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第４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 8月 5日（木） 

14：00～16：00 

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、 

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 中村委員、三上委員、村上委員 
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１．開会 

発言者 内容 

事務局 それでは、ただいまから第 4 回北九州市緑の基本計画改定検討会を開会いたし

ます。今回で 4回目となりますので、事務局をはじめ、出席者の紹介につきまして

は割愛させて頂き、早速、議事に入りたいと思います。 

 

２．検討会 

（１）意見交換・検討 

発言者 内容 

座長 みなさん、お忙しいところ、ありがとうございます。 

今日の委員会は、パブリックコメント案を最終的に決定することが仕事です。 

前回の検討会でいただいた意見を反映及び、庁内の関係各局から集まった意見を

反映したものが、本日配布した「パブリックコメント案」です。本日は主に、修正

された箇所が、委員の皆様の意見を反映しているかの確認になります。 

「各局照会内容の反映」について、既に目を通していただいていると思いますが、

各局からの指摘については、専門の立場で意見をいただき、適切に修正を行ってお

ります。その他、大きく変更があった箇所について、確認をしたいと思います。 

まずは、冒頭の流れについて、ボリュームや内容を見やすいように修正を行って

おりますが、いかがでしょうか。 

全委員 意見なし。 

座長 ありがとうございます。次は、４ページの「みどりのイメージ図」について、委

員の意見を参考に、内容がイメージできる様々な写真や引き出し線を追加し、図を

見直していただきましたが、いかがでしょうか。 

A委員 この写真は、すべて北九州市内の写真と思われます。そういった場所を知ってい

る人には伝わると思いますし、北九州らしさがかなり表現されたのではないかと思

います。 

B委員 ありがとうございます。前よりもわかりやすくなったと思います。 

右上の写真のタイトルが「山々の森林」となっており、日本語が他のものと合っ

ていないのが気になりました。 

C委員 写真のタイトルについて、ここは「○○のみどり」でほぼ統一されているので、

「田畑」についても、ここだけ違うのは少し違和感があります。「農地のみどり」な

どにする方がよいと思いました。 

座長 ありがとうございます。 

事務局、「〇〇のみどり」という形に統一することは可能でしょうか。また、写真

についても意見がありましたが、事務局の方で適当な写真を選んで差替えをお願い

したいと思います。 

次は、34ページ「立地適正化計画」のところです。ここでは、「コンパクトなら

ば災害に強いという印象がある、それは良くない」という指摘がありました。ここ

では、「コンパクトなまちづくり」と「グリーンインフラと減災・防災」をわけて記

載するようにしましたので、このような印象はなくなったと思います。また、イメ

ージ図がわかりづらいとの意見もありました。D委員いかがですか。 

D委員 良いと思いますが、図内には色々な色がついた文字があり、字も小さいですし、

少し読みづらいと思いました。 

E委員 該当の図について、文字に色がついており、細くて見えにくいというのもあると

思いますが、吹き出しになっているので、それにベタの色を付け、白抜き文字にす

れば、もっとわかりやすくなると思います。 

座長 この箇所については、今回、出典からそのまま引用していますが、今後、文字の

色や大きさを工夫して、はっきりわかるような形での修正を考えてもらいましょ

う。 
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発言者 内容 

次は、34 ページから 35ページにかけて、グリーンインフラの説明が少しわか

りにくい、あるいは「グリーンインフラの効果」という表現でよいのかという指摘

がありました。ここは、図を全面的に取り換えてもらっております。 

B委員 とても分かりやすくなったと思います。ありがとうございます。 

D委員 以前よりわかりやすくなりましたが、真ん中にある「グリーンインフラ」の背面

にある写真はいらないように思います。写真が何なのか、よくわからないように思

います。 

また、図の「グリーンインフラ」の下に簡単な説明を入れてもよいかもしれませ

ん。上（本文）に書いてありますので、文章を読めばわかりますが、一般の人が見

たら、グリーンインフラがわかるかなと思います。 

座長 ここは、図の表現として、工夫していただくことにしましょう。 

それでは次に、B委員から 60ページの「在来種による緑化」に関して、市民活

動の中に「在来種による緑化」を入れてほしいという意見がありました。解決策と

して、「緑地資材の地産地消や在来種の活用、既存の生態系への配慮」という言葉

を入れた、とのことです。 

また、64 ページの「まちなかで学べる共生環境の保全・活用」のところで、電

子デバイスについても記載したらどうかという意見がありましたので、そのような

項目と内容を追加しました。 

B委員 大丈夫だと思います。 

E委員 反映していただいてありがとうございました。 

座長 また、64ページの同じところで、「学校教育との連携」といった言葉もいただき

ましたが、これは「学校教育とも連携して」という言葉を入れていただきました。

これで解決かと思います。 

それから 67ページの「生態系ネットワーク」について図面がほしいというご意

見がございました。ここは「みどりのネットワーク図」を追加しておりますが、い

かがでしょうか。 

A委員 新たに作っていただいたということで、ありがとうございました。67 ページの

一番上に、「生物多様性の観点から、道路河川沿いなどの緑を連続させる」とあり、

しっかり意味は書かれていると思います。生物多様性の観点からも、連続性が表現

されているのでよろしいと思いました。 

D委員 今のことに関連しますが、図のタイトルに「みどりのネットワーク図」と書いて

あり、文章をしっかり読んだら理解できると思いますが、例えば「点・線・面」を

どこかに入れたらいいのではと思いました。この図を見ると、河川や道路の「線の

みどり」が結構多く、小さなみどりの点と、大きなみどりの面をネットワークの意

味で繋げていくということで、「点・線・面」をどこかに入れるとよいと思います。

あと、文章の中で 3行目の部分の「環境」は専門的な用語としては、「回廊」の方

が正しいように思います。 

座長 どうでしょうか。ネットワークの説明として、「点・線・面」という言葉を入れる

余地がありますか。それから「生物回廊」と言ったりもしますが、それをみどりの

ネットワークに置き換えたという解釈もできると思いますが、事務局はどう考えま

すか。 

事務局 「点・線・面」をつないでネットワークができているという考え方になりますの

で、文章の中で工夫できたらと思います。「回廊」という言葉については、「環境」

と意味合い的には同等だと思いますが、うまく入れられるかどうか検討したいと思

います。 

B委員 今の話にも関わりますが、この図のタイトルが、「みどりのネットワーク図」と

なっていますが、厳密に言うと少し違うように思います。 
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発言者 内容 

これは、厳密に分析をした指針というものではなく、「ここにこんなものがあっ

て、みどりがつながっているだろう」というイメージになりますので、それを「ネ

ットワーク図」と書くのは少し難しいかなと思いました。 

上のタイトルの通り、「生物の共生環境をつなぐみどりのネットワーク」として

よいと思います。 

A委員 みどりのネットワーク図とだけ言うと、この計画では最初の 4 ページにあった

ように、色々なみどりを言っているので、それがこの図にはすべて入っているので

はないため、「みどり」と単純に言うより、今のように具体的に言う方がよいと思

いました。 

座長 89ページの防災公園について、三上委員の意見に対応し、画像を追加しており、

よい改善になっているかと思います。 

次の住民参加については、多くの方から色々な意見をいただきました。108 ペ

ージに、新たに 7-3という項目を作り、「みどりのまちづくりにおける各主体の役

割」というタイトルで、産学官民に期待する役割を整理しています。これは今まで

なかった表ですが、色々な意見を反映して作成したものです。まず、E委員、いか

がですか。 

E委員 それぞれ役割が見やすく書いてあり、いいと思います。多分、ここは具体的にど

うこうといったことまでは書かないところだと思うので、これでよいと思います。

「産」のところに、「SNSなどを活用した情報発信によるみどりの普及啓発」とあ

りますが、これは産業になるのでしょうか。例えば、最近知ったもので、「あるくっ

ちゃKitaQ」という他の課が作った公園など色々なところを歩いて回るアプリがあ

って、それもこれに使えるのではと思いました。「官」に入っていてもいいかなと

思います。 

座長 SNS は市民の役割にも入っていますし、今のように、行政も関わることだと思

います。 

事務局 「官」については、大きなくくりで「みどりづくりに関する情報発信や意識啓発」

「みどりの魅力の発信及び市民との協働による効果的な発信方法の検討」に含んで

います。 

E委員 了解しました。 

座長 B委員からも「市民に期待することをまとめたらよい」といった意見がありまし

たが、いかがでしょうか。 

B委員 わかりやすく整理されており、これがあるとないとでは、だいぶ印象が違います

ので、追加してよかったと思います。 

座長 「前の方に書いては」という意見もありましたが、検討の結果、ここに落ち着い

たようです。これでいきたいと思います。 

D委員 各主体のやることが分かりやすい表ですが、ただ、今これを見ると、役割がわか

れており、一緒にやることがないようにも見えます。それぞれの役割は明確ですが、

一緒にやるイメージがありません。例えば、役割としていくつもありますが、複数

の主体があてはまるものに丸をつけるなどすれば、一緒やるというイメージになる

と思います。こう見ると「学」はあまりやることがありません。それに一緒にやる

イメージがないです。まずは、行政が一緒にやってくれるので、今まで通りの考え

になりますが、行政がやることが一番多くなると思います。 

座長 まとめ方が難しそうですが、何か提案はございませんか。 

B委員 最初にこの最後のページを見た時、「表で入れるのか」というのは少し思いまし

た。図化できるとよいと思いますが、なかなか複雑になりそうだと思いました。 

A委員 D 委員の指摘の通り、表にしたことで、「共にする」部分が、確かに見えないと

思います。今、産官学民の連携の概念図みたいなものがないか少し探してみました

が、そういった連携をしている概念図の上を背景にして、その上に、この産官学民
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発言者 内容 

がそれぞれの役割をテキストで配置すると、連携しつつ、それぞれの役割が書ける

のでよいかなと思いました。 

座長 できれば、今日の会議で、すべてを解決し、確定させたいと思っておりますが、

そういった図を入れるなどするのであれば、みなさんに確認いただく必要があるの

かなと思います。 

E委員 ここの目的というのが、産学官民でそれぞれがやることを表しているのか、それ

とも連携をしてやるべきことを表しているのか、2つお話の中で出てきていていま

す。多分、この図だと、それぞれがやることという風に取れると思います。それで

もいいということもありますが、ここの一番上に「各主体の役割」と書いておきな

がら、下に「産学官民が連携するとともに」となっているので、「どっちを表してい

るのだろう」となっていると思います。ここでは、連携をするというのは、これま

でにもずっと書いてきてあって、それぞれの役割の表として、最後に出てきている

ということだと思います。「連携をする」ということについては、また別の「連携

図」のような、例えば、先ほどの 100 ページのようなものや、人がいたり学校の

建物があったりといったものを矢印でつなぐとか、円でつなぐとか、そういったも

のが追加で 1つあればよいのではないでしょうか。 

B委員 福津市さんの環境基本計画内の図で、参考になりそうなものがありますので、お

見せしてもよろしいでしょうか。 

座長 どうぞ。 

B委員 福津市さんの環境基本計画に載っている図ですが、こういった人の連携のイメー

ジとやることを簡単に書いていて、これだったら入れられるように思います。文字

のボリュームがあるので、このままというわけにはいかないと思いますが参考にし

てもらえればと思います。（画面共有で福津市の計画を表示） 

F委員 手元でざっとイメージを描いてみました。私がよく使っている絵になりますが、

行政、NPO、企業、住民、教育関係、それぞれの役割を書いて、真ん中にみどりの

まちづくりを表現するのはいかがでしょうか。先ほどのものと結果的には同じにな

りますが、良く使っているものになります。（手描き図を表示） 

座長 それでは、事務局で今の図などを参考にして、2案程度作ってもらい、委員のみ

なさんに再度諮って、意見をいただくということでよろしいでしょうか。 

全委員 承知した。 

座長 そういうことですから、今の意見を反映したものをコンサルに作成いただくとい

うことで、事務局の方にはお願いいたします。 

それでは、108 ページまで終わりました。その先の対応は資料に書いてあるよ

うに対応してあります。その他の意見やアドバイスなどがありますか。 

E委員 資料編に SDGsの話が出てきて、各項目の上のところにも SDGsのマークが出

てきていますが、この中ではあまり主張していないように見えます。これで大丈夫

でしょうか。市としては SDGs を推しているのかと思っていました。もっと目立

つようにしてということではないのですが、この計画については、そんなに前面に

出さなくていいのか、市としてどうなのかと気になったため、確認します。 

事務局 関連性は明記していますが、あまりアイコンだけが大きくなってもということ

で、今回の表現となっています。 

座長 他に、ご指摘等あればお願いします。 

D委員 色々な写真があったり説明が多かったり、全体は非常に良くなっていると思いま

す。少しわかりにくいと思ったのは 47・48 ページです。計画のテーマは、私か

ら見ると非常に重要なところなのですが、ページをまたがって記載してあるので、

おそらく初めて見る人はわからないのではと思いました。それに、ここだけにあま

り説明がないように思います。他のところの説明を読めば理解できますが、少しわ

かりづらいと思いました。私の印象ですが、もし市民だったら、他の部分は丁寧に
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発言者 内容 

説明があるのに、一番大事な計画のテーマの説明が少ないのが気になると思いま

す。 

座長 おっしゃる意図はわかりますが、「行政の文書なので、こういった作りになるな」

ということもあるかと思います。これに関して、他の委員で意見はございますか。 

B委員 D委員がおっしゃった通りだと思います。ただ、ページの関係などもあると思い

ますので、図や表についての説明をもう少し追加していただけたらいいのかなとは

思います。 

座長 48ページがあまりよくないのかもしれません。特に SDGsのところあたりです

ね。他に意見はございますか。 

E委員 47ページと 48ページで、おそらく同じことを書いているのではないかと思い

ました。48ページは 47ページをより図にしたものになっていると思います。47

も 48も下に「協働」があって、47ページの計画の視点が 48 ページにも書かれ

ているという感じになっています。おそらく、これ同じもので、48 ページをあえ

てこの図にしたのは、SDGsを大きく取り扱っているところがないので、せめてこ

こくらいは大きくという感じなのかなと思っていました。47ページにも SDGsは

ありますが、これは、きっと「あった方がいいやつ」ということですよね。 

B委員 関連して、48 ページに計画のテーマが大きく書かれているのですが、47 ペー

ジにしっかり書いてあった方が、見る人がわかりやすいように思います。さらにペ

ージをめくった時に、「SDGsとの関連はこうなっていますよ」という説明として、

別であるという形だと説明不足感が少しは解消されるのではないでしょうか。 

A委員 計画のテーマと書いてあるところの説明は、47と 48ページの内容を踏まえる

と、この 47 ページの下に書いてある計画の視点の 1・2・3を多様な主体による

協働で育みますということかなと理解しました。それは 48ページの「計画のテー

マ」と緑の矢印でつながっている下の図も同じであり、多様な主体の協働で支えて

実現しますといったことだと思うので、そのような文言を計画のテーマのタイトル

のサブの説明として書いてあるとよいと思いました。 

D委員 ここは、48ページは 47ページの下の方だけ、計画の視点だけになっており、

それ以外の要素は SDGs しか残っていません。そのあとは全部削除しています。

簡単なのは 48ページを削除して、テーマを 47ページに持ってきた方が無難だと

思います。 

E委員 ここで SDGsにフォーカスしていますが、その必要がないのであれば、47ペー

ジにも書いてあるので、48ページの SDGsはなくてもいいかなと思います。あえ

てフォーカスするのであれば、ここに SDGs のことをもっと書くか、最後のペー

ジにもっと書くぐらいかと思います。ただ、ここでフォーカスしなくてもよいのか

なと思いました。 

座長 事務局として、SDGsの扱いはどうですか。47ページでは、社会情勢として他

の内容と並んで書いてありますが、48ページの形で SDGsを入れなければいけな

いのでしょうか。 

事務局 SDGsの取組を入れ込む必要はあります。 

座長 記載自体は 47ページにありますので、E委員の発言のように、SDGsだけ特に

フォーカスして強調しなければいけないのかということだと思います。 

D委員 他のページでも、十分書いていると思います。ここで改めて強調しなくても、緑

の基本計画としては既に十分に触れていると思います。 

座長 それでは、これは緑の基本計画なので、48ページのような SDGsの強調はやめ

てみましょうか。47ページの下にある内容から 48ページでテーマが来て、その

下にまた計画の支店があるので、内容が戻っているように思います。ページがおさ

まるのであれば、47 ページの下にテーマが来ればいいように思います。47 ペー

ジの文章で、「協働を基礎に設定します」と書いてありますが、具体的なことは書

いてないです。そういったことを加えて、テーマまで入れてしまえば、48 ページ
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発言者 内容 

はなくても済むことになるわけです。問題は、今の内容が 1ページに入るかという

ことです。 

B委員 なんとかレイアウトでやっていただければなと思います。 

座長 計画としては、47 ページの色々な分析を経て、テーマが出てきたといいたいと

ころでもあります。流れはこのままにし、矢印がこれでよいのかというはあります

が、47ページでは背景のところまでを説明するというのはどうでしょうか。 

E委員 47 ページの図の視点にいく流れはわかります。ただ、わかりにくくなりそうな

気がします。 

座長 これは、「前計画の評価を踏まえて」という図になっています。 

E委員 それでは「＋」を使う必要はないということですね。「今までやっていたこと」と

「今からやること」という感じですね。 

座長 点線部分は背景に該当するところかと思います。実線で囲まれたところが、前計

画の取組や実績であり、これらを踏まえて、「こういった課題が残っているな」と

いうことから、計画の視点を設定して、という作りになっているかと思います。 

E委員 それでは、こういった「プラス」や矢印があると、図の感じになってしまい、ペ

ージをまたぐとわかりにくいので、このプラスと矢印を外した方がよいと思いま

す。 

こういったプラスや矢印は今まで出てきておらず、ここだけそうなっています。

それならば、「基本構想・基本計画」といった見出しを統一させればいいのではな

いかと思います。 

D委員 足し算ではないですし、プラスや矢印などすべていらないように思います。「計

画の視点」と「視点の基礎」がありますが、一番上に「計画の背景」として、基本

構想や社会情勢、そして、プラスを消して、そこに計画の今後の課題といった書き

方にすれば、背景があって、今後の課題があって、それらが「計画の視点」と「視

点の基礎」になるということが示せると思います。これは、流れがあるものでない

ので、個別に整理するというのも 1つのやり方かと思いました。 

座長 わかりました。ここについては、大きな変更となりますので、まとめ直して、意

見を伺うということになると思います。その方向として、検討会としてどういった

提案をしておくかについて、もう少し詰めたいと思います。 

いずれにしても、47 ページの点線の枠、実線の枠、それから一番下の視点につ

いて、プラスや矢印といった関係にこだわらなくてもいいという意見がありまし

た。背景は背景で説明をし、前計画の取組と評価も欠かせないと思いますので説明

をし、それらによって「計画の視点」が必要だということをきちんとわかりやすく

説明して、3つの「計画の視点」と「視点の基礎」という、図で表している部分を、

48 ページの上半分ぐらいで表現し、その下に「計画のテーマ」が出てくるという

のはどうでしょうか。 

SDGsの強調もやめ、「将来の方向性」が必要ならば、「計画のテーマ」の下に記

載するということになります。例えば、そういった方向で、「プラス」や矢印を外し

てということを検討会の提案として、事務局に検討し直してもらうということでい

かがでしょうか。 

A委員 方向については、それでよろしいかと思います。1点だけわからないのが、計画

のテーマというものが、計画の視点よりも前に来てもいいのか、後に来るものなの

かというところです。52・53ページに計画の体系というページもありますが、計

画のテーマが計画の視点全体にかかってくるものであれば、先ほどの D 委員の提

案のように、計画の視点の前に、計画のテーマがあってもおかしくないのかなと思

いました。そこだけわからないのですが、その他、まとめ方としては、それでよろ

しいかと思います。 

座長 テーマはどの程度重要なのでしょうか。例えば、概要版の表紙に大きく書くよう

な感じなのでしょうか。それにもよると思います。今、視点の前にテーマがあって
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もいいのではないかというのも 1つの考えだと思います。今の流れとしては、計画

の視点を整理して、それを実現するために、このテーマを設定するということだと

思います。この文章で、ここしか出てこないところでありますが、欠かせないもの

として入れます。順番は今の意見でもよろしいのかなと思います。他の委員の方も

意見はございますか。 

E委員 いいと思います。テーマがどこに来るのがいいのかというのは、見せ方の問題と

いうのもあると思います。「こういう流れの中で、こういうテーマを決めました」

ということであれば途中であってもいいし、「テーマはこうです。それにその理由

をこうなんです」といった書き方でもありだと思います。 

B委員 コンセプトが最初に来るものだと思うので、先に打ち出してもらった方が、理解

しやすいと思います。ちょうど 52・53ページを読んでいて、「ここにテーマが入

っていない」ということを思っていました。最初でなくても、計画の視点の前にあ

るのがよいと思います。「なぜこのテーマを設けたかと言うと、こういった背景で、

課題があって、そのための視点とか基礎とかを考えた時に、このテーマになりまし

た」という説明が必要かと思います。 

座長 52・53ページについては、一番左側に「計画のテーマ」を入れるということも

あると思います。その方がよいかもしれません。また、テーマをどこに入れるかで

すが、最初に出して、「その理由は」という流れもあると思います。ただ、両方残す

と事務局が辛いと思いますので、どちらでまとめるかまではいきましょう。 

今までの委員の意見を踏まえますと、テーマは視点よりも先に出すのがよいと思

います。その方が説明もしやすいと思います。もう 1つはテーマを最初に大きく出

すかですが、無難な方は「背景」「テーマ」「視点」の流れになるかと思います。い

かがでしょうか。 

全委員 承知した。 

座長 それでは、今回の課題については事務局で早急に対応していただき、委員の皆さ

まに再度確認をしていただきます。 

今回、すべてをまとめて終わることができませんでしたが、今後の流れについて、

事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 できるだけ早く今回の見直しを行い、委員のみなさまにお送りさせていただき、

同意を得た上で、パブリックコメント案とさせていただきます。「できるだけ早く」

としか言えませんが、お盆もありますので、なるべく早く対応いたします。 

パブリックコメント案ができましたら、10月の上旬から 11 月上旬まで、一ヶ

月間かけてパブリックコメントを行いたいと思います。これについては、市のホー

ムページへの掲載並びに各区役所及び出張所に閲覧用の資料を配布するよう予定

しています。このパブリックコメントで意見が出ましたら、１２月に予定している

第 5 回の検討会でパブリックコメントによる修正案を提示させていただいて、こ

れがほぼ最終案ということで報告させていただきたいと思います。 

座長 そうしますと、急ぎでみなさんに見ていただくのは、最後の「産学官民」のペー

ジの代替案と、第 5章全体の再構成となります。 

事務局から資料が到着したら、なるべく早くコメントをつけて返していただけれ

ばと思います。 

それでは、これで本日の検討会は終了いたします。ありがとうございました。 

以上 


