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第 3回北九州市緑の基本計画改定検討会 

議事概要 

 

 

 

日時：令和 3年 5月 21日（金） 

15：00～17：00 

場所：Web会議 

 

 

次 第 

 

１．開 会 

２．検討会 

３．閉 会 

 

参加者 

 

構成員 薛座長、内田委員、須藤委員、竹林委員、田畑委員、中村委員、 

橋元委員、バート委員 

事務局 建設局公園緑地部緑政課 

コンサルタント 昭和㈱ 

 

欠席 

 

構成員 三上委員、村上委員 
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１．開会 

発言者 内容 

事務局 定刻になりましたので、ただいまから第 3 回北九州市緑の基本計画改定検討会

を開会いたします。 

 

 

２．検討会 

（１）意見交換・検討 

発言者 内容 

座長 それでは、早速内容に入ります。 

まずは、今日のこの会議の役割と今後の段取りについて、事務局から説明いただ

けますか。 

事務局 事務局からスケジュールの説明をさせていただきます。 

今日は第 3 回の検討会になります。今回の検討会での意見をまとめさせていた

だき、第 4 回検討会を 8 月に開催したいと思います。その段階では、パブコメに

諮るための案になりますので、ほぼ最終に近い案になろうかと思います。続いてパ

ブコメを 10 月ごろに実施し、11 月に第 5 回の検討会を開催することになりま

す。ここではパブコメの結果を踏まえた最終原案になろうかと思っております。 

座長 ありがとうございました。そういうわけですから、本日の会議では、言い残すこ

とがないように、ほぼ最後の意見を言う場だというつもりでお願いいたします。 

A委員 資料 52 ページの計画の体系図で、「Ⅱ魅力の向上とにぎわいの創出」の「⑥み

どりによる健康づくり」が私に一番関係するところです。それに関して一通り読み

ましたが、コンパクトによくまとめてある、あるいは実績に基づいてまとめてある

と感じています。それが１つです。 

２点目は、カタカナが多い報告書なので、言葉の説明や意味が市民感覚で理解で

きるかどうか、その使い方が適正かどうかということを事務局に確認させていただ

きました。 

3点目として、アウトドアという言葉がよく出てきますが、私の仕事柄、今使っ

ている言葉に、「アウトドアアクティビティ」というものがあります。（アウトドア）

レクリエーションという言葉よりも、（アウトドア）アクティビティという方が一

般的ではないかということで、「アウトドアアクティビティ」ということを強調さ

せていただきました。 

そして、4点目として、全体を通して、この報告書の中で共通していますが、住

民の人たちが持つべきミッション、果たす役割というのが、あまり強調されていま

せん。行政ではこうしますよ、こういう計画をしていますよということは、非常に

まとまっていますが、住民参加という部分もあるので、どこか 1ページだけでもよ

いので、住民それぞれが、どういったことをこの計画の中で果たしてほしいといっ

た内容が盛り込まれてもよいと考えています。 

座長 初めの 3点までは、ほぼ解決済みということでした。最後のところで、事務局か

ら何か説明はありますか。 

事務局 課題といたします。 

座長 それでは、4点目の住民参加のところは、他の皆さんもご意見があると思います

ので、一旦課題にとっておきたいと思います。 

B委員 私は都市計画を専門にしています。15 ページについて、今、都市計画の話題と

して北九州市では逆線引きを検討しているということで、これは非常に重要な取組

であり、市の都市像を大きく変えるようなチャレンジを北九州市が取り組んでいる

ところです。逆線引きをして、空き家や空き地の多いところをこれから無居住化し

ていくということで、そこがどうなるのかというのが非常に注目されているところ

で、そこを森に帰してしていくのか、あるいは農地に帰していくのかといったこと
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発言者 内容 

で、非常に長いスパンで見ると、緑の基本計画が非常に大きく関わってくる部分な

のかなと思います。 

C委員 元々コンパクトシティについて指摘していましたが、内容を見るとコンパクトシ

ティだから災害に強いのか、コンパクトシティを作る時に災害に強いまちにするの

か、おそらく市民が見ると少しわかりにくいと思います。 

あとは、それが北九州市に本当に適しているかどうか、非常に疑問を持っていま

す。いくらコンパクトシティと言われても、北九州市は若松から八幡、門司まであ

り、本当にコンパクトシティにできるのかと、市民の納得は得難いのではないか。 

さらに、市民の立場から考えると、一箇所にコンパクトに住むと、災害が来た時

みんなでやられてしまうのではないかと、逆に心配も招くこともあると思います。 

また、北九州市は全体の 5割が緑ですので、コンパクトシティによって緑がどう

のこうのといった関係はあまりはっきりしていないかなと思います。周りの緑が変

わらないので、緑の基本計画とコンパクトシティとの関係の位置付けをもう少しわ

かりやすくした方がよいと思います。 

新型コロナに関して指摘しましたが、ポストコロナなら、集まりすぎるのは、逆

に不安になるのではないかと思います。先程、A委員から健康づくりの話がありま

したが、おそらく、みんな建物の中や街の中心よりも、身近な公園など、今後はみ

んな外の方を活用するのではないかと思いました。 

座長 コンパクトシティは、上位計画でも中心的なテーマですので、分かりやすい内容

に工夫していただきます。 

D委員 前回、私の方からは、生態系サービスやグリーンインフラのことを指摘させてい

ただき、盛り込んでいただいています。 

細かいとこで 1つ気になったのは、35ページの下にグリーンインフラの概念図

がありますが、そこに「環境」というラベリングがあり、少し言葉の感じが広すぎ

ると思いますので、少し検討していただきたいなと思いました。 

あと、緑の質をどうやって上げていくかという時に、おそらく生物多様性や生態

系の話が出てくると思いますが、花壇づくりなどで、具体的にそういったことはあ

まり反映されず、「花壇を作りましょう」となっていると思います。在来種による

緑化なども市民活動の中に入れてもらえると、具体的に進むのではないかなと思い

ます。 

また、私の認識が少し違うかもしれないですが、91 ページも少し気になりまし

た。「誰も排除しない公園づくり」とあり、遊具の図が載っています。緑の基本計画

なので、遊具だけではなく、自然環境が持つ色々な機能の中で、人間が受け取れる

五感の刺激のこともとても大事だと思います。都市の中でも、視覚だけでなく、聴

覚や嗅覚、触覚、あるいは食べられるという活動も、身近な環境でできるというこ

とが、これから非常に求められていくと思います。そこで、誰も排除しないという

意味でも、見た目だけでなく、例えば季節によって色々な匂いのする樹木が植わっ

ているだとか、鳥の声が聞こえるだとか、自然環境が持っているそういった機能を

発揮できるような公園づくりが、もう一歩ユニバーサルデザインとか、違う身体環

境にある人たちへの配慮というか、インクルーシブな身近な環境づくりにも繋がる

かと思います。 

例えば、車椅子でも水に触れられたり、花に近づける花壇といったものもあれば

と思います。また、色々な匂いがする植物があれば、目が見えない方でも、季節を

感じられます。五感を刺激するような設計といったところをどこかに入れていただ

けるとよいと思いました。 

座長 それでは、こういった遊具を示すにして、もっと適切なもの、あるいは必要なも

のがあるかもしれないということで、少し検討していただきます。 

その中に、先程の五感のことあたりも、もし書ければ工夫をしていただきます。 

その前の 35ページの図についての指摘ですが、事務局、これは（国交省の資料

からの）引用ですか。 
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発言者 内容 

事務局 はい。 

座長 そこで「環境」となっているのですね。「環境」が大きすぎるという話でしたが、

どういった言葉ならよいとお考えですか。 

D委員 「生物多様性の保全」や「地域生態系の保全」といった言葉に置き換わると思い

ます。 

座長 引用ではなく、「我々が考えるグリーンインフラ」ということで表現してよけれ

ば、今おっしゃったようなことを取り入れて、「地域生態系」というようなことに

緑の輪を表現するとか、そのような考えで事務局に検討してもらいましょう。 

E委員 「生態系ネットワーク」について、現状では、該当箇所に言葉だけが履いていま

す。例えば、私が、ほかの自治体で公園を設計する時などには、概念的でも、その

公園の生態系ネットワークでの位置付けが図化されていると、「ここは生態系ネッ

トワークに位置しているのだ」と見ることがあり、生態系も考えた上で、空間を作

らなければと思います。文言だけでなく、そういった図があると、設計者目線や何

か実際事業する人目線でこの資料を読んだ時に、考えるきっかけになるなと思いま

した。 

もう一つ、私が前回、指摘させていただいた内容で、3ページ目の緑の定義、図

1－1の概念図のところで、北九州らしいものが図の中に 1つでもあるとよいなと

いうことで、一応それに対応して修正いただいたのですが、もう少し北九州市っぽ

い感じにならないかなと思いました。56ページの図 6-1の写真などは、パノラマ

で、海があって、まちがあってというところが北九州市らしいと感じます。計画書

の最初の方に、そういったものがあると、北九州市の計画として、とても良いと思

いました。 

座長 この図については、事務局で何かもう少し工夫をお願いします。 

そして、１つ目の緑のネットワークのところ、街路樹のネットワークだけでなく、

生態系ネットワークについても図示しながら、もっと表現できないかということで

した。 

事務局 市全体というのは、早急には揃わないと思いますが、エリアで絞り込んで、概念

を示すことは可能です。 

座長 それでは、一歩前進ということで、そういうことを検討してもらいますので、よ

ろしくお願いします。 

F委員 私の方からは、63 ページの「市民協働によるまちなかのみどりの確保」に関わ

る内容です。おそらく、高齢化もあると思いますが、多分、若い世代には「参加を

したくない」という気持ちがあり、それと逆に、市としては参加して欲しいという

気持ちがあって、そのようなミスマッチを埋める取組が必要だと感じています。 

計画書の内容は方針なので、具体的なことは書けないということかもしれないで

すが、例えば参加していない人たちの声を拾い上げることが出来ればと思います。 

座長 わかりました。 

それでは、皆さんからも意見をいただきながら検討したいと思います。 

A委員 ちょうど、ご指摘のところですが、先程、私が最初に申しました市民の役割とい

うものを協働によるまちづくりや緑の確保などと照らし合わせ、公園の利用、使い

方、モラルなどを育てていくといったことについて、市民としてどうあるべきかと

いうことで、「市民にこう期待するんだ」という文言を加えてもよいと思います。 

それと、先ほどD委員がおっしゃったように、ユニバーサルという中で、車椅子

に乗った子どもや車椅子に乗った障がい者、車椅子に乗った高齢者などが、まちの

中の花壇をお世話する。地面だけが花壇ではないメインストリートだとか、色々な

ところに少し底上げした花壇を作っていく、それを地域や商店街で育てていく、そ

れが市民協働の一つのユニバーサルだと思います。 

座長 市民が協働して、ユニバーサルな考えで、誰でも使えるようにするために、市民

が心がけるべきことを書けるかもしれません。事務局で工夫してもらいます。 
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発言者 内容 

A委員 もし、各項目に入れるのが難しければ、最後のまとめにその必要性を強調してお

くのでもよいと思います。 

座長 具体的な内容は宿題としますが、これを受けて、今後、事務局から各委員に相談

をさせていただきながら、内容の再検討を行います。 

G委員 私が所属しているまちづくり協議会の中では、例えば、清掃活動を少しやってか

ら、そのあとに、夏休みに子どもと一緒にそうめん流しをしますといった感じで、

異なる活動を重ね合わせ、工夫しながらやっています。その他、例えばウォーキン

グに参加して、次の楽しみがあり、それが午前中で終わるといった取組の仕方をし

ており、なるべく参加の裾野を広げられるように工夫しています。そういった取組

について、この計画にどう盛り込めるかわからないですが、そのような形で市民協

働を進めていける可能性はあるかなと感じています。 

私の住んでいる地域では、例えば祇園の前には一緒に清掃しましょう、見回りを

しましょうと、子どもたちが大事にしている・楽しみにしている何かで引っ張るよ

うな取組をしています。ユニバーサルということも大事ですが、地元に愛着を持つ

何かとあわせて、みどりに関する取組も一緒にやれるとよいと思います。 

座長 今のお話にもありました、市民の協働のところは、もう少し、市民の立場から言

うと、そういったところにも触れた図書であってほしいというところがあると思い

ます。それをどこに入れ込むことができるかについては、全体を少し工夫してもら

えたらと思います。 

そのあたりも含めて、市民・住民の役割について解決策を考えることとします。 

H委員 それぞれの自治会だったり、子供会だったり、色々なところで活動されている内

容が、そこの場所でしか共有されていない現状があります。例えば、若松の人たち

がどんなことをしているのかを南区の人は知らないし、近くの隣同士の町内会であ

っても知らないという状態がありえると思います。だから、そういったことを情報

共有できるところがあれば、何か皆さんの役に立つのではないかと思います。 

そういったことで、市民による市政への参画を狙うという話をしてはどうかなと

思います。 

座長 「情報発信の仕組みづくり」のところに「市の緑に関する様々な投稿」と書いて

あり、このあたりになると思います。そのような個別の取組を共有する、というこ

とでしょうか。 

H委員 そうです。一つ、この（計画書の）中に紹介がありますが、ボンジョーノのタウ

ンマネジメントの話を最後に書いてもらっています。このタウンマネジメントの話

なども多分、市の中でご存知の方がどのくらいいらっしゃるのかというぐらいだと

思いますので、こうした取組をぜひ共有できればと思います。 

座長 事務局、対応をお願いします。 

D委員 市民協働に関するところで、「市民に期待すること」、「事業者に期待すること」

などが書かれている方が、受け取り手側が、非常に理解しやすいものになると思い

ます。 

また、例えばこの計画を実践に移していく仕組みとして、「市はこんな協働を目

指しているので、こういったサポートをする」「市民にはこういったことをしてほ

しいと思っているし、民間にはこういうこと、NPO や自治会の色々な組織にはこ

ういうふうに関わってほしい」など、北九州の中でこの計画を実践していくための

協働の仕組みのような内容で最後、終われると、皆さんが出していただいたような

提案が一通り網羅できて、ある程度その後も使いやすいものになると思いました。

検討いただければと思います。 

座長 最後に推進計画などがくっついている計画もよくありますね。これは事務局の方

で検討してもらいます。 

D委員 59 ページに「まちなかで学べる共生環境の保全・活用」っていうところがあり

ます。先ほど、SNS や情報発信の話があったので、それとも絡むと思いますが、
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発言者 内容 

今、皆さん、iPad や iPhone など色々デバイス持っていて、まちなかのみどりを

色々観察するツールっていうのもたくさん出ています。 

直接的な体験が一番大事だと思いますが、その入口として、こういったテクノロ

ジーは色々出ています。10 年先などを考えると、多分相当進んでいくと思います

ので、看板だけでなく、QRコードで情報を読み取る看板など、そういったものを

内容に入れ込んでおくとよいと思います。 

座長 （今時そんなに新しい話でもないですし）今後の新しい取組として、何か頭出し

だけしておきましょう。 

D委員 既存のアプリでも簡単に自由に使えますし、小学校の理科や総合でもたくさん使

っていくようになると思います。教育分野の方々とも、一緒にやっていけば非常に

面白いと思います。 

座長 明日からでもできるということですね。 

H委員 この冊子自体が順を追って全部読まないとわからない冊子になっているので、も

っと冒頭の方に、はっきりと短い文章で、何について書いてあるのかわかるように

した方が良いと思います。 

座長 事務局に確認しますが、概要版を作るのでしょうか。 

事務局 この冊子自体は、ある程度、厚みのある計画となりますが、市民向けとしては、

これを簡略化して、重要なところを抜き出した概要版を作成する予定です。 

座長 市民向けには概要版を非常にわかりやすく作ってもらうということ、事務局には

頑張ってもらいましょう。 

それでは、定刻になりましたので本日の会議は終了したいと思います。 

 

３．閉会 

発言者 内容 

事務局 以上をもちまして、第 3回北九州市緑の基本計画改定検討会を終了いたします。

本日はお忙しい中お時間を頂戴してありがとうございました。 

 

以上 


