
1 

第５回北九州市緑の基本計画改定検討会 

議事要旨 

 

 

 

日時：令和 3年 12月 24日（金） 

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、中村委員、 

橋元委員、 

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（後日、個別に意見聴取） 

 

構成員 バート委員、三上委員、村上委員 
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１．開会 

発言者 内容 

事務局 ただいまから第 5回北九州市緑の基本計画改定検討会を開会いたします。 

それでは、さっそく議事の方に入るとともに、ここからの進行を座長にお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２．検討会 

発言者 内容 

座長 よろしくお願いいたします。 

令和元年度末に始まったこの検討会ですが、途中1年ほどの空白がございまして、

やっと大詰めを迎えられました。 

この間、色々なご意見とそれから個別協議をしていただき、おかげさまで立派な基

本計画としてまとまりつつあり、今日が最後の確認になるかと思います。どうぞよろ

しくご協力お願いいたします。 

それでは、事務局から今日の検討会の趣旨についてご説明いただきます。お願いし

ます 

事務局 前回の検討会及びパブリックコメントの意見を踏まえて、記載等の修正を行って

おります。 

計画内容の大幅な方向性の修正を伴う意見がなければ、今回配布した資料をもっ

て、「北九州市緑の基本計画」の最終案とさせていただきます。 

座長 それでは、改めて計画の説明は行いませんので、次、パブリックコメントの結果を

ご説明いただきます。 

事務局 北九州市緑の基本計画（素案）に対する市民意見募集、パブリックコメントの結果

についてご説明させていただきます。 

お配り致しました資料のうち、「北九州市緑の基本計画（素案）に対する市民意見

募集の結果について」をご覧ください。 

 

― 中略 ― 

 

「みどりのまちづくりにおける各主体の役割について、学の役割が少なく、もった

いなく感じるので、学の役割をもっと厚くしてもよいのではないか」という24番の

市民意見につきましては、計画に追加修正を行うこととし、その変更については、11

ページに抜粋しましたので、ご覧ください。 

24番以外の意見につきましては、計画素案に掲載済のもののほか、個別の要望提

案など貴重な意見が多くありました。このような意見につきましては、今後の事業推

進の中で参考にさせていただきたいと考えております。 

以上で市民意見募集についての説明を終わります。 

座長 ありがとうございました。 

一通りパブリックコメントについての説明がありました。おおむね、肯定的な意見

が多く、一つ、修正・追加が必要なものについては、お聞きの通り修正して、仕上げ

てあるということでございました。 

それでは、「北九州市緑の基本計画」の現在の成案について、ご意見がございまし

たらお聞かせ願いたいと思います。 

A委員  パブリックコメントの 15 番の意見に関連することですが、要望にあるとおり段

差の解消やガードレールの設置などについて、関係部署と協働しながら色々な事業

に取組まれてきたと思います。その一方で、高齢者や視覚障がい者等から「段差が解

消されたために、逆に危険度を認知できなくなった」などのクレームが出た経緯もご

ざいます。 

また、「誰も排除しない公園づくり」という項目が出てきますが、「誰も排除しない」

となると、「視覚障がい者はどうなるの」といった意見も出てくる可能性がございま
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発言者 内容 

す。ここにはぜひ、「様々な障がい等に対応する」といったこと、文言として、今一

番多く使われている「あらゆる障がいに対する合理的配慮への対応」といった文言を

加えていただければ、今後の対応の色々な施策が生まれてくる時に、考えが幅広くな

ってくるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

座長 ありがとうございます。事務局の考えはいかがでしょうか。 

事務局 「障がい者等への合理的配慮」という考えを踏まえながら、ちゃんと筋が通るよう

に、文章を考えさせていただきたいと思います。 

A委員 そうですね。車イスとか、ベビーカーとか、そういった方たちの絶対数が多いのは

当然ですが、それをすべてだといった表現をするのではなく、視覚障がい者の方等、

あるいは歩けるけれど障がいをお持ちの高齢者などについても考えていただきたい

と思います。 

全てについて具体個別な対応は必要ないと思いますが、「そういう方たちに対する

配慮もしますよ」というような、前向きな文言があれば、非常によいのではないかな

と感じました。 

座長 わかりました。 

先程、あらゆる障がいに対する合理的な配慮ということを文中に入れて調整する

という回答がありました。橋元先生にお尋ねしますが、ここの項目のタイトルになっ

ている「誰も排除しない」という文言について、これは不適切で変えた方がよいとい

うことでしょうか。それとも、この項目の中で文を改善すればよいということでしょ

うか。 

A委員 「誰も配慮しない」という言葉でよろしいです。言葉自体は問題ないと思います。 

座長 わかりました。それでは、この中の文を改良・改善して、今の考えを実現して盛り

込みたいということです。 

座長 他の件で何かお気づきの点、もう少し改善できることにお気づきの方など、おられ

ましたらお願いします。 

B委員 本編 49ページに「みどりの都市像」がありますが、地図の周りのイラストが、一

瞬そのどれに対応しているのかがわかりづらいと思いました。例えば、キャプション

を使用して、イラストの右下辺りに「〇〇のみどり」など、どれに対応するイメージ

なのかが書いてあるとわかりやすいと思いました。 

C委員 計画のテーマと関連しているのであれば、キャプションの内容を「自然との共生」

とか「協働」などにし。右側の、花をみんなで植えているイラストだったら、「協働

のイラストです」って感じで表現すると、左右を見た時にわかりやすいと思います。 

事務局 これは、計画の内容そのものというより、見せ方やレイアウトなどの問題だと思い

ますので、もっと見やすいように工夫をするということでいかがでしょうか。そし

て、修正後に確認していただきます。 

座長 それでは、見やすく工夫をして、またご相談させてくださいということで、ここの

ところは考えてもらいます。 

C委員 分厚い本になる本編と、薄いタイプの概要版を作られていますが、この分厚い本文

は、ホームページに pdfか何かで全部アップされるのでしょうか。 

座長 HPにアップされます。 

C委員 それでしたら、概要版の後ろかどこかに、基本計画本編のアドレスや QR コード

などをつけ、「ここで全編が見られます」という感じにするとよりよいと思います。 

座長 大変よいご提案だと思います。事務局も考えると思います。この概要版を印刷する

時に、本編がホームページで見られるように入れるということですね。 

D委員 

E委員 

 写真の選別は適切か、また、他に適切なものがあるか確認して欲しい。 

・シンボル公園としての勝山公園に適正な写真はあるか。（本編 P71） 

・三萩野公園で第 1にイメージされるものは市民球場か。（概要版 P8） 

・環境学習としての到津の森公園の写真は適切か（概要版 P7） 
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発言者 内容 

・駅前の花壇がトリミングでカットされているが、「本市の顔となるみどりの拠点づ

くり」として適切か（概要版 P9） 

・広域拠点公園の写真は、住宅街に近接している広い公園の方が適切ではないか（概

要版 P8）。 

座長 ご指摘、ありがとうございます。確かに、ピンとこない写真がありますね。 

写真の選別については、本編を含めて適切なものが選ばれているか、概要版にどれ

を入れるべきかについて、改めて時間をかけて丁寧に検討していただきましょう。よ

ろしいでしょうか。 

A委員 写真やイラストの話題があったのでもう１点あるのですが、本編 105 ページの

「協議会制度の活用」のイメージ図について、多様な主体が連携しているイメージと

しては、適切でないように思います。 

座長 まず、ここに人物のイラストがいるかどうかを考えますか？これは人ではなく組

織の話なので、組織の代表としての人物かと思います。文字だけ、模式的な絵なども

考えられると思います。事務局（コンサル）からアイディアはありませんか。 

事務局 元々、モデルとなる絵があり、そこから人物を描いたということが 1つあります。

また、人を入れた方が見やすいのかなということもあってイラストを作成しました。

ご意見の意味はわかりますので、今、話のありました文字での配置も含め、工夫でき

ないか検討いたします。 

座長 それでは、事務局におおむねおまかせして、色々工夫してもらいたいと思います。 

皆さんのご意見、ありがとうございました。 

基本計画そのものについては、今のように少し直しますが、おおむね事務局一任と

いうことでお願いしたいと思います。 

今回の主題は、緑の基本計画を最後に仕上げるための意見交換ということでした

が、そのほか、それぞれのお立場から、今後の北九州市の公園緑地行政のあり方など

について、この計画から離れても結構ですので、何かご意見があれば承りたいという

ことでたまわりたいと思います。 

F委員 この検討会の中でも、度々あがった課題だと思いますが、公園愛護会そのもののあ

り方というか、地域の自治組織が変わってきている中で、北九州市は高齢化が進んで

いることもあり、先手を打って何かできないかなと考えています。 

私も地域の方と公園の研究をしていますが、すごくうまくいっている愛護会や地

域もあれば、一人ですごく頑張っているがうまくいってないと困っていたり、お金を

もらっているけれど実態が伴っていなかったり、見ていくと色々ありますので、その

あたりをもう少し掘り下げていくと、これから、地域ごとによい公園づくりができて

いくかなと思っています。 

また、今日も話題にあがったバリアフリーの件ですが、福岡市さんでも、障がい者

の方も使えるようなブランコを試験的に地域の公園に入れ、どのように使っていく

かというような実証実験をやられているということでした。ニーズがあるからそこ

置くということもあると思いますが、そこにあるからニーズができていくというと

ころもあると思います。色々な人たちが 1 箇所で何かするというのは難しいとは思

いますが、地域全体で、「ここにはないけど、ここにはある」といった色々な選択肢、

面的な戦略のようなものが立てられていくと、非常によいと思います。 

事務局 公園愛護会については、この計画の中でも謳っていますが、自治会そのものが高齢

化していますので、その影響をかなりまともに受けているところがございます。我々

は、当然、そういった点に苦慮しておりますので、今後どういった方向性にもってい

けばよいか、解決策としては色々なものがありますが、民間の力を入れたらいいの

か、学校と一緒になって何かできないか、といったことを模索したいと思っていま

す。 

福岡市の話がありましたが、インクルーシブという言葉が、話題にあがっており、

本市も色々な自治体と一緒になって勉強を始めています。どういう風にすれば、皆さ

んが問題なく使っていただけるのかという観点で、勉強中というところもございま
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発言者 内容 

す。今後、色々な遊具、そういった公園が整備されればよいと思いますが、まだ途中

段階という状況です。 

C委員 今の話に近いところもあるかなと思いますが、皆さんに参加していただくとか、一

緒に情報を発信していただくとか、そういったところもこの計画には書かれていま

す。この検討会の最初の時に、「こういったことが本当に北九州でされているのだと

いうことを知らなかった」という声があがっていました。今後、そういったところに

力を入れていくことになると思います。細かい手法にはなりますが、何かお手伝いで

きることあれば、何かご相談いただければと思います。 

事務局 SNSなどのツールを使った情報発信については、非常に重要なことだと思ってい

ますが、行政が上手でない分野でもあります。専門のご意見をいただきながら、勉強

していきたいと思っています。 

B委員 今の話に続きますが、先程から F 委員などが言われていますし、パブリックコメ

ントでも雑草に関する意見などがあったと思いますが、市民の方と協働していくこ

とが、これからますます大事になってくると思います。市民の方が公共の公園に関わ

っていいのだという、どういった風に関わればよいのかということなどについて、情

報発信をしていくことが、より必要になってくると思っています。例えば、北九州市

内で市民の方と協働している事例・先行例を情報発信していくなどすれば、他の人も

「こういう風に関われるのだな」ということがわかっていくのかなと思いました。 

もう一つは、公園の空間の質の話ですが、勝山公園の Park-PFIは、民間の方が公

園を使いつつも、水辺に対して座る席がちゃんと確保されていたり、公園の中でうま

く景観に調和するような建物の配置になっていたりするなど、空間の質としてよい

例だと思っています。Park-PFIの画期的な第 1号だというだけでなく、その内容と

してもよいと思っています。 

今後も Park-PFI が行われていくことになると思いますが、民間の利益だけが重

視されないように、しっかり公共性を確保するような空間の質、公園の作り方といっ

たところに気をつけていただけたらと思います。 

事務局 今の勝山公園について、よい事例と言っていただき、本当に嬉しい次第ですが、確

かにありがちな屋外広告のように「目立ってなんぼ」といった風になってしまうと、

公園の魅力が損なわれてしまうこともあると思います。 

本市には景観アドバイザー制度があり、きちんと皆さんに相談しながら、よいもの

ができるよう、民間活力の導入についても制度を使って、そこの公園だけで完結する

ことにならないように努力していきたいと考えています。 

座長 ありがとうございます。 

他の皆さんはよろしいでしょうか。 

それでは、これで今日の皆さんとの協議は終了となります。事務局にお返しします

ので、今後のスケジュールなどについて説明をお願いします。 

 

３．閉会 

発言者 内容 

事務局 今回の検討会でいただいた意見を踏まえまして、今後、内容の細かな修正を行い、

よいものができるように頑張っていきたいと思っております。 

1 月から、計画の公表に向けた手続きも進めてまいります。2 月議会が 2 月下旬

から始まりますが、そこで手続きを経て、3月にはホームページ等で公表できるよう

にしていきたいと考えています。 

細かいところについて相談させていただくことがあるかもしれませんが、その際

はよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、北九州市緑の基本計画改定検討会を終了いたします。ありがと

うございました。 

以上 


