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平成 26年第１回定例会（2014.03.06） 

 

◯17番（尾花康広）登壇 

 皆様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問を補足し、ユニバーサ

ル都市・福岡の推進に関連して、公共交通機関等のバリアフリーの促進について、コミュニ

ティバス等の導入について、バス停上屋やベンチの設置について、障害者優先調達推進法へ

の対応についての４点について質問をいたします。当局の前向きな答弁に期待するものであ

ります。 

 まず、公共交通機関等のバリアフリーの促進についてですが、ユニバーサル都市・福岡と

宣言するからには、市民、来街者ともに利用する公共交通機関の旅客施設等のバリアフリー

化がきちんと担保されていることがとりわけ重要であります。このテーマについては、平成

19年第５回定例会において、ＪＲ和白駅の例を挙げ、高齢者、障がい者等の利用者が 58段

の跨線橋を上りおりしなければホームや改札口に出られない構造になっており、地域住民の

多くの方から改修要望が寄せられ、その中には、和白駅でおりられないので、わざわざ次の

駅でおり、何キロもベビーカーを押して帰宅している小さな子を持つ母親からの切実な訴え

もあった旨をお話しし、市民感覚と行政感覚のずれ、主要交通結節点のみをバリアフリー化

しても、出発駅や到着駅がバリアフリーになっていなければ、高齢者や障がい者などには公

共交通機関等はとても利用しにくいものになっていると指摘し、当時、見直しが予定されて

いた福岡市バリアフリー基本計画にその方向性を盛り込むべきと提言しておりました。 

 そこでお尋ねいたしますが、平成 25年４月に高島市長のもと、新たな福岡市バリアフリ

ー基本計画を策定されたようですが、どのような見直しを行ったのか、お答えください。 

 また、本市にはＪＲと西鉄を合わせて 39 カ所の鉄道駅があり、福岡市バリアフリー基本

計画の基準に照らし、バリアフリー化未整備の施設がどのくらいあるのか、段差解消、転落

防止、誘導ブロックの整備、障がい者トイレの整備などの項目別、１日当たりの平均的な利

用者数 3,000人以上、3,000人未満別にお示しください。 

 次に、コミュニティバス等の導入についてですが、買い物弱者対策など生活交通の確保が

困難な地域においては、コミュニティバス等の導入の取り組みを加速化させる支援が必要で

あります。平成 19年第５回定例会において、コミュニティバス等の全国の成功例として注

目を浴びていた茨城県土浦市のキララちゃんバス、商店街の活性化と高齢者見守りの相乗効

果と、千葉県野田市のまめバス、公共交通機関の不便地域の改善、福祉や産業振興への寄与

の視察調査結果を踏まえ、福岡市へのコミュニティバス導入を提言してから早いもので６年

が経過いたしました。 

 そこでお尋ねいたしますが、本市には公共交通空白地、不便地、不便地に準ずる地域を抱

える校区はどのようなところがあるのか、お示しください。 

 それらの地域への公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例、

いわゆる生活交通条例に基づくコミュニティバスの導入の支援策についてどのように周知、
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働きかけを行ってきたのか、お答えください。 

 交通対策特別委員会でも意見が出されておりますが、コミュニティバスの導入を加速化さ

せるためには早期に成功事例を確立することが大切です。 

 そこで提案ですが、行政が積極的にかかわり、各区１つ以上のコミュニティバス等の導入

の社会実験を行ってみてはいかがでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

 次に、バス停上屋やベンチの設置についてですが、平成 23年第４回定例会において、上

屋やベンチの設置は広告効果のある天神などの都心部に極端に集中しており、ユニバーサル

都市・福岡を掲げる本市のまちづくりにおいて、バス停留所の上屋やベンチの設置が単に広

告効果という商業ベースのみで左右されてしまってよいのか、ここにこそユニバーサル、福

祉の観点を入れて進めるべきではないか。高齢者や障がい者、小さな子ども連れの方はもち

ろん、健常者の方でも体調の悪い日もあり、ましてや、最近の異常気象、猛暑日やゲリラ豪

雨など、バス停留所には上屋やベンチの設置を望む市民の声は日に日に高まっています。 

 また、交通対策特別委員会においてもバス交通のあり方をテーマに、バス交通空白地域、

不便地域などの生活交通を今後どう確保するのか、コミュニティバスの導入等を検討してお

り、利用者の安全、安心な乗降を担保するバス停留所は、西鉄などのバス交通事業者のもの

だけではなく、地域コミュニティにとっても大切な財産であり、その果たす役割は今後ます

ます重要になってきます。 

 福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルでは、バス及びタクシーの乗降車場とし

て高齢者、障がい者等に配慮した構造として上屋やベンチの設置を想定しています。また、

バリアフリー法に基づく国土交通省の省令では、乗り合い自動車停留所には上屋やベンチを

設置しなければならないことになっています。それなのに、福岡市は財政状況や管理上の問

題から、上屋やベンチの設置はバス事業者頼みです。バス事業者による上屋やベンチの設置

は、昨今の経済状況等により全く整備が進んでいない、これでは行政の対応としてまことに

不十分ではないでしょうか。いろんな状況があるからつくれないという諦めの考え方から、

いろんな状況があるかもしれないが、市民のニーズが高いわけだから、あらゆる努力をして

つくろうという前向きな考え方へ私は発想の転換が必要、行政のしっかりとしたイニシアチ

ブが必要と申し上げ、設置基準の緩和、占用料の免除、キャンペーンの実施や寄附金の募集

などを提案させていただきました。 

 そこでお尋ねいたしますが、平成 25年度から４カ年を計画年次とする福岡市道路整備ア

クションプラン 2016 の中に、バス利用環境の改善をしっかりと盛り込んでいただいたよう

ですが、その進捗状況はどうなっているのか、平成 24年度と 25年度に新たに設置されたバ

ス停上屋とベンチの数、そして新年度はどのくらいの設置を行う予定なのか、お答えくださ

い。 

 そもそも福岡市には、上屋やベンチが設置可能なバス停がどのくらいあるのか、設置可能

箇所数、既に設置した箇所数、そして設置率をお示しください。 

 道路管理者としての福岡市による上屋及びベンチの設置基準を定めたようですが、その内

容とその基準に合致するバス停数を区ごとにお答えください。 

 道路占用許可基準の見直しを行い、自治会、町内会、商店街などの地域団体等においても
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バス停、ベンチの設置を認める基準の改定を行ったようですが、その改定内容をお示しくだ

さい。 

 その基準の改定後、自治会、町内会、商店街などの地域団体等が設置したベンチの数をお

答えください。 

 次に、障害者優先調達推進法への対応についてですが、平成 24年第４回定例会において、

少額案件に適用される地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号の規定に基づく随意契

約のうち、障がい者就労施設等への随意契約については、福祉目的の随意契約の周知を図る

とともに、調達予定情報での発注見通しの公表についても今後検討していく、全ての契約デ

ータの契約管理システムへの入力については、工事、委託、物品等に関する全ての契約デー

タを集約し、契約実績の全体像を把握することは重要であることから、契約管理システムを

活用して入力できるよう検討していくと当時の財政局長が答弁されております。 

 そこでお尋ねいたしますが、契約管理システムの障がい者優先調達に対応する改修状況に

ついてお答えください。 

 障がい者就労施設などへの計画的な発注、契約情報の公表の遵守の取り組み状況をお答え

ください。 

 福岡市役所庁舎１階フロアに開店したユニバーサルカフェは、障がい者就労施設等でつく

った商品を障がい者が民間企業のノウハウを学びながらみずから販売するなど、障がい者優

先調達を推進する点で有効な施設と思われますが、その事業効果をお答えください。 

 また、新年度、健康づくりポイント事業の拡充として、ウオーキング、検診受診、健康教

室、健康イベントなどに参加してポイントがたまった場合、全員に贈呈する商品に障がい者

就労施設の製品を使用する予定と伺いました。これは、障害者優先調達推進法の趣旨に沿っ

た大変結構な取り組みであり、ぜひ目標管理をしっかり行い、成功させていただきたいと思

っております。 

 そこでお尋ねいたしますが、障害者優先調達推進法に基づいて、福岡市で設定した平成

25 年度の障がい者就労施設等からの調達目標はどうなっていますか。法律の施行前である

平成 24年度の調達実績とあわせてお答えください。また、今後の調達目標の見通しについ

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。 

 

◯保健福祉局長（中島淳一郎） 

 公共交通機関等のバリアフリーの促進についてお答えいたします。 

 平成 25年４月に策定した福岡市バリアフリー基本計画につきましては、平成 32年度を目

標年次としたハード、ソフト一体の取り組みによる総合的なバリアフリー推進のための基本

的な計画であり、重点整備地区の設定を初め、旅客施設や道路などの施設ごとにバリアフリ

ー化推進の方向性を定めたものでございます。旅客施設のうち、鉄道駅につきましては、バ

リアフリー化を推進する対象駅を拡大するとともに、整備項目につきましても、従来の段差

解消に加え、転落防止設備、視覚障がい者誘導用ブロック、障がい者対応トイレの整備の拡

充に取り組むこととしております。 
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 続きまして、障害者優先調達推進法等への対応についてお答えいたします。 

 福岡市における平成 25 年度の障がい者就労施設等からの調達目標につきましては 6,800

万円であり、平成 24年度の調達実績は 4,640万円余でございました。なお、今後につきま

しては、前の年度を上回ることを基本として調達目標の設定を検討してまいりす。以上でご

ざいます。 

 

◯住宅都市局長（馬場 隆） 

 まず、福岡市内のＪＲと西鉄の鉄道駅 39 駅のうち、施設のバリアフリー化がなされてい

ない駅の状況についてお答えいたします。 

 １日当たりの平均的な利用者数が 3,000人以上の駅におきまして、段差解消施設が未整備

の駅はＪＲ和白、下山門の２駅でございます。同じく転落防止施設としてホーム内側方向を

示す内方線つき点状ブロックが未整備の駅はＪＲ千早、和白、下山門、西鉄の井尻、雑餉隈

の５駅でございます。視覚障がい者誘導ブロックが未整備の駅はＪＲ和白駅でございます。

障がい者用トイレが未整備の駅はＪＲ和白、下山門の２駅でございます。１日当たりの平均

的な利用者が 3,000人未満の駅におきまして、段差解消施設などバリアフリー化施設が未整

備な主な駅はＪＲ西戸崎駅、西鉄唐原駅などでございます。 

 続きまして、福岡市における公共交通空白地等につきましてお答えいたします。 

 公共交通空白地等は主に周辺部の丘陵地などに分布しており、東区では香椎、下原校区の

一部を含む長谷ダム周辺地域など、博多区では東月隈校区の一部を含む福岡空港南東部地域

など、南区では柏原校区の一部を含む片縄山周辺地域など、城南区では南片江校区の一部を

含む油山周辺地域など、早良区では内野校区の一部を含む早良区南部地域など、西区では今

宿校区の一部を含む今宿周辺地域などに存在しております。 

 次に、地域へのコミュニティバスの導入の支援に係る周知や働きかけにつきましては、い

わゆる生活交通条例に基づく生活交通支援事業の制度につきまして、市政だよりを活用し広

く周知を図るとともに、地域からの相談や問い合わせ窓口、出前講座などにおいて内容を詳

しく紹介した広報チラシを配布し、福岡市のホームページにも掲載するなど周知を図ってお

ります。また、区役所や自治協議会などと協議し、必要に応じ町内会長への御説明などを行

っております。さらに、区役所と連携し、交通が不便な地域から区役所への相談に対し、速

やかに連携が図れるようにいたしております。 

 最後に、社会実験についてでございますが、生活交通確保における行政のかかわりとしま

しては、公共交通不便地での補助制度を活用した最初の事例といたしまして、南区柏原校区

において、交通事業者により平成 26年４月１日からの試行運行に向けた取り組みが進めら

れております。また、公共交通が不便な地域以外での取り組みにつきましても、東区美和台

校区、西区橋本地区などにおいて社会実験が行われるなど、地域の主体的な取り組みが行わ

れており、福岡市としましても住民への周知、広報や関係機関との連絡調整などについて協

力を行ってきたところでございます。これらの試行運行の実施状況や結果について検証を行

うとともに、公共交通が不便な地域の実情を踏まえ、支援を検討してまいります。以上でご

ざいます。 
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◯道路下水道局長（中野計雄） 

 バス停上屋やベンチの設置についてお答えいたします。 

 まず、道路管理者によるバス停の上屋とベンチの設置につきましては、平成 24年度から

モデル的に取り組んでおり、平成 24年度は１カ所整備し、平成 25年度には２カ所の整備を

実施中でございます。また、平成 26年度は新たに３カ所の設置を予定しております。 

 次に、福岡市におけるバス停上屋とベンチの設置可能箇所数、既設箇所、設置率でござい

ますが、本市が管理する道路上に 1,972カ所のバス停があり、そのうち歩道幅員が少なくと

も 3.5メーター以上で上屋とベンチが設置可能な箇所数は 743カ所、そのうち上屋の既設箇

所は 290カ所、設置率は 39％であり、ベンチの既設箇所は 200カ所、設置率は 27％でござ

います。 

 次に、道路管理者が設置する基準につきましては、高齢者、身体障がい者などの支援を目

的として、バリアフリー基本計画における重点整備地区内の生活関連経路上のバス停、重点

整備地区以外においても選定基準となる公共施設や福祉施設、病院などの直近のバス停、ま

た、公共交通利用への支援を目的として公共交通の乗り継ぎ箇所となるバス停、公共交通空

白地帯などに居住される方が利用するバス停、鉄道空白地において主要な幹線道路であるバ

ス停の５つの基準があり、これらのいずれかに合致したバス停で、バス事業者と協議の上、

設置することとしております。この基準に合致する区ごとのバス停につきましては、東区で

25カ所、博多区で 31カ所、中央区で 23カ所、南区で 23カ所、城南区で９カ所、早良区で

12カ所、西区で 14カ所となっております。 

 次に、バス停ベンチの設置基準の見直しにつきましては、従前までは設置者をバス事業者

及び地方公共団体に限っておりましたが、適切な維持管理を行うことや損害賠償保険へ加入

することなどを条件として、平成 24年４月から地域団体まで対象を拡大したものでござい

ます。 

 最後に、道路占用許可基準改定後の地域団体等が設置したベンチ数につきましては、今年

度各区の自治協議会に対しまして、地域団体がバス停へベンチを設置できるようにしたこと

について広報活動を行いましたが、自治協議会などから数件の問い合わせはありましたが、

現在のところ設置事例はございません。以上でございます。 

 

◯財政局長（重光知明） 

 障害者優先調達推進法への対応に関する質問にお答えをいたします。 

 まず、契約管理システムにつきましては、現在、改修を行っておりまして、平成 26年度

からはこの契約管理システムを活用して、障がい者就労施設などとの契約情報の一元的な把

握に取り組んでまいります。 

 次に、障がい者就労施設などへの計画的な発注予定情報の公表に係る取り組みについてお

答えいたします。 

 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第３号を適用いたします障がい者就労施設などと

の随意契約につきましては、その発注予定情報をホームページなどで年４回公表をいたして
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おります。御質問にございました少額の契約案件に適用されます地方自治法施行令第 167

条の２第１項第１号の規定に基づきます随意契約のうち、発注予定情報の公表の趣旨に沿い

ます障がい者就労施設などとの随意契約につきましても、平成 26 年度から発注予定情報を

年４回公表してまいります。今後とも、保健福祉局と連携をいたしまして、障がい者優先調

達を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、本庁舎１階ユニバーサルカフェの事業効果についてお答えをいたします。 

 まず、障がい者の雇用効果についてでございます。 

 カフェの運営事業者の公募に当たりまして、民間の専門業者と社会福祉法人の共同事業に

よるものとすること、また、障がい者の就労時間をカフェで勤務する方々の全就労時間の

50％以上とすることとの条件をつけておりました。その結果、この２年弱でございますが、

10 名の障がい者の方々が就労の機会を得ることができますとともに、カフェでの就労経験

を経て、５名の障がい者の方々が民間企業への就職を果たされております。また、財産の有

効活用による歳入の効果でございますが、行政財産目的外使用料としまして、年間 200万円

の収入につながっております。なお、平成 24 年４月のユニバーサルカフェを含めます１階

ロビーのリニューアルオープンから平成 26年２月末現在までの累計利用者数は 356万人余

となっておりまして、平日の平均利用者数は 6,147人で、リニューアル前の約 4.1倍、休日

の平均利用者は 3,594人で、リニューアル前の約 5.6倍となっており、ユニバーサルカフェ

につきましては、これら来庁者のくつろぎの空間としての役割も果たしているものと考えて

おります。以上でございます。 

 

◯17番（尾花康広） 

 ２回目の質問に入ります。 

 まず、公共交通機関等のバリアフリーの促進についてですが、バリアフリー化未整備の施

設は、その大半がＪＲ香椎線や西鉄貝塚線という、福岡市東区東部地域においては、通勤、

通学、買い物などの日常生活に利用されているとても大切な公共交通機関に属する駅です。

バリアフリー法に基づく国の基本方針は平成 23年３月に改正され、１日平均利用客数 3,000

人以上駅のバリアフリー化率 100％の整備目標が掲げられ、早くも３年が経過しましたが、

福岡市は残念ながらいまだに 100％を達成していないようであります。 

 そこでお尋ねいたしますが、新年度１日平均利用客数 3,000人以上駅のバリアフリー化率

100％を何としても達成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。 

 次に、コミュニティバス等の導入についてですが、私は、語る会と銘打ち、小単位の市政

報告を定期的に行っておりますが、決まって御要望いただくのは高齢者の方からコミュニテ

ィバスと高齢者乗車券に関することで、バス停が遠く不便、コミュニティバスを走らせてほ

しい、足が悪いので高齢者乗車券でタクシーが利用できるようにしてほしいなどの切実な声

が寄せられております。 

 高齢者乗車券の目的は、高齢者に対し、公共交通機関の乗車料金の助成を行うことにより、

高齢者の社会参加を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ることと規則で定められており

ます。 
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 平成 22年第３回定例会において、浜松市、広島市などで実施しているタクシーの利用助

成が、福岡市において選択肢としてないのはなぜかとの私の質問に対し、福岡市の高齢者乗

車券制度でその前身となる敬老乗車券制度は、高齢者の社会参加を目的に、西鉄バス及び昭

和バスを対象にして昭和 53年度に開始され、その後、地域的な受益格差を解消するために、

西鉄天神大牟田線や貝塚線などを新たに対象とする一方で、市営地下鉄の乗車料金を助成す

る敬老乗車証制度を昭和 56年度に開始し、平成 13年度に敬老乗車券と敬老乗車証の二つの

制度を統合し、現在の高齢者乗車券制度に至っており、タクシーの利用助成については、日

常的に利用する交通機関としてこれまで想定してこなかったと、長々と当時の保健福祉局長

は答弁されております。 

 高齢者実態調査からも明らかなように、タクシーは体調のすぐれない高齢者の方などが日

常的に利用する大切な公共交通機関です。しっかりと想定していただきたいと思います。 

 また、コミュニティバスを走らせるためには正直検討にかなりの時間を要します。過去の

質問においても私の思いを述べさせていただきましたが、人生の大恩人である高齢者の皆様

をそんなに長い時間待たすわけにはいきません。一刻も早く生活交通の基盤を整え、充実し

た熟年期を過ごしていただきたいのであります。 

 そこで御提案ですが、交通用福祉ＩＣカードは運賃以外では使用できない特別仕様になっ

ておりますが、これに電子マネー機能を持たせてはいかがでしょうか。要するに、本来のは

やかけんのようなものを交付してはいかがでしょうか。福岡市内には、はやかけんが使える

タクシー会社が 17社あり、台数にして約 870台が走っております。この方法だとシステム

改修費用を余りかけることなく、高齢者乗車券でタクシー利用が可能となると思われますが、

御所見をお伺いいたします。 

 また、市営渡船の券売機は平成 23年度に更新されたはずなのに、なぜはやかけんが使用

できないのか、使用するようにすべきではありませんか、お答えください。 

 徒歩では遠いので、最寄りの駅まで自転車を走らせる高齢者の方をよく見かけます。公共

交通機関への乗り継ぎの利便性向上のためにも、有料駐輪場では、はやかけんを使えるよう

にすべきだと思いますが、現在の整備状況と今後の設置に向けての御所見をお伺いいたしま

す。 

 次に、バス停上屋やベンチの設置についてですが、自治会、町内会、商店街などの地域団

体等が設置したベンチの数はゼロとのことですが、その理由をどう分析しておられるのか、

お示しください。 

 占用料免除や寄附金などによる地域参加も含め、上屋やベンチの整備促進策についてどの

ような取り組みを行ったのか、お答えください。 

 道路占用許可基準の緩和といいながら、自治会、町内会、商店街などの地域団体等におい

てもバス停ベンチの設置を認めることはしたものの、歩道の幅員をプラス 50センチにする

など、設置のハードルが高くなったようにも思えてなりませんが、なぜそのような規則の改

定を行ったのか、また、その規則の改定から１年おくれで地域団体等への周知を行ったのは

なぜか、お伺いいたします。 

 学識経験者や道路利用者など 10人の委員と２人の行政アドバイザーで構成されている福
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岡市道路整備懇談会において、福岡市道路整備アクションプラン 2016 の３回にわたる審議

の中で、委員から、高齢者が長距離を歩くには歩道に休憩スペース、ベンチなどが必要と意

見が出されたのに対し、道路下水道局は、歩道に一定間隔でベンチなどが設置されているの

が理想的だが、まずは高齢者の利用が多いバス停にベンチを設置することから検討すること

を考えており、今回、バス利用環境の改善を新たに記載した。郊外部等ではバス停が遠く、

本数も少なく、高齢者の方々が苦労されている。そういったところで行政の役割として何が

できるのかを検討していきたいと答弁されております。 

 私は、このやりとりで注目したいのは、福岡市道路整備懇談会において、バス停のベンチ

はもはやバス利用者のためのベンチではなく、福岡市において高齢化が進む中で、高齢者が

長距離を歩くための歩道の休憩スペースとして位置づけられているということです。まさに

ベンチのあるバス停は、地域コミュニティにとって憩いの場、かけがえのない財産なのです。 

 そこで提案ですが、行政は漫然と自治会、町内会、商店街などに対し、地域団体等による

バス停ベンチの設置が可能となったことを伝えるのではなく、地域内にはこのようなベンチ

設置検討が可能なバス停がありますよと、具体的なバス停名と所在地などが記載されたリス

トを用いることや、例えば、設置費や損害賠償保険加入などの金銭負担でちゅうちょされて

いるならば、福岡市活力あるまちづくり支援事業補助金の補助対象となること、進め方や申

請手続がわからないなどの課題があるならば、新年度拡充が予定されている地域活動アドバ

イザー派遣事業や新規事業としての自治会コミュニティ応援事業、「地域デザインの学校」

プロジェクトや地域とＮＰＯ等の共働支援事業のテーマに設定できることなどを説明し、微

に入り細に入り懇切丁寧な推進を行うべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 バス停上屋やベンチの設置は、天神や博多駅などの都心部を除き総じて設置率が低く、き

ちんとした整備目標を定めて集中的かつ着実に整備を進める必要があります。 

 高齢者、障がい者などの支援や公共交通利用者の支援として、福岡市による設置基準に合

致するバス停は、先ほどの御答弁では現在 137カ所とのことですが、年間３カ所設置のペー

スでは 45 年以上もかかることになります。目標管理をしっかり行い、早期に 100％の設置

を目指すべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 次に、障害者優先調達推進法への対応についてですが、障がい者５名がカフェでの就労を

経て民間企業に就職できたことや、施設使用料の年額 200万円の運営事業者からの徴収など、

障がい者の雇用の促進や新たな収入確保に貢献しているユニバーサルカフェの好事例に見

られるように、公共施設へのカフェ等設置の際の障がい者団体と民間企業とのコラボの水平

展開を、動植物園、利用者の多い公園や公共施設などでもっと推進してはいかがでしょうか。

現時点で想定される施設がないかも含めて御所見をお伺いいたします。 

 東区役所１階がリニューアルオープンし、その一角に障がい者の物販コーナーがいつでも

開設できるようにフリースペースが確保されたことはとてもよいことだと思っております。

これまではスペースがなく、トイレの前で販売しておられる姿に大変心を痛めておりました。 

 そこでお尋ねいたしますが、他の区等の庁舎においても、きちんとスペースが確保されて

いるのか、確保されていなければ、スペースが確保されるような対策を講じていただきたい

と思いますが、御所見をお伺いいたします。 



9 

 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

◯住宅都市局長（馬場 隆） 

 １日当たりの平均的な利用者数が 3,000 人以上の駅のバリアフリー化の促進についてお

答えいたします。 

 平成 26年度の鉄道駅施設のバリアフリー化促進事業といたしまして、ＪＲ和白駅の段差

解消等に取り組むとともに、ＪＲ千早駅と西鉄井尻駅の転落防止施設として内方線つき点状

ブロックの整備促進に取り組むことといたしております。現在、連続立体交差事業を施工中

の西鉄雑餉隈駅を除いた駅のバリアフリー化につきましては、平成 26 年度事業において終

了する予定でございます。以上でございます。 

 

◯保健福祉局長（中島淳一郎） 

 高齢者乗車券についてお答えいたします。 

 高齢者乗車券につきましては、公共交通機関を利用する際の交通費の一部を助成すること

により、高齢者の社会参加を促進することを目的に交付しております。現在使用している交

通用福祉ＩＣカードに電子マネー機能を付加した場合、交通系電子マネー加盟店での買い物

等に使うことが可能となり、本来の目的と合致しない形での利用が可能となることから、機

能付加は考えておりません。なお、高齢者乗車券制度におけるタクシー利用につきましては、

今後、高齢者人口が大きく伸び、高齢化が一層進展すると予測される中、高齢者の社会参加

のみならず、交通不便地等における高齢者の外出支援のあり方など幅広い視点から検討を行

うとともに、具体的手法について関係機関と協議を進めてまいります。 

 続きまして、障害者優先調達推進法等への対応についてお答えいたします。 

 まず、障がい者団体と民間企業のコラボによる公共施設へのカフェ等の設置運営につきま

しては、障がい者雇用や障がい者就労施設商品の販売を通じて、障がい者の自立や障がいの

啓発を促進する有効な取り組みであると考えております。現時点において具体的な公共施設

の想定はしておりませんが、保健福祉局といたしましては、議員御提案のユニバーサルカフ

ェのようなコラボによる事業運営を積極的に展開していきたいと考えており、このような事

業運営が検討される場合には、事業担当局と連携しながら、公募条件の策定や事業者選考な

どに協力してまいります。 

 次に、東区役所以外の庁舎での障がい者就労施設商品の販売スペースにつきましては、従

来から本庁舎においてときめきショップの定期的な出張販売を行っておりますが、平成 25

年度は 12月末までに 160万円余の売り上げがございました。また、平成 25年 11月からは

全ての区役所と入部及び西部出張所の余裕スペースを活用して、障がい者就労施設の計画的

な出店に取り組んでおり、平成 25年 12月末までの２カ月間で 114万円余の売り上げがござ

いました。なお、平成 25 年９月から福岡市関連イベントへの障がい者就労施設の出店調整

にも取り組んでおり、平成 25年 12月末までの４カ月間の６件のイベントにおいて 149万円

余の売り上げがございました。今後もさまざまな機会を捉えて、障がい者就労施設商品の販

売を積極的に支援してまいります。以上でございます。 
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◯港湾局長（野見山 勤） 

 市営渡船のはやかけん対応についてでございますが、市営渡船の券売機につきましては、

平成 23年８月１日に更新したところでございます。しかしながら、この際、ソフトの改修

や関連機器の設置、利用手数料などが必要となりますことから、その時点では、はやかけん

が利用できる機能の導入を見送っております。しかしながら、現在、はやかけんなどの電子

マネー機能を持ったＩＣカードにつきましてはさらに普及が進んできたことから、私どもと

しましても、利用者の利便性を高める観点から、改めて検討したいと考えております。以上

でございます。 

 

◯道路下水道局長（中野計雄） 

 駐輪場におけるＩＣカードの使用につきましてお答えいたします。 

 ＩＣカードが使える駐輪場につきましては、利用者の利便性向上の観点から、都心部の天

神路上駐輪場のうち、３カ所にＩＣカードに対応した精算機を導入しております。また、現

在整備を進めております博多区の明治公園、清流公園、中島公園、中洲川端駅路上駐輪場に

おいてＩＣカードに対応することとしております。今後の整備予定につきましては、駐輪場

の新設及び既設駐輪場の機器を更新する際に、順次ＩＣカードに対応していく予定でござい

ます。 

 次に、バス停上屋やベンチの設置についてお答えいたします。 

 まず、地域団体等が設置したベンチがない理由につきましては、バス停ベンチの設置には

初期投資費用なども必要なことから設置に至っていないものと思われます。 

 次に、上屋やベンチの整備促進策としての取り組みにつきましては、本市が上屋の占用料

を減免し、バス事業者が減免相当額を上屋やベンチの設置費用に充てることなどについてバ

ス事業者などと協議を行ってきておりますが、実施に至っておりません。今後も引き続き上

屋やベンチの整備促進に向けて協議を継続していきたいと考えております。 

 次に、バス停ベンチの設置のハードルを引き上げるような基準改定を行ったのではないか

という御指摘でございますが、バス停ベンチの占用許可基準につきましては、従来から歩道

ではベンチの設置後の有効幅員を２メーター以上確保することとしておりましたが、ベンチ

の設置基準の見直しに当たり、自転車歩行者道では国の通達に基づき、運用上３メーター以

上確保することとしていたものを明文化したものでございます。また、１年おくれで地域団

体等への周知を行った理由につきましては、道路占用許可基準の改定後、地域団体の負担が

軽く受け入れやすい広告つきベンチの設置などにつきまして広告代理店などと協議を行っ

ていたため、時間を要したものでございます。 

 次に、地域団体への広報活動につきましては、各区のバス停ごとの設置検討箇所一覧を用

いて説明を行っておりますが、今後とも、わかりやすい広報に努めてまいります。また、地

域への補助金などの活用につきましては、今後とも、所管部局と協議を行いながら検討して

まいりたいと考えております。 

 最後に、設置における目標管理につきましては、設置基準に適合するバス停において上屋
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とベンチの設置に取り組んでいくこととしており、現在、目標の策定に向けてバス事業者と

役割分担の協議を行っているところでございます。今後も引き続き協議を進め、バス停上屋

とベンチの設置計画を策定してまいります。以上でございます。 

 

◯財政局長（重光知明） 

 ユニバーサルカフェのような事例をさらに推進すべきとのおただしでございます。 

 平成 25年 10月に策定いたしました財産有効活用プランでは、行政財産の余裕部分などの

活用による財源確保の取り組みの一つとして、民間事業者などとの共働による都市の魅力の

向上や賑わいの創出を掲げており、ユニバーサルカフェのように、社会福祉法人と民間企業

との共働による本市の目指すユニバーサル都市・福岡にも寄与する活用手法につきましても、

さらに推進してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

◯17番（尾花康広） 

 ３回目の質問に入ります。 

 公共交通機関等のバリアフリーの促進については、福岡市バリアフリー基本計画のバリア

フリー化推進の方向性で、地域の実情を鑑みて、利用者数のみならず、高齢者や障がいのあ

る人等の利用実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化を推進していきますとうたってい

ただいたように、利用者数にかかわらず、ＪＲ香椎線や西鉄貝塚線等の旅客施設等のバリア

フリー化にスピード感を持って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。 

 コミュニティバス等の導入については、コミュニティバス等の導入こそ地域コミュニティ

の生活交通を守る大事な施策です。新年度の新規事業である地域活動アドバイザー派遣事業、

自治会コミュニティ応援事業、地域とＮＰＯ等との共働支援事業や地域との共生を目指す元

気商店街応援事業とタイアップし、全庁一丸となって事業を確実に進め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。 

 バス停上屋やベンチの設置については、先日、交通対策特別委員会の他都市調査で富山市

のＬＲＴ、ライトレールを視察しましたが、その停留所のベンチは、１席ごとが市民の寄附、

５万円で製作され、寄附者の氏名─愛称でも可ですね、と一言メッセージが刻まれた丸い銅

板のプレートが設置されていて、それを見るとユニバーサルの心にあふれた富山市民の心が

伝わってきて、何とも言えない温かな気持ちになりました。 

 市民の寄附によるバス停上屋やベンチの設置の手法を福岡市も検討してはいかがですか、

御所見をお伺いいたします。 

 これまで懸命に働き社会を支えてこられた人生の大先輩である高齢者の方や、ハンディキ

ャップを乗り越えながら懸命に社会参加されている障がい者の方、そして妊産婦、子育て奮

闘中の方などが、公共交通機関等のバリアフリー化やコミュニティバス等の運行、そしてバ

ス停上屋やベンチの設置などのバス利用環境の改善を、まだか、まだかと心の底から待ち望

んでおられます。2020 年の東京オリンピック・パラリンピックが開催される年まで残すと

ころあと６年です。そのころには本市も高齢化が進展し、人口の約４分の１を 65歳以上の
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高齢者が占める時代を迎えます。その備えを今のうちから着実に行っていく必要があります。 

 最後に、本日言及した公共交通機関等のバリアフリーの促進、コミュニティバス等の導入、

バス停上屋やベンチの設置、障害者優先調達推進法への対応の４点を踏まえた高島市長のユ

ニバーサル都市・福岡推進への決意と御所見をお伺いし、私の質問を終わります。 

 

◯住宅都市局長（馬場 隆） 

 まず、今後の鉄道駅施設のバリアフリー化についてお答えいたします。 

 １日当たりの平均的な利用者数が 3,000人以上の鉄道駅の整備に引き続きまして、3,000

人未満の鉄道駅につきましても、国の移動等円滑化の促進に関する基本方針並びに福岡市バ

リアフリー基本計画に基づき、地域の実情や利用実態、事業者の整備方針等を踏まえ、可能

な限りバリアフリー化を促進できるよう、関係部局並びに鉄道事業者と検討を行ってまいり

ます。 

 続きまして、生活交通確保の支援に関する全庁的な取り組みについてお答えいたします。 

 西区橋本地区における橋本駅循環ミニバスの取り組みにつきましては、金武・壱岐ブロッ

クまちづくり協議会により、地域まちづくり支援制度を活用した地域主体のまちづくりを契

機として検討が始められており、このまちづくりの動きを市の関係部局が総合的に支援しな

がら、公共交通の社会実験、アンケート調査やその分析などを行い、地域や交通事業者とと

もに、試行運行の実施まで進めてまいったものでございます。生活交通の確保につきまして

は、高齢化する地域社会に共通する課題の一つであることから、今後とも、議員御提案の各

種制度の活用も視野に入れながら、地域の声に耳を傾け、区役所とも連携を深めて、地域や

交通事業者はもとより、関係部局と協力して支援にしっかりと取り組んでまいります。以上

でございます。 

 

◯道路下水道局長（中野計雄） 

 バス停上屋やベンチの設置についてお答えいたします。 

 市民の寄附によるバス停上屋やベンチの設置につきましては、本市では既に広告事業者に

よる広告つきバス停上屋やベンチの占用を認め、また、地域団体等が広告つきベンチを設置

する場合に、広告料収入をベンチの設置費や維持管理費に充てることができるなど占用基準

の改定を行い、設置促進に向けた対策を実施しているところでございます。しかしながら、

現時点で地域団体などによる設置の促進が図られていない現状もございますので、議員提案

の市民の寄附も一つの有効な手段と考えられることから、今後さらなる設置促進に向け、さ

まざまな手法について検討してまいります。以上でございます。 

 

◯市長（高島宗一郎） 

 福岡市では「みんながやさしい、みんなにやさしいユニバーサル都市・福岡」をまちづく

りの目標像として掲げ、市政の柱の一つとして推進をしております。また、平成 25年６月

に策定した政策推進プランにおきましても、ユニバーサルデザインの理念によるまちづくり

を掲げて、誰もが思いやりを持ち、全ての人に優しいまちの実現を目指して、全ての人が安
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全で快適に利用できるバリアフリーのまちづくりを進めますとともに、市民に対してユニバ

ーサルデザインの考え方を広げ、思いやりの心を育むこととしております。 

 尾花議員から御提案いただきました公共交通機関等のバリアフリーの促進、コミュニティ

バス等の導入、バス停上屋やベンチの設置、障害者優先調達推進法への対応、これらはいず

れもユニバーサル都市・福岡の実現に欠かせない事業だと考えております。 

 子ども、高齢者、障がいのある人ない人など全ての市民一人一人が心豊かに暮らし、元気

に輝いている、そのような福岡市の未来に向け、今後とも、福岡市役所一体となってスピー

ド感を持ってしっかりと取り組んでまいります。以上です。 


