
これからのまちづくりを考える
北九州市の環境と福祉の取り組みを見学して

稲 田 利 幸

北九州市は、 年（昭和 年）に門司・1963 38

小倉･若松･八幡･戸畑の５つの市が世界初の対

等合併をした九州初の政令指定都市（ 万都100

市）で、鉄鋼を中心とした工業のさかんな都市

です。

また、近年は自動車・ソフトウエア産業の進

出や、国際定期便就航による国際交流拠点都市

として九州の経済・行政・文化など中核都市と

して注目されています。

1901年に、国内初の本格的近代溶鉱炉を持つ

官営八幡製鉄所が創業を開始したことにより、

日本の近代産業が北九州市で幕を開けました。

北九州工業地帯は、京浜･中京･阪神と並び、４

大工業地帯の一つとして日本の高度成長を支え

てきましたが、その一方で、1960年代には深刻

な産業公害をもたらすことになりました。

この公害問題に対して、市民・行政・産業界

が一体となって取り組みが行われ、かつては大

腸菌すら棲めない「死の海」とよばれた洞海湾

。には、100種類以上の魚介類が戻ってきました

また 「七色の煙」と呼ばれ、日本一の隆下ば、

いじんを記録した空は、国から「星空のまち」

に選定されるまでに改善され、美しい海と空を

取り戻すに至りました。

公害の克服に成功した北九州市では、現在は

工場などからゴミや廃棄物を出さないようにす

る研究や、廃棄物を工業の原料などに再利用す

るエコタウン事業にも取り組まれています。エ

コタウン事業を進め、環境を守る取り組み産業

として発展させることによって、資源循環型の

社会をめざしています。

また、北九州市においては、本格的な少子高

齢化に対応するため、市民と一体となって「北

九州方式」とよばれる総合的な福祉政策を展開

しています。

「小学校区レベル」を基本的な単位として、そ

れを支える「区レベル 「市レベル」を含めて」
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市全体を地域福祉の視点から再構築し、それぞ

れのレベルで拠点を整備するとともに、保健・

医療・福祉ばかりでなく、地域住民をはじめ自

治会・社会福祉協議会などの地域団体、医師会、

企業、ボランティア、学校、行政などが幅広く

連携・協働しながら、支援の必要な人を「地域

全体で支え合うネットワークづくり」が進めら

れています。

今回、自治労京都市職と京都自治総研及び大

阪市職、大阪市政調査会の合同による 「これ、

からのまちづくりを考える」観点から、特に福

祉と環境行政において先進的な取り組みをして

いる北九州市へ施設見学会を行いました。参加

者は、日頃よりかかわりのある環境・建設・保

健福祉・教育・区役所などのメンバーです。

北九州エコタウン事業

北九州市では 「モノづくりのまち」として、

裾野の広い産業群で育った人材・技術・ノウハ

ウや、充実した産業インフラ、20年以上の実績

を持つ組織的な環境国際協力体制などに加え、

公害を克服する過程で培われた市民・企業・行

政の連携を基盤に、環境・リサイクル産業の振

興を一つの基軸とする持続的発展可能な社会の

実現に先導的な役割を果たすことをめざすこと

としています。

１．北九州市エコタウンセンター

エコタウンは、北九州市の北側、若松区響灘

地区に位置し（洞海湾の埋立地 、技術開発を）

行う「実証研究エリア 、環境産業のいろいろ」

な事業が集まる「総合環境コンビナート 、中」

小企業のリサイクル事業を支援する「響リサイ

クル団地」の３つの区域に分かれ、研究・開発

から事業までの総合的な取り組みを行っていま

す。

はじめに、エコタウン事業を総合的に支援す

る中核施設「北九州市エコタウンセンター」で

環境局環境産業政策室の方より事業の経過及び、

３地区の事業内容を、ビデオなどにより説明を

うけました。

エコタウンセンターの主な機能は、①市民を

はじめとする環境学習や研修、②視察者の対応、

③実証研究活動の支援、④環境・リサイクル技

術、製品の展示、⑤エコタウン事業の総合的な

環境管理です。

２．総合環境コンビナート

このコンビナートは、環境産業の事業化を展

開し、各事業が相互に連携することでゼロ・エ

ミッション型の環境産業コンビナート化を図る

ことにより、資源循環拠点をめざし、現在６事

業が行われています。

① 家電リサイクル事業

「家電リサイクル法」に基づき、廃家電製品

（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）を高度

に分解・選別することにより、高いリサイクル

率の達成とフロンの適正処理を進め、高品位の

再生原料を生産しています。

② ＯＡ機器リサイクル事業

使用済みのＯＡ機器（コピー機・ファクシミ

リ・プリンター・パソコン）を分解し、高度に

選別することにより、高品質の再使用部品や再

生原料を生産しています。
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③ 自動車リサイクル事業

経済産業省「使用済み自動車リサイクル・イ

ニシアティブ」に対応し、リサイクル率の向上

とオイルやフロンなどの適正処理を進め、高度

な分解・選別技術により高品位鉄スクラップ・

再利用部品・再生原料を生産しています。

④ ペットボトルリサイクル事業

「容器包装リサイクル法」に基づいて、市町

村が分別収集するペットボトルをリサイクルし、

再生ポリエステル繊維などの原料になる再生Ｐ

ＥＴ樹脂を生産しています。

⑤ 蛍光管リサイクル事業

主に事業所から排出される使用済み蛍光管か

ら、ガラス・金属・蛍光体などを分別し、リサ

イクルする。また、リサイクル蛍光管の製造

（ＯＥＭ）にも取り組まれています。

⑥ 医療用具リサイクル事業

医療用具を破砕し、高周波処理・分別し、収

集容器を製造。また、固形燃料やセメント原料

としてリサイクルしています。

その他、廃木材から高品質の木炭・活性炭を

製造する「廃木材リサイクル事業 、廃木材と」

廃プラスチックを混合し、耐水性・耐候性の高

い建材を生産する「廃木材・廃プラスチックリ

サイクル事業 、建設現場から排出される混合」

廃棄物を高度に選別し、再利用原料を生産する

「建設混合廃棄物のリサイクル事業」など多数

の事業化にむけた検討が行われています。

３．響リサイクル団地

総合環境コンビナートと同じ埋立地に隣接し、

市が土地を整備し、事業者に長期間賃貸するこ

とで、中小企業の環境分野への進出を支援する

こととしています。これらにより、市街地に点

在する自動車解体業７社が集団で移転する全国

初の取り組みが行われ、より適正で効率的な自

動車リサイクル事業が実施されています。

４．実証研究エリア

エコタウンセンターに隣接し、企業・行政・

大学の連携により、最先端の廃棄物処理技術や

リサイクル技術を実証的に研究する機関を集積

し、環境関連技術開発拠点を目指しています。

現在、20の研究施設及び関連施設があります。

見学施設の概要

総合環境コンビナート・響リサイクル団地で

は、家電リサイクル事業・ＯＡ機器リサイクル

事業・自動車リサイクル事業を、実証研究エリ

アでは都市ごみの生分解性プラスチック化技術

実証研究施設を見学させていただき、説明を受

けました。

家電リサイクル事業

西日本家電リサイクル（株）は、昨年４月よ

り実施された家電リサイクル法に対応すべく、

家電メーカー８社（松下・東芝、以上Ａグルー

プと、日立・三菱・シャープ・ソニー・サンヨ

ー・富士通ゼネラル、以上Ｂグループ）が共同

出資により設立された会社であり、テレビ・洗

濯機・エアコン・冷蔵庫の年間約50万台のリサ

イクルを行っています。また、冷蔵庫やエアコ

ンに含まれているフロンガスを回収し、ほたる

石としての再生を行っています。全国的に家電

リサイクル法の関連で同様の施設39箇所が整備

されていますが、通常ＡかＢのどちらかのグル

ープの施設であり、両グループの機器を受け入

れているのは、唯一この会社だけだそうです。

ＯＡ機器リサイクル事業

（株）リサイクルテックは、ＯＡ機器のリサ

イクルを行っている会社で、主にリコーの製品
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及びリコーがリースに使用した機器を取り扱っ

ています。従来、リース切れしたＯＡ機器はシ

ュレッダーにかけられほとんどの部分を埋め立

て処分していましたが、手作業による分解、分

別を行うことにより、部品の95％はリサイクル

できるようになったそうです。しかし、コスト

としては埋め立てるよりも数倍かかっていると

のことです。

自動車リサイクル事業

西日本オートリサイクル（株）は、使用済み

自動車のリサイクル事業を行っている処理台数

月間1000台、１日あたり45台の車を分解処理を

しています。車の解体工程から出てくるリサイ

クル資源を他業種のメーカーと共同で使用用途

を模索したり、自動車メーカーと共同で車のリ

サイクル率を研究したりと、第１次利用される

車という資源と第２次利用されるリサイクル資

源の双方からのニーズを受けながら事業が進め

られています。

工場の中には、自動車の組み立てラインと逆

の発想で、60メートルの一直線のラインが作ら

れ、それぞれの工程を経て車がどんどん分解さ

れていきます。最終的には、サイコロプレスと

呼ばれる約400～500キロの立方体に成型された

ものを製鋼メーカーへ納品され、これを再び溶

かして鉄が作られるそうです。

都市ごみの

生分解性プラスチック化技術実証研究施設

生分解性プラスチック化技術実証研究におい

ては、生ごみからプラスチック（ポリ乳酸）へ

資源化する技術が研究され、完成されました。

しかしながら、生ごみポリ乳酸の利用方法、生

ごみの収集方法、コストの問題及び社会への普

及シナリオなど今後の研究課題が残されていま

す。

エコタウン事業を見学して

実証研究エリアで大変関心をもったのは、廃

コンクリートリサイクル技術実証研究施設です。

コンクリート塊を破砕し、骨材に付着したモル

タルなどを取り除くことにより、再度コンクリ

ートの骨材として利用とする施設の調査研究で

あり、従来の再生砕石は、コンクリート塊を小

割にするだけであり、モルタルなどが付着して

いるため、吸水率が高く凍結などによる損傷が

著しいため使用できなかった。実用化にむけて

は、ＪＩＳの再生粗骨材に対する基準がないた

め、現在のところ難しいですが、それらが整備

されれば近い将来使用されるのではないという

ことです。

京都市においても 「建設工事に係る資材の、

再資源化に関する法律」により、コンクリー

ト・アスファルト・木材の３品目を分別し、リ

サイクルすることを義務づけ、建設副産物のリ

サイクルを推進していますが、これ以外の副産

物のリサイクル実施や、リサイクル率向上、効

果が見えてこないのが現状だと思います。

私たちの生活が豊かで便利になった一方で、

資源やエネルギーなどの大量消費にともなうご

みや環境の問題に直面しており、この問題を解

決するには「大量生産・大量消費・大量廃棄」

という生活様式・産業構造の根本から見直して

いかねばなりません。

しかしながら、北九州市のような、公害を克

服してきた過程と、市民の経験が環境問題に取

り組む姿勢と認識があったこと、廃棄物などを

埋め立てる場所と、埋め立てした跡地を利用し、

エコタウンプランのような施策ができる敷地が

あることに対して、今後、市民とのパートナー

シップにより環境行政を推進していかなければ

ならないことを考えると、埋立地などがない京
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都市はどのように環境やエネルギー問題に対応

していかねばならないのか、大変考え深い見学

会になりました。

地域福祉ネットワーク事業

北九州市では全国平均を上回るスピードで人

口の高齢化が進行しており、平成17年には５人

に１人が65歳以上の高齢化になると予測されて

います。

人口の高齢化は、保健・医療・福祉の分野だ

けでなく、雇用、住宅、教育、まちづくりなど、

市民生活全体に影響を及ぼし、高齢者だけでな

く、すべての市民に直接影響する問題です。

このため北九州市においては、高齢化をテコ

に、市民の誰もが住み慣れた家庭や地域の中で

個人として尊重され安心して生き生きと暮らせ

る「まちづくり」を進めていくために、平成５

年４月に「高齢化社会対策総合計画」が策定さ

れ、それを具体化する「実施計画」が進められ

てきました。

高齢化社会対策総合計画の計画年度は平成５

年～17年度で、具体化として、第１次実施計画

を平成６年～10年度、第２次実施計画を平成12

年～16年度となっています。この取り組みの中

では「在宅や施設などの公的サービスを充実」

するとともに 「地域福祉の推進」をその目標、

に掲げ 「３層構造による地域福祉のネットワ、

ークづくり」を積極的に取り組まれてきました。

福祉における「北九州市方式」とは 「小学、

校区レベル 「行政区レベル 「市レベル」の３」 」

層に構築し、それぞれのレベルで拠点を整備す

るとともに、保健・医療・福祉ばかりでなく、

地域住民をはじめ自治会や社協などの地域団体、

医師会、企業、ボランティア、学校、行政など

がお互いに役割を分担し、幅広く連携・協働し

ながら、支援の必要な人を地域全体で支え合う

ネットワークをつくり、地域のことは地域で考

え、地域で解決仕組みをつくって、市民の誰も

が住み慣れた家庭や地域の中で安心して暮らせ

る「まちづくり」を進めていくことです。

１．小学校区レベル

現在 「小学校区レベル」では、137の学区に、

順次市民福祉センターの整備を行っており、平

成14年４月には106館が整備される予定です。

その市民福祉センターを拠点とした地域活動

として、

① ふれあいネットワーク事業（社会福祉協議

会）

② ふれあい昼食交流会（食生活改善推進員協

議会）

③ 生きがい型デイサービス事業（社会福祉協

議会）

④ 保健婦とケースワーカーによる「保健福祉

なんでも相談」などの保健福祉活動

⑤ 生き生き子供講座・尋常小学校・ＩＴ講習

会（教育委員会）

⑥ 地域ふれあい防災活動（消防局）

⑦ 古紙回収や白トレー・牛乳パックなどリサ

イクル活動（環境局）

⑧ バリアフリーのまちかど探検（まちづくり

協議会）など

があり、地元の自治会や校（地）区社協、ボラ

ンティア団体、学校、行政など、地域社会を構

成する人々（団体）が集い、様々な見守り、支

えあい活動を展開されています。

さらに、小学校区を担当して高齢者や障害者

などを支援する「区役所まちづくり推進部」の

保健婦やケースワーカーのペアも、保健福祉活

動や地域の会合への参画などを通じて支援しな

がら、地域住民一体となって地域づくりに取り

組まれています。

これらは地域の様々の団体が参加し 「まち、
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づくり協議会」を設置し、活動を行うとともに、

市民福祉センターの管理運営もこのまちづくり

協議会に委託しています（館長は市が委嘱配置

し、職員はまちづくり協議会が、校区内の地域

づくりに意欲のある地域住民に委嘱する。ただ

し、３館の館長は市の職員です 。）

２．区レベル

７つある区レベルでは、小学校区における地

域づくりの支援を行い、保健福祉サービス提供

の拠点として、区役所に保健所と福祉事務所を

一体化したまちづくり推進部の中に、健康づく

りから介護サービスまで高齢・障害に関するあ

らゆる相談を受け付ける「保健福祉相談コーナ

ー」を設置し、市民の健康と福祉に関する様々

なサービスを総合的に提供しています。

定期的に開催される各区推進協議会「実務者

勉強会（地域ケア研究会など 」は、毎回100人）

前後の地域実務者が自由に参加し、保健・医

療・福祉に関する情報交換や熱心な議論が行わ

れています。ここでの議論が推進協議会を通じ

て、システムづくりに活かされるとともに、新

たな「北九州方式」になりつつあります。

区推進協議会の主な活動としては、

① 地域ケア研究会の開催

② 健康づくり（健康まつり、あるきing，高齢

者栄養調査（門司区）など）

③ 退院前関与（医師会、医療機関と行政の連

携 、かかりつけ医紹介窓口（医師会））

④ お元気ですカード（八幡東警察署 、ハット）

してほっとするカード（門司警察署）

⑤ 徘徊高齢者ＳＯＳネットワークシステムの

構築

⑥ 少子社会対策の取り組み（ 子育て支援ネッ「

トワーク」組織の設置など）

３．市レベル

市レベルにおいては、市の保健福祉局が総合

調整を行うほか、３層構造による保健・医療・

福祉・地域の連携ネットワーク全体を専門的・

技術的に支援を行っています。

また、その拠点として、平成11年10月に「総

合保険福祉センター」が設置され、平成14年秋

には、民間の地域福祉活動の拠点として、研修

機能や情報の収集・提供、相談、世代間交流な

どの機能を有する 「総合福祉プラザ（仮称 」、 ）

がオープンする予定となっています。

最近では、医師会をはじめ、弁護士会、企業、

労働団体、建築士、女性消防団員などが、それ

ぞれの特性を活かした活動も厚みを増していま

す。

行政と協働して行う民間団体の主な活動とし

ては、以下のものがあります。

① 虚弱高齢者送迎サービス（連合福岡北九州

地域協議会、市民、企業、市職員）

② 高齢者など住宅相談（北九州市すこやか住

宅推進協議会）

③ 訪問給食サービス（老人福祉施設、ボラン

ティア団体、企業、高等学校）

④ 高齢者・障害者あんしん法律相談（福岡県

弁護士会北九州部会）

⑤ いきいき安心訪問（女性消防団員）

⑥ 腕自慢おまかせサービス（福祉の大工さ

ん （企業内ボランティアグループ））

⑦ おでかけ交通事業（商店街）

また、平成12年４月にスタートした「介護保

険制度」は、民間事業者が提供するサービスを

利用者自ら選択し、契約により利用する仕組み

になっています。

そのためにも、介護保険制度が公平・公正な

ものとして信頼され、市民が安心して適切にサ

ービスを利用できるように、地域全体で支える

「北九州方式」の中で北九州独自の取り組みが

行われています。
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見学施設の概要

総合保険福祉センター

総合保険福祉センター（アシスト２１）にお

いて、保健福祉局の方より「北九州方式」の計

画や取り組みについて説明を受けました。

市レベルでの総合保険福祉センターの機関、

役割について説明を受けた後、センター内を見

学させていただきました。

センター内には、夜間・休日急患センター、

福祉用具の展示・販売及びあらゆるな情報が提

供されるテクノエイドセンター、健康づくりセ

ンター、ふれあい保育所、保健所、障害福祉セ

ンター、精神保健福祉センター、保健・医療・

福祉情報センターなど福祉連携のもと複合施設

として市民サービスが提供できる福祉施設だと

感じました。

小倉北区役所において、まちづくり推進部の

方より区レベル、小学校区（地域）レベルの地

域推進協議会や地域づくり支援活動の現状と課

題について説明を受けました。

その後、徒歩で移動して中島市民福祉センタ

ーを見学させていただきました。

中島市民福祉センター

このセンターは保育所・児童館・学童保育な

どが併設合築されており、昨年の４月に学校用

地と公園用地を利用して、北九州市では50番目

に開館されました。

このセンターの館長は、市の職員であってま

ちづくり協議会や地域の方々とのコミュニケー

ションのとり方など、日々の連携や苦労につい

てもお話を伺いました。

福祉の北九州方式を見学して

全国より急速に進んでいる「高齢化」に対す

る北九州の取り組みは、政令市で２番目に高齢

化がすすみつつある京都市や、同じく高齢化が

３番目に進んでいる大阪市においても、同じよ

うに高齢社会に対応をしなくてはなりません。

北九州市と京都市ではいろいろな面で違いが

あると思われますが、北九州方式のよい面は参

考に、取り入れられない面は改善しながら、よ

りよいものを構築し、これからの「少子高齢化

社会」に取り組まなければなりません。

今回、環境や福祉において先進都市である北

九州市を訪問させていただき、取り組みなどに

ついて勉強させていただき大変参考になりまし

た。

また、労働組合として、これらの活動に加わ

ることができるように、そして京都市の施策に

提言できるように、京都市行政に活かして行き

たいと思っています。

最後に、２日間お世話になりました北九州市

の保健福祉局・環境局の皆さんにお礼と感謝を

申し上げたいと思います。

（いなだ としゆき・自治労京都市職員労働組合）
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