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平成 28年第１回定例会（2016.03.08） 

 

◯23番（尾花康広）登壇 おはようございます。 

 私は、公明党福岡市議団を代表して、我が党の黒子議員の代表質疑に関連し、ユニバーサル

デザインの理念によるまちづくり、アイランドシティのまちづくり、そして、技能職の振興の３点につ

いて補足質疑をいたします。当局の前向きな答弁に期待するものであります。 

 まず、ユニバーサルデザインの理念によるまちづくりについてです。 

 千早駅周辺に住む車椅子利用者の方から御連絡をいただき、本人立ち会いのもとで現地調査

を行いました。千早駅のロータリーに車椅子利用者を乗せた福祉車両の停車場所がなく、スロー

プも整備されていないので、乗りおりするのに大変困っていますとの御相談でした。 

 このロータリーは６月４日にオープン予定の東市民センターと東図書館、音楽・演劇練習場と証

明サービスコーナーの４つの機能をあわせ持つ、複合施設であるなみきスクエアに隣接していま

す。また、なみきスクエアに行くためにロータリーから横断歩道を渡るとき、歩道との接合部分に段

差があり、この場所に限らず、この段差が車椅子利用者にとっては大変つらいのです。この段差

を何とか解消できませんかとの内容でした。 

 その後、別の場所でも、横断歩道から必死の形相で歩道に上がろうとする車椅子利用者の方を

目の当たりにいたしました。こうした経緯から、利用者目線に立ったバリアフリー化を福岡市にお

いてもっと進めなければならないとの強い思いに駆られ、ユニバーサルデザインの理念によるまち

づくりの取り組みをハード面からお尋ねしてまいります。 

 まず、平成 26 年度末時点の福岡市バリアフリー基本計画に位置づけられている重点整備地区

の生活関連経路のバリアフリー化について、全体の進捗状況と達成率のワーストを３番目まで、

その理由を含めお答えください。 

 バリアフリー法では、高齢化やユニバーサルデザインの考え方が進展する中、バリアフリー化を

進めるためには具体的な施策や措置の内容について、施策に関係する当事者の参加のもと検証

し、その結果に基づいて新たな施策や措置を講じ、段階的、継続的な発展を図っていく、いわゆる

スパイラルアップの考え方が重要とされています。 

 そこでお尋ねいたしますが、バリアフリー法施行後の福岡市のスパイラルアップの取り組み状況

についてお答えください。 

 次に、アイランドシティのまちづくりについてです。 

 10 周年まちびらきのセレモニーの挨拶で、高島市長は、アイランドシティというすばらしい愛称が

あるのだから 10 周年を契機に人工島と呼ぶのはやめましょうと呼びかけられました。我が意を得

たり、その後に登壇された住民代表の自治協議会会長の方も心から賛同され、大変喜んでおられ

ました。 

 10周年が経過し、平成 28年１月末現在で世帯数約 2,300世帯、人口約 7,100人を超えたアイラ

ンドシティ、ここで生まれ育った子どもたちもたくさんいるので、ぜひアイランドシティと呼んでほしい、

こうした住民の皆様の声に、気持ちに寄り添いながら質問を進めます。 

 私のもとに、こども病院が整備されるとき、さまざまな市民意見がマスコミなどに取り上げられま
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したが、そこに住む住民の声が余り取り上げられることはなかったような気がします。また、現在も

アイランドシティでは、まちの魅力づくりや住民のコミュニティ形成に向けたさまざまなイベントが開

催され、それはそれで大変ありがたいことですが、土地分譲の営業、販売目的と思われるものも

あり、そこに住む居住者の声が置き去りにされているような気がしてなりませんとの市民相談が私

のもとに寄せられました。 

 そこで、アイランドシティの生活、住環境についてお尋ねをいたします。 

 アイランドシティの人口の推移、人口構成とその特色、照葉小学校の過大規模校化の状況とそ

の改善に向けた取り組み状況をお示しください。また、他の校区と比較した自治協議会関連団体

の設立状況をお示しください。 

 照葉校区内にある郵便ポスト、ＡＴＭ、現金自動預払機の数と設置場所、利用環境についても、

お示しください。 

 次に、技能職の振興についてです。 

 最近、日本ではお米マイスターなど、マイスターという言葉をお茶の間などでよく耳にするように

なりました。日本語に直訳すると巨匠、名人のことであり、マイスターの言葉の発祥の地はドイツな

どのヨーロッパで、卓越した技能を持ち、すぐれた人格の方を指し、その社会的地位は大変高く評

価されています。しかしながら、日本においてその技能職を取り巻く環境は高齢化、後継者不足な

ど、かなり厳しい状況で、技能職の就業人口は年々減少していると伺っております。 

 そこでお尋ねいたしますが、福岡市における技能職の人口の推移、博多マイスターを認定してい

る技能の種類をお示しください。 

 福岡市はこれまで技能職の振興に取り組まれてきたようですが、その主な事業である、小学校

でのものづくり体験教室、技能フェスティバル、技能職の表彰、博多マイスターの認定の実施状況

についてお答えください。 

 特に博多マイスターについては、その認定基準、これまでの認定数、活躍の状況についてお知

らせください。 

 あわせて、技能職の振興に係る予算総額の推移についてもお答えください。 

 以上で１回目の質問を終わり、２回目以降は自席にて行います。 

 

◯道路下水道局長（清森俊彦）  

ユニバーサルデザインの理念によるまちづくりについてお答えします。 

 まず、重点整備地区における生活関連経路のバリアフリー化の全体の進捗状況につきましては、

平成 26 年度末時点で 75.2％の整備が完了しております。また、達成率の低い重点整備地区の３

地区につきましては、百道浜地区、地行浜地区及び香椎地区となっており、地元調整に時間を要

していることや香椎駅周辺土地区画整理事業が施行中であることなどが要因となっております。

以上でございます。 

 

◯保健福祉局長（野見山 勤）  

バリアフリーに関するスパイラルアップの取り組みについてでございます。 

 平成 25 年４月のバリアフリー基本計画策定に当たりまして、高齢者、障がい者などの利用当事
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者を初め、学識経験者、施設の設置管理者などで構成するバリアフリー推進協議会を設置し、利

用者のさまざまな視点を踏まえ、この計画は策定したところでございます。この協議会におきまし

ては、策定後も利用者の意見を取り入れ、行政や施設管理者が道路や公共交通機関などの課題

の共有を行い、継続的に改善に努めているところでございます。 

 また、平成 27年度におきましては、既存小規模店舗などでも効果的なバリアフリーを実施できる

よう簡易スロープや手すりなどの設置、写真を活用したメニューづくりなど大規模な改修を行わな

くてもさまざまな工夫で効果的にバリアフリー化が可能となる事例を紹介した手引き、「みんなにや

さしいお店づくり」を作成、配布したところでございます。以上でございます。 

 

◯港湾局長（中島淳一郎） 

 アイランドシティのまちづくりに関する御質問にお答えいたします。 

 まず、アイランドシティの人口の推移、人口構成とその特色についてですが、アイランドシティは

平成 17 年９月にまちびらきを行い、居住人口は平成 18 年３月末が約 400 人、それ以降、毎年増

加し、５年後の平成 23年３月末が約 4,100人、平成 28年１月末現在が約 7,100人となっておりま

す。人口構成につきましては、子育て世帯の占める割合が多くなっており、35 から 50 歳未満が全

市約 23％に対しアイランドシティ約 36％、15 歳未満が全市約 14％に対しアイランドシティ約 33％

となっております。 

 次に、アイランドシティ内の郵便ポストについてでございますが、３カ所で、こども病院とベジフル

スタジアムの敷地内、コンビニエンスストア店内に設置されており、いずれも 24 時間利用可能とな

っております。また、ＡＴＭについてでございますが、７カ所、10 台で、こども病院、ベジフルスタジ

アム、コンビニエンスストアの施設内及び屋外ＡＴＭとして設置されており、利用環境につきまして

は、９時から 19 時まで利用可能なものから 24 時間利用可能なものなど、施設ごとにそれぞれ設

定されております。以上でございます。 

 

◯教育長（酒井龍彦） 

 照葉小学校の御質問について教育委員会からお答えをいたします。 

 照葉小学校につきましては、住宅開発の進捗により児童数が増加しており、平成 28 年度に 31

学級以上の過大規模校となり、その後も過大規模の状態が継続すると見込んでおります。過大規

模化によるさまざまな課題を解消し、児童の教育環境を整えるためには小学校の分離新設が必

要であるため、照葉小中学校の北側に学校用地を取得し、新たな小学校を設置することとしてお

ります。以上でございます。 

 

◯市民局長（井上るみ） 

 アイランドシティのまちづくりについてのお尋ねですが、照葉校区における自治協議会の構成団

体の設立状況についてお答えいたします。 

 通常、自治協議会は校区内の自治会、町内会のほか、交通安全推進委員会や体育振興会など、

８つの各種団体等で構成されているところでございます。照葉校区では８つの各種団体のうち、体

育振興会、青少年育成連合会、ごみ減量・リサイクル推進協議会、自主防災組織の４つの団体が
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設立され、自治協議会の構成団体となっております。以上でございます。 

 

◯経済観光文化局長（重光知明） 

 技能職の振興に関する御質問にお答えをいたします。 

 まず、福岡市における技能職人口の推移についてでございますが、技能職の範囲を示す明確な

定義がなく、また、技能職にはさまざまなものがあるとされておりますことから、技能職人口を統計

から把握することは困難でございます。このため、ここでは本市の伝統産業である博多織及び博

多人形の従業者数でお答えをさせていただきます。 

 博多織工業組合及び博多人形商工業協同組合の調査によりますと、博多織の従業者数はピー

ク時である昭和 50 年に 3,732 人であったのに対し平成 26 年度は 368 人となっており、博多人形

の従業者数はピーク時である昭和 54年に 2,124人であったのに対し平成 26年度は 200人となっ

ており、いずれも大きく減少してきたところでございます。 

 次に、博多マイスターにつきましては、ものづくりに関しすぐれた技能を保持し、市民に対する伝

承活動に積極的な技能職者を認定しているもので、その対象職種につきましては、厚生労働省が

卓越した技能者であると表彰しております現代の名工の職種と同一としており幅広く対象としてい

るところでございます。 

 次に、技能職の振興として取り組んでおります事業の実施状況でございますが、まず、技能職の

表彰制度につきましては、長年同一の技能職に従事し、技能の研さんや後進の指導、育成などに

努め、市民生活の向上に功績のあった技能者を毎年表彰しているもので、すぐれた技能を有し他

の技能者と模範と認められる者を表彰します技能功労者と、すぐれた技能を有する中堅技能者を

表彰する技能優秀者があり、平成 27 年度は技能功労者として 11 名、技能優秀者として３名を表

彰いたしております。 

 次に、博多マイスターの実施状況でございますが、平成 27 年度は新たに４名のマイスターを認

定いたしております。 

 次に、ものづくり体験講座につきましては、小学生を対象に、ものづくりの大切やとうとさを理解し

てもらい将来の職業選択、進路選択に生かすことを目的として、小学校において技能職者による

講話や実演のほか、ものづくり体験などを実施していただいているものでございます。毎年７校で

開催しておりますが、平成 27 年度は大雪の影響により１校で中止となり、６校の開催となっており

ます。 

 次に、技能フェスティバルにつきましては、福岡市技能職団体連合会が福岡県の技能職団体や

福岡県職業能力開発協会と共同で実施するおしごとフェスタの一環として開催しているもので、小

学生を対象とした博多人形の絵つけやミニ畳の製作など、さまざまなものづくり体験事業を実施し

ております。平成 27 年度は 10 月２日から４日までの３日間、福岡国際会議場で開催され、おしご

とフェスタ全体で保護者を含めて約 4,000 名の来場があり、その一環として開催しております技能

フェスティバルのものづくり体験事業には延べ約 2,000名の小学生の参加があっております。 

 次に、博多マイスターの認定基準につきましては、１、福岡市内に１年以上居住または就労して

いること、２、卓越した技能を有すること、３、後継者育成に意欲を有し、技能伝承の能力にすぐれ

ていること、４、博多マイスターとして活動するのにふさわしい人格を備えていること、５、博多マイ
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スター活動として技能を公開できること、６、現役の技能職者として活躍し、博多マイスターとして

一定年数以上の活動が見込まれることという、６つの基準全てを満たしている方を対象としており、

これまでの認定数につきましては、累計で 26職種、35名となっております。 

 また、博多マイスターの活動状況でございますが、これまでに博多人形師育成塾での講師、企

業での技術指導、中学校や高校での講演や実演などの技能の伝承や後継者の育成に取り組ま

れております。直近３年間の実績といたしましては、博多マイスター事業として小中学校での社会

人講話や公民館での講話、体験などで活動いただいた回数でございますが、平成 25 年度６回、

平成 26年度５回、平成 27年度８回となっております。 

 次に、技能の振興に係る予算総額の推移につきましては、先ほどお答えいたしました主な事業

のほか、博多織など伝統産業の振興に係る経費を含めまして、平成 26 年度が 5,600 万円余、平

成 27年度が 5,400万円余、平成 28年度が 5,100万円余となっております。以上でございます。 

 

◯23番（尾花康広） ２回目の質問に入ります。 

 まず、ユニバーサルデザインの理念によるまちづくりについてです。 

 横断歩道と歩道の接合点の段差は、福岡市は国土交通省の基準に倣い２センチですが、千葉

市は１センチです。なぜこのような違いが出てくるのか疑問に思い、平成 27 年度末でバリアフリー

事業の進捗率 83％を達成する見込みである千葉市の先進的な取り組みを視察調査いたしました。 

 千葉市では、歩道の段差を解消し、歩道の路面の平たん性を担保、視覚障がい者誘導ブロック

を黄色で統一し、連続的に設置するとともに、ＰＲシートを設置、必要に応じてエスコートゾーン、視

覚障がい者用横断帯を設置、駅前広場に身体障がい者乗降場を整備、特定旅客施設の自由通

路にエレベーターを設置、駅前広場の歩行経路にシェルターを設置、案内標識の設置、舗装は透

水性、電柱類を地中化、バス停に上屋、ベンチを整備、立体横断施設にエレベーターを設置など

精力的に取り組んでおられました。 

 特に段差の解消については、車椅子利用者にとっては限りなく段差がゼロのほうが好ましく、一

方で視覚障がい者にとってはある程度の段差が必要、この相反する状況をどの基準が適当であ

るのか、身体障がい者団体と視覚障がい者団体と行政が粘り強く話し合い、地域の方や障がいを

お持ちの方にバリアフリー化された経路を実際に歩いていただく、まち歩き点検を行い、意見を取

り入れ、いわゆる利用者目線でスパイラルアップを行った結果、１センチの千葉市方式が誕生した

とのことでした。 

 今回の質問で福岡市身体障害者福祉協会からもお話を伺いました。福岡市は話し合いの結果、

現時点では国に準拠して２センチで落ちついているとのことでしたが、段差に限らず、バリアフリー

法に基づく利用者目線のスパイラルアップを進めていただくことは非常にありがたいとの御意見で

した。 

 千早駅は１日の乗降客が 5,000 名を超える特定旅客施設です。近くには千早病院などの医療機

関もあり、生活関連施設が集積しています。 

 そこで提案ですが、スパイラルアップの一環として、６月４日のなみきスクエアのオープンまでに

千早地区を福岡市バリアフリー基本計画の重点整備地区に指定するとともに、課題となっている

駅前ロータリーのバリアフリーについて車椅子利用者、視覚障がい者などの利用者目線で誘導動
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線の整備等をしっかり進めるべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 バリアフリー化達成率が下から３番目、土地区画整理事業等によりバリアフリー化の取り組みが

おくれている既存の重点整備地区である香椎地区についても、ぜひ触れておきたいと思います。 

 奈多の雁の巣踏切に非常ボタンを設置していただいたお礼にＪＲ香椎駅をお訪ねしたところ、ＪＲ

香椎駅周辺の航空写真をお見せいただきました。（パネル表示）こういった写真ですね。これよりも

っと少し生々しいものでございましたが、再整備が進む香椎駅前、香椎駅ですね、こちらが区画整

理があってきちんと整備されていて、こちらが手つかずのままの香椎駅東側、いわゆる再整備が

進む香椎駅前と線路を挟んで手つかずのままの香椎駅東側のコントラストがよくわかる衝撃的な

写真でありました。 

 この写真を見てどう思われます。このままでよいと思われますか。ＪＲ香椎駅は周辺の近隣の

方々とコミュニケーションをとても大事にされており、地域住民の方からたくさんの声をお寄せいた

だいているとのことでした。重点整備地域である香椎地区の香椎駅東側については、狭隘道路が

多く、つい最近も家が全焼する火事が発生しましたが、消防車が近づくことが困難であったという

ような地域となっています。 

 その地域から香椎駅に向かう経路となっている香椎跨線人道橋については、長年の住民の要

望があるにもかかわらず、現時点でもエレベーターが設置されておりません。この人道橋は誰が

見ても、通勤、通学、買い物に頻繁に利用されている数少ないとても大切な生活経路であり、エレ

ベーターの設置はスピード感を持って解決していただきたいと思います。 

 また、香椎一丁目１番地の香椎川にかかるＪＲ鹿児島本線及びＪＲ香椎線にある香椎川橋梁の

下を通る道は、車１台すれすれでやっと通れるような極端に狭い幅員のため、車の通行時には歩

行者の通行がままならず、私が現地を調査していた際、たまたまマスコミ報道を見られた大野前

副市長が現地視察されているのにばったり出くわしましたが、これは驚いた、この狭さは尋常では

ない、何とかしなければならないと、思いを共有していただきました。この道路についてはその後ど

うなっているのでしょうか。 

 市民の声を代弁すると、我慢にも限界があると言わざるを得ません。これらの地域課題の解決

にどう取り組まれるのか、スケジュールを含め明確な答弁をお聞かせください。 

 次に、アイランドシティのまちづくりについてです。 

 アイランドシティは、10 周年を経て港湾局主導のまちづくりが現在も続いております。道路や公

園などの街区も美しく整備され、港湾局初め、関係局の頑張りは大変評価しておりますが、その一

方で 10 年が経過し、まだまだこれからのまちなので、では済まされない、そこで現実に生活してい

る方々にとって厄介な問題も生じているようであります。 

 今回の質問で、アイランドシティ・アーバンデザインセンター、照葉公民館、東区役所、自治協議

会、市民ボランティアの方など多くの方々から貴重な御意見をお伺いいたしました。その結果、さ

まざまな地域課題が見えてきましたので、その改善の一助になればと思い質問を続けます。 

 真っすぐに延びる広い道が整備されているがゆえに格好の場所となってしまい、ドリフト族と呼ぶ

のでしょうか、海を挟んで対岸の和白に住む私の家にも聞こえてくる暴走族の爆音、工事資材の

盗難など、照葉校区にお住まいの方から警察交番の設置を望む声が日に日に高まっております。 

 平成 21年７月に開館した 150坪館の照葉公民館は、既に各種サークルで満室、フル稼働状態、
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サークルに入れない子どもがロビーにあふれ、他の校区では当たり前に開催されている定期的な

子育て交流サロンなども開催が難しい状況になっております。 

 小中連携教育のモデル校である照葉小中学校に子どもを通わせたいと思ってアイランドシティに

引っ越してきたのに、過大規模校となり、大きな通りを挟んだ通路一つでつながっただけの新設の

小学校に通わなければならない。そこで、小中連携教育の目的、効果、すなわち児童生徒が多様

な教職員、児童生徒とかかわる機会をふやすことで小学生の中学校進学に対する不安感を軽減

すること、いわゆる中１ギャップの解消ですね、中学生が小学生との触れ合いを通じ、上級生であ

ることの自覚が高まり、生徒の暴力行為や不登校、いじめの解消につなげていくこと等が本当に

担保されるのか、保護者の方の不安も大きいようであります。 

 今後もタワー型マンションが４棟建つ予定で、１棟当たり 200 世帯以上の方がお住まいになる見

込みとのこと、急増する子どもたち、ファミリー世帯が多く高齢者が少ないという照葉校区特有の

人口構成の対応に、どうもまちづくりが追いついていないようであります。 

 これらの課題の現状認識とその改善にどう取り組んでいかれるのか、御所見をお伺いいたしま

す。 

 アイランドシティは、これまでハード整備が中心であったことなどから、どちらかというと港湾局の

主導でまちづくりが進められており、どうも予算と行政役割が一致していないことが原因の一つの

ようでもあります。 

 そこで提案ですが、これからのまちづくりに向け、今後は他の部局と適切な役割分担を行い、港

湾局の肩の荷を軽くする必要があります。校区の最大の特徴であるファミリー世帯が多い人口構

成に基づいた住民意見を取り入れたハード、ソフト両面のまちづくりの充実を図るには、例えば、

公園や公共施設のリニューアルや新規整備を行う際に急増する子どもたちの受け皿としての機能

をつけ加えるなど、アイランドシティ中央公園を含めた公園行政を管轄している住宅都市局、防犯

防災や今後建設が予定されている福岡市総合体育館を管轄している市民局、そしてベジフルスタ

ジアムを持つ農林水産局なども加わり、全庁的にこれらの課題解決に向けて真正面から取り組む

必要があると思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 これまで議会においても、アイランドシティに鉄軌道を通すという約束が果たされていないとの指

摘がたびたび上がっておりますが、福岡市立こども病院、温浴施設、ベジフルスタジアム、産直マ

ーケット、アイランドシティはばたき公園、福岡市総合体育館など、今後のアイランドシティの公共

施設等の充実に伴い多方面から来る、多方面へ向かう公共交通のアクセス強化対策に取り組む

ことは大変重要なことであります。 

 特に現時点でも奈多、和白方面へのバスの往復ダイヤはとても十分とは言えない状態でありま

す。当面の主要交通手段であるバス交通の現状と、その利便性向上にどう取り組まれるのか、お

答えください。 

 先日、アイランドシティリレーマラソンが当初のコースを変更し開催されたと伺いました。理由は、

アイランドシティ外周緑地を含む１周約 3.0キロの御島水域周回ルート、これパネルを持ってまいり

ましたので、一応ごらんいただきたいです。（パネル表示）ここがアイランドシティですけど、こう１周、

周回ルートで３キロあるんですけれども、この周回ルートはウオーキングやジョギングなど多くの

市民が訪れ、健康づくりに取り組む憩いの場になっておりますが、コースとなる本来のコース、当
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初こうだったんですが、ここの片男佐橋の歩道が狭いため、安全上の観点からコースを周遊する

許可が警察からおりなかったそうであります。 

 ここはあいたか橋ですね。このあいたか橋は都市景観賞初の市民賞を受賞し、周回ルートの愛

称も御島グリーンベイウォークと決定したと聞いております。せっかくそうしたすばらしい周回ルー

トが整備されていながら一部のふぐあいのため、コースを走れなかったというのは、とても残念な

話であります。 

 御島グリーンベイウォークの片男佐橋の歩道拡幅改良など、地域のニーズに基づいた結節改善

に速やかに取り組んでいただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 次に、技能職の振興についてです。 

 博多織、博多人形ともに従業者数はピーク時に比べ 10分の１に激減し、大変危機的な状況にあ

ります。こういった状況は多少のでこぼこはありますが、福岡市の技能職全般に当てはまるものと

思われます。 

 東区の城浜小学校のものづくり教室を見学し、運営側の御厚意で小学生にまじり博多マイスタ

ーの御指導のもと、判こづくりに挑戦させていただきました。仕上げの段階でできの悪い私の判こ

がマイスターの手にかかると瞬く間にそれなりの判こに仕上がったときには、さすが名人と感嘆の

声を上げてしまいました。子どもたちもたくみのわざの手ほどきを受け、人生初の手づくり判この完

成に満面の笑顔でとてもうれしそうでありました。 

 こうしたものづくりのすばらしさを実体験できる取り組みはとても有意義であり、今後も拡充してい

くべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 また、技能フェスティバルは、市、県の技能職団体と職業能力開発協会の三者が総力を挙げて、

おしごとフェスタｉｎ福岡 2015 と題して福岡国際会議場で開催され、会期の３日間で小学生以下の

子どもが約 2,000名、保護者も合わせると約 4,000名の来場者があり、イメージ的には広い会場を

フルに生かし、子どもたちがものづくりにチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことがで

きる、子どもが主役のまち、キッザニアのような状態で大盛況であったと伺っております。 

 作品の一部を紹介させていただきます。（作品表示）これは和の文化というか日本の文化の象徴、

シンボルのような小さなサイズの畳、こういったものをつくったり、またこれは、最近、御家庭では

見ることが少なくなりましたが、障子、こういった小さいサイズの障子をつくったり、また、これは木

製の板にきれいなタイルを張りつけた手づくりコースター、コップを置いたり、とてもきれいな立派な

ものができ上がります。それと、これはぴかぴか土だんごといって、普通の土にふるいをかけて小

石とか取り除いた後に丸めていって、最後によく左官さんが使われる珪砂というものをまぜてきれ

いに磨くと、こういうふうな光った玉ができるんです。ぴかぴか土だんごといいます。だから、子ども

たちもさることながら保護者である大人の方たちのほうが夢中であったというふうに伺っております。

こういったものがつくられているということで紹介させていただきました。 

 こうしたたくみの力を結集した有益な取り組みもぜひ継続し、拡充していただきたいと思いますが、

御所見をお伺いいたします。 

 先ほど博多マイスターの認定の基準を御答弁いただきました。こうした６つの基準を満たすすば

らしい方々が博多マイスターです。特に基準の５番目の技能伝承活動として技能を公開できる方、

６番目の現役の技能者として活躍し、技能伝承活動を一定年数以上できる見込みがある方という
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項目を見ると、表彰して、しゃれたパンフレットをつくって紹介して、はい、終わりでお茶を濁す、そ

れで本当にいいのか、もっと博多マイスターの活躍の場をつくり出すべきではないか、もったいな

いと思えてなりません。 

 そこで提案ですが、博多マイスターなどの技能職の方々の力をかりてユニークベニューとして技

能観光の充実を図ってはいかがでしょうか、衣食住に関連する技能職の総合力による福岡市にお

けるクールジャパンの創出、何かわくわくしてきませんか、ことしの６月のライオンズ国際大会まで

に技能観光の道筋をつくり、その後のラグビー国際大会、世界水泳大会などに万全を期してはい

かがでしょうか。 

 そんなに難しく考える必要もありません。まずは取っかかりとして、例えば、国内外からの観光客

が着物を羽織って写真撮影、抹茶やお菓子を楽しむことなどから始め、さまざまなものづくりの実

演、実体験を提供してはいかがでしょうか。 

 技能観光の場所としては最近の状況を実際に見てまいりましたが、「博多町家」ふるさと館、は

かた伝統工芸館、そして、ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の放映終了後、客足が遠のきつつある

三の丸スクエアなどのバージョンアップを図る形で取り組まれてはいかがでしょうか、それぞれの

御所見をお伺いいたします。 

 また、技能職のモチベーションのアップ策として、技能職の方は黙々と技術を磨くことは得意でい

らっしゃいますが、情報発信はどちからというと不得手、苦手だと伺っております。 

 動画で技能、たくみのわざを国内外に発信するなど、情報発信の強化に取り組まれてはいかが

でしょうか。 

 将来的には、セントラルパーク構想、福岡城跡整備基本計画を推進する上で、福岡市、県の技

能職の参画を位置づけ、地元技能職の方々の手による福岡城のやぐらなどの復元整備に取り組

まれてはいかがでしょう、大変夢のある話と思われませんか、御所見をお伺いいたします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

◯保健福祉局長（野見山 勤） 

 まず、バリアフリー基本計画における重点整備地区の指定についてでございます。 

 この設定要件につきましては、１日当たりの利用者数が 5,000 人以上の駅、官公庁、福祉施設、

病院、商業施設などの生活関連施設がおおむね直径１キロメートルの徒歩圏内に３つ以上集積し

ている地区であるとしております。現計画においては 19 カ所を設定してございます。 

 千早地区につきましては、現行計画において重点整備地区に指定されておりませんが、既存の

千早駅、千早病院に加え、今回、なみきスクエアがオープンすることを踏まえますと、次のバリアフ

リー基本計画改定の際には、その時点の生活関連施設の設定要件などを勘案しながら重点整備

地区の設定を検討してまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

◯道路下水道局長（清森俊彦） 

 ユニバーサルデザインの理念によるまちづくりについてお答えします。 

 まず、千早駅前ロータリーのバリアフリーについてでございますが、千早駅前ロータリーは新駅

整備に合わせバリアフリーに配慮して整備されておりますが、今後、車椅子利用者や視覚障がい
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者などの視点に立った利便性のさらなる向上に向け関係者と協議を進めながら取り組んでまいり

ます。 

 次に、香椎跨線人道橋のエレベーターにつきましては、平成 29 年度に香椎駅東側、平成 30 年

度に香椎駅西側での設置を目指し関係者と協議を進めてまいります。 

 また、ＪＲ鹿児島本線とＪＲ香椎線にある香椎川橋梁の下を通る道路につきましては、市民生活

に利用されており道路幅員が狭いことから、車両と歩行者の安全確保を図るため、運転者へ注意

喚起を促す看板や減速マークを設置しておりますが、いまだ危険性があると認識しております。し

かしながら、道路拡幅に当たっては新たな用地の取得が必要となる上、さらにはＪＲ鹿児島本線と

ＪＲ香椎線の香椎川橋梁の桁下空間を確保するための改良が必要であり、現況の線路高の変更

により、近隣の踏切や香椎駅までの広範囲にわたり影響が及ぶなど抜本的な対策には多大な課

題があると考えております。 

 一方、当該地区近傍において広域的な交通ネットワークを形成するため、平成 29年度の開通を

目指し、国道３号博多バイパスの整備が進められており、また現在、福岡市におきましても香椎参

道から博多バイパスへ接続する道路について検討を行っているところでございます。これらの取り

組みによる交通状況も見きわめながら対策の検討を行ってまいります。以上でございます。 

 

◯港湾局長（中島淳一郎） 

 アイランドシティのまちづくりに関する御質問にお答えいたします。 

 まず、照葉校区の交番設置についてでございますが、アイランドシティでは本市のモデルとなる

タウンセキュリティーなど防犯活動の取り組みが積極的に行われていることなどから、地区内の犯

罪や交通事故の発生状況等については、周辺地区と比較しても極めて低い水準で推移している

と福岡県警察から伺っております。 

 また、２カ所の民間施設の警察官立寄所に加え、２月に開場しましたベジフルスタジアム内にも

警察官詰所が設置、運用されるとともに、県警察による巡回パトロールも行われているところでご

ざいます。 

 交番の早期設置につきましては、これまでも県警察に要望してきたところでございますが、夜間

の暴走行為などへの対応や、今後、住宅や商業、業務施設などのさらなる進展に伴い、居住人口、

就業人口や交通などの増加が見込まれることから関係局と連携し、引き続き要望してまいります。 

 次に、アイランドシティのまちづくりの取り組みについてですが、これまでも各局と連携しながら基

盤整備や公共施設整備などのまちづくりを進めてきたところでありますが、人口が増加し、まちづく

りが進展する中で新たな課題の解決やまちづくりのさらなる充実を図っていく必要があると考えて

おります。今後とも、各局との連携をさらに強化し、子育て世代が多い校区の特色を生かし、住民

の皆様とともに活気あるまちづくりに取り組んでまいります。 

 次に、アイランドシティのバス交通についてですが、現在、平日で往復となりますが、天神方面が

124本、博多駅方面が 45本、千早駅方面が 59本、合計 228本が運行されており、そのうち 47本

はアイランドシティを経由し、奈多、和白方面へ運行されております。 

 バス交通の強化に向けた取り組みについてですが、アイランドシティ整備事業の進捗に伴う居住

者や就業者の増加に対応するため、バス事業者と協議等を行ってきたところであり、こども病院開
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院時やベジフルスタジアム開場時に合わせて適時バス増便等が行われるなど、交通利便性は向

上してきているところでございます。今後もアイランドシティ整備の進捗やバス利用状況、ニーズ等

を踏まえながらバス事業者等の関係者と協議を行いながら、さらなる交通利便性向上に取り組ん

でまいります。 

 最後に、御島グリーンベイウォークについてですが、平成 25年３月のあいたか橋開通により約３

キロメートルの周回ルートが誕生し、現在多くの市民に親しまれております。また、利便性向上の

取り組みとしまして、平成 27 年度は駐車場の整備や案内サインの設置、片男佐橋の局部的な改

良を行っております。しかしながら、リレーマラソンなど周回ルートを利用した多くの人が集まるス

ポーツイベントなどの開催のためには、片男佐橋の歩道幅員が十分でないことなど利用上の課題

がございます。今後、関係局と連携し対応方策の検討を進めてまいります。以上でございます。 

 

◯市民局長（井上るみ） 

 アイランドシティのまちづくりについてのお尋ねでございますが、照葉公民館についてお答えいた

します。 

 照葉校区につきましては、住民の３人に１人が 15 歳未満で子どもの割合が高い校区であります。

また、平成 27 年５月に自治協議会が設立され地域のまちづくりが進められており、公民館利用に

つきましても、活発で多くの方に利用されていると認識いたしております。今後とも、子育てや子ど

もに関する活動を初め、さまざまな地域活動に対し、住民の皆様に身近な公民館や区役所が中

心となって支援に努めてまいります。以上でございます。 

 

◯教育長（酒井龍彦） 

 新設小学校の小中連携教育について教育委員会からお答えいたします。 

 新設小学校につきましては、照葉小学校と同じ教育目標、教育内容による学力向上や生徒指導

の取り組みを行ってまいります。また、これまでの照葉小中学校の教員や児童生徒の交流による

取り組みを踏まえ、新設小学校においても同様の目的、効果が得られるよう小中連携教育の充実

を図ってまいります。以上でございます。 

 

◯経済観光文化局長（重光知明）  

技能職の振興に関する御質問にお答えをいたします。 

 まず、小学生のものづくり体験講座の拡充につきましては、学校や保護者からの評価も高い事

業でございますが、例年多くの技能者の方々の御協力を得て実施をしておりますことから、今後と

も、教育委員会や関係団体とも協議を行いながら事業の充実に努めてまいります。 

 また、技能フェスティバルの拡充につきましても、毎年、福岡市技能職団体連合会が他団体と共

同して実施している事業の一環として実施しておりますことから、これらの団体とも協議を行いな

がら事業の充実について検討してまいります。 

 次に、技能職の力をかりたユニークベニューとしての技能観光についてでございますが、本市で

は平成 28 年度にインバウンド観光客受入環境向上事業の一環としまして、外国人観光客が伝統

産業を初めとする日本らしさを感じるものづくりを体験できる機会をふやしていくこととしており、そ
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の認知度の向上や販売の拡大につなげてまいりたいと考えております。体験の実施場所につきま

しては、現在検討を進めておりますが、既に実演等を行っております「博多町家」ふるさと館の活

用のほか、御提案のありました施設や実際のものづくりの製作現場である工房を含めまして関係

団体とも協議を行いながら幅広く検討してまいりたいと考えております。 

 次に、技能の情報発信についてでございますが、技能職者やそのすぐれた技能に関する情報を

発信し、たくみのわざのすばらしさを広く知っていただくことは製品等の販売の拡大につながるとと

もに、後継者の発掘にもつながるものであり、非常に重要であると考えております。このため、博

多織、博多人形などの伝統産業につきましては、例年、東京で新作展を開催しておりますほか、

釜山広域市での展示会への出展支援を行うなど海外に向けた情報発信の支援にも努めていると

ころでございます。議員御提案の動画による情報発信につきましても、効果的な手法の一つであ

ると考えられますことから関係団体と連携し検討してまいります。 

 次に、福岡城復元整備における地元技能職の参加についてでございますが、これまでも福岡城

内の歴史的建造物の保存修理や復元整備に当たりましては、文化財修復、復元の経験が豊かな

企業に行っていただいており、工事に際しましては、建築、左官など伝統的技法に習熟した地元

の技能職の方々が従事しておられます。福岡市においては、公共工事における地場企業の活用

促進に取り組んでいるところであり、福岡城整備に当たりましても、この趣旨を踏まえ可能な限り

地元の技能職の方々に御参加いただけるよう努めてまいります。以上でございます。 

 

◯23番（尾花康広） ３回目の質問に入ります。 

 ユニバーサルデザインの理念によるまちづくりを進めるためには、これまで述べてきました福岡

市バリアフリー基本計画の重点整備地区などの生活経路のバリアフリー化は、その基本中の基

本であります。市民の心に寄り添う感度を高め、高齢者や障がい者などの利用者目線のスパイラ

ルアップの推進にこれまで以上に取り組んでいただきたいと思います。 

 また、アイランドシティは福岡市の宝です。居住者、来街者の両方向の視点でバランスのとれた

まちづくりを進めることが 10周年の佳節を迎え、これからはとても大切なことのように思われます。 

 福岡市はよく商業のまちと言われますが、第３次産業だけではなく、数こそ多くないかもしれませ

んが、そこで懸命に働き暮らしておられる第１次産業である農林水産業従事者、そして、第２次産

業である工業従事者、特にこれまでるる述べてきました技能職の方々にもスポットを当てたバラン

スのとれたまちづくりが必要不可欠だと思います。 

 福岡市が目指す、まちの魅力を磨き、さまざまな人を引きつけるまちづくりにおいて、観光資源と

なる魅力の再発見と磨き上げや来街者に優しいおもてなしの環境づくりを進めるためには、技能

職の振興を図り、博多マイスターなどの活躍の場を創出することは、きっとそのまちづくりの方向

性に合致するものと確信いたします。 

 最後に、ユニバーサルデザインの理念によるまちづくり、アイランドシティのまちづくり、技能職の

振興に対する高島市長の御所見と御決意を伺いし、私の質問を終わります。 

 

◯市長（高島宗一郎） 

 ユニバーサルデザインの理念によるまちづくりについてでございますけれども、来るべき超高齢
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社会、そして、アジアのリーダー都市に向けて一層の国際化を目指す福岡市にとって極めて重要

であるというふうに認識をしております。引き続き関係事業者と連携をしながら道路や、また公共

施設のバリアフリー化を着実に進めますとともに、特に天神地区、博多駅地区、そして、尾花議員

御指摘の千早地区など新たなまちづくりにおきましてユニバーサルデザインの理念をしっかり踏ま

えたまちづくりを推進してまいります。 

 また、アイランドシティは、まちびらきから 10年が経過をいたしまして、大変質の高い住環境が形

成されますとともに、7,000 人の市民の皆様が生活をされております。また、こども病院など健康、

医療、福祉関連産業の集積が進みまして、平成 28年３月には産直マーケットを中心とする利便施

設、また、平成 30年の 12月には総合体育館が開館予定など、まちづくりは着実に進んでいます。

今後とも、アイランドシティがそこに住む子どもたちの誇れるふるさとになりますように安全、安心

で魅力あるまちづくりにしっかり取り組みますとともに、将来にわたって市民の大切な財産として多

様な都市機能と良質な住環境が共存する洗練されたアジアのモデルとなるような、そんなまちづく

りを進めていきたいというふうに考えております。 

 次に、技能職の振興についてでございますけれども、衣食住など私たちの生活に関連したもの

づくりにかかわる技能、これを振興していくということは、その産業の振興にとどまらず市民生活を

豊かにしていく上でも大変重要であるというふうに考えております。 

 すぐれた技能職者の表彰によって、後進の方々の励みとして博多マイスターを認定して技能の

伝承活動などを積極的に支援していきますとともに、卓越した技能を持つ職人たちによりますもの

づくり体験講座などを通しまして、ものづくりのすばらしさが広く次の世代へと引き継がれていくよう

に支援をしているところでございます。 

 また、尾花議員御指摘のとおり、我が国特有の技能などを観光資源の一つとして磨き上げていく

ということは、これは販路の拡大の上でも大変重要でございますし、国内外の観光客を対象に博

多織や博多人形を初めとする福岡市ならではのものづくり体験ができる機会の充実にも努めてま

いります。 

 今後とも、すぐれた技能を持つ技能職者の活動を支援しますとともに、これまでにない製品や技

術など、新たな価値の創造に向けてチャレンジしていく皆様方をしっかりと応援をしていきたいと考

えております。以上です。 


