところだが、商店街のところには

それが描かれていない。それはそれで良いのかどうか。それからこれは示されていると

ころから重点的に整備していくということだと思うが、商店街の場合はお店の中に入っ

てくところで段差があったり、狭かったり、バリアフリーになっていないところが多い

と思われる。重点的に整備していく道路の周辺も併せて考えていただきたいと思う。 

内田会長 ：アーケード街は特に雨の日などは移動しやすい経路になり、基本的には車も入ってこな

い場所で、歩きやすい空間にはなっていると思われるが、今言われたように各商店の入

り口の部分のところであったり、あるいは雨の日は傘のしずくで滑りやすいくなってい

たり、店からワゴンがはみ出して通りにくくなっていたりなど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、こういったところも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指摘である。そうなるとこれはネッ

トワークとして考えないといけないので、例えば北の入り口からバスターミナルまでも

経路としてつなげていくことになると考えていかないといけない。事務局としてはこの

点についてはどう考えるか。 

事務局  ：18ページを見ていただきたい。基本的に生活関連経路というのは市民の皆さんがよく利

用される経路として設定している。その中で今挙がった商店街のところは利用が多い経

路となっているので生活関連経路として設定し、そのように考えていきたいと思う。 

内田会長 ：是非商店街と北側入り口からバスターミナルまでは生活関連経路としていただきたい。

他にないか。 

脇田委員 ：今の話に関連して、商店街を生活関連経路に追加するのであれば、東町商店街、右側の

嘉穂劇場に抜けるほうのアーケードも加えていただきい。 

事務局  ：東西方向の東町商店街についても事務局で確認はするが、そちらも加える方向で考えて

いきたいと思う。 
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内田会長 ：商店街として同じ位置づけだと思われるのでアーケードの部分は網羅していただきたい。

他にないか。 

谷川委員 ：45ページの新飯塚駅周辺地区も、アンケートから利用者の多い路線としてこの経路を設

定したということだが、今の駅前の範囲の内側にある駅通りや市役所の方から南北に通

っている市道も移動の経路としては当然考えられる。現況でも十分な歩道があり利用し

ている人も多いように思うが、この道路を経路として設定していない理由は何か。 

内田会長 ：事務局が答える前に私からも指摘させていただくが、この新飯塚駅から西に伸びている

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る道路ではないか。南北方

向の道路でも、この図でいうと市役所の右下の角から南に降りていく道路、ここは歩道

はないがカラー舗装されているのではないか。ここも生活関連経路として考えられる可

能性があるように思う。新飯塚駅の西側の大きなブロック、この中で生活関連経路とし

て必要ではないのかという指摘について事務局からコメントいただきたい。 

事務局  ：今少し事務局で話をまとめたが、確かに歩道が整備されている区間、それからきちんと

舗装されている区間もあり、その経路については事務局でもう一度検討して追加修正し

ていきたいと考えている。 

内田会長 ：東西方向の通りは川の手前まで歩道が整備されている。可能性としてはそこまで経路に

指定するということもありえるかもしれない。 

事務局  ：確かに川のほうまで歩道は整備されている。この図でいうと新飯塚花瀬線という文字が

あるが、そこまで繋げるようになると考えている。 

内田会長 ：谷川委員が言ったように、駅を出て正面の道であり、駅にアプローチするとしたら周辺

地区の方はこの歩道を歩くことが多いと思われる。駅の正面に繋がり歩道が整備されて

いる道路はやはり重要視しないといけない。検討をよろしくお願いしたい。それから新

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。この図では駅舎ととも

に生活関連施設となっているようだが、厳密にいうと通路というのは施設なのか道路な

のか。 

事務局  ：今のこの図では生活関連施設に入っている。だが確かに通路は道路である。 

内田会長 ：それならばやはり施設ではなく経路として位置付けるべき。 

事務局  ：新飯塚駅と駅前広場の間の今のこの図では緑色の部分の一部が施設ではなく経路になる

と考えてもらいたい。 

内田会長 ：他にないか。それでは議題の１については以上とする。 

 

（２）地域公共交通バリアフリー化調査事業に関する事業評価について 

内田会長 ：次は議題の２、地域公共交通バリアフリー化調査事業に関する事業評価について事務局

より説明をお願いする。 

事務局  ：それでは、次に資料 2になるが、地域公共交通確保維持改善事業に関する評価について、

説明させていただく。 

地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、事業の実施状況の

確認として自己評価を行うこととなっており、本評価を九州運輸局へ提出する予定とし

ているので、報告する。 

協議会名、飯塚市移動等円滑化促進方針策定協議会、評価対象事業名、地域公共交通バ
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リアフリー化調査事業となっている。「①事業の結果概要」について、バリアフリーに関

する関係事業者及び団体に対し、高齢者・障がい者が良く利用する施設とその施設のバ

リアフリー状況、課題等についてヒアリングを行い、また、市民へのアンケート調査を

行った。そのアンケート結果、ヒアリング結果により、よく利用される経路や施設等を

抽出し対象地区の範囲の検討を行った。その後まち歩き点検を行い、対象地区及び関連

施設と関連経路の概要を検討しマスタープランの（案）の策定を行った。「②事業実施の

適切性」については、事業が計画に位置づけられた通り、適切に実施されており、Ａ評

価としている。 

「③計画策定等に向けた方針」については、【事業名】は飯塚市移動円滑化促進方針策定

事業、【実施時期】は、令和元年 5 月～令和 2 年 3 月まで、【方針】については、令和元

年度に「飯塚市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）」を策定予定であり、令和 2年

より 5カ年計画で整備を行う方針となっている。 

次ページ以降は、素案の内容を報告書様式に沿って、記載のとおりまとめたものとなる。 

内田会長 ：地域公共交通バリアフリー化調査事業に関する事業評価について資料２の地域公共交通

確保維持改善事業・事業評価の説明であった。何か質問はないか。 

よろしいか。ではこの評価を提出するということで皆様の承認をいただいたということ

にさせていただく。 

 

２．その他 

内田会長 ：用意された議題は以上だが、３のその他について事務局から何かあるか。 

事務局  ：本日審議いただいた内容で素案の修正を行い、2 月 5 日から 3 月 4 日までの 1 ヶ月間、

市民意見募集、パブリックコメントを実施する。それと合わせ今まで開催してきた協議

会の内容を、議事録等を含めてホームページに掲載させていただくことになっている。

どうぞよろしくお願いしたい。 

それからもうひとつ説明をすることがあり補足をお願いしたい。 

事務局  ：今回の素案にはまだ付いていないが、今後市民意見の募集をする際には、素案の各ペー

ジの下の方に音声コードを付けることになっている。これは視覚障がい者の音声の読み

上げコードであり、これを付けたうえで各施設に設置する予定となっているので皆様に

報告しておく。 

事務局  ：次回の第 5 回協議会は、市民意見での修正を加えたうえで 3 月 19 日の 13：30 からにな

っている。ただし場所が 2 階の多目的ホールになる。また正式な開催の通知はさせてい

ただく。 

内田会長 ：今日いただいた意見を踏まえて修正した素案をパブリックコメントを行う。パブリック

コメントの素案はホームページでも見れて、現物も市役所や支所などに置かれる。委員

の皆様の関係の団体、また関係者の皆様方に見てもらえるようにお勧めいただきたい。

多様な意見をいただければより良いパブリックコメントになるのではないかと思ってい

る。是非協力をよろしくお願いしたい。 

次回は 3月 19日、パブリックコメントを経て最終的な案の確認ということになる。 

それではこれをもって第 4 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。 


