
第３回福岡地域審議会 会議録 

 

と き：平成 18 年 11 月 10 日(金)午後 2時 

ところ：福岡庁舎 4階会議室 

 

出席者 

【高岡市】 

高田助役、岩坪経営企画部長、荻原総務部長、 

坂下都市経営課長 

 

【委員・50音順】 

上田久之委員、大家玲子委員、尾畑三郎委員、上嶋美智子委員、河原誠一委員、小山春

木委員、神代久子委員、中川謙三委員（副会長）、日和祐樹委員、浜木能雄委員、林 正

之委員（会長）、山本克彦委員 

 

【欠席者】 

島倉初美委員、竹島勝彦委員、中島秀恭委員 

 

【事務局】 

佐伯福岡総合行政センター所長、竹田福岡総合行政センター次長、司辻地域振興課長、 

山口経済振興課長、横山市民生活課長、矢部健康福祉課長、中川福岡教育行政センター

所長、稲垣地域振興課主幹、橘地域振興課副主幹 

 

【司会】 

司辻地域振興課長 

 

 

午後 1時 55 分 開 会 

 

１ 開  会  

 

【事務局：司辻地域振興課長】 

 本日は、お忙しい中ご出席賜りまして、まことにありがとうございます。 

1/22 



 ただ今から、第３回福岡地域審議会を開催いたします。 

まず、林会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

２ あいさつ 

 

【林会長】 

 お忙しいところ第 3回の福岡地域審議会に出席賜りまして、本日はありがとうござい

ます。前回の審議会では 10 月頃の開催ということでご案内しておりましたところ 11 月

にずれ込んでおりますが、高岡市におかれましては、総合計画審議会を設置されまして

５つの部会に分かれまして新市建設計画を基に議論されているようでございます。また、

ちょうど平成 19 年度の予算編成時期でもございます。この機会にということで 11 月に

開催させていただいたところでございます。 

今回は、報告案件２件、審議案件１件となっていますが、いずれも、総合計画、18 年

度予算の状況、19 年度事業予算に対する要請などいくつか懸案事項があろうかと思いま

す。従いまして今日は皆様方の積極的な・的確なご発言をいただきまして当局に対しま

して、要請をしていきたいとこのように思っている訳でございます。 

ご案内のように、前回３つの審議案件がございました。駅前地区土地区画整理事業、

幼保一元化施設整備事業、山村振興事業について議論させていただいたところでござい

ます。当局の説明を受けながら、それに対して審議してきたところでございます。これ

らの事業については全面的に当局に取り組んでいただいておりまして、駅前地区土地区

画整理事業は既に大型補正予算を組んでいただいており、いよいよ法手続きなども進め

られているようであります。これからは年々事業が進められるものであろうと考えてお

ります。また、幼保一元化施設整備事業については、皆さんの要望を、いわば、現在地

の文教ゾーン全体を検討しながら整備するという前回のお答えもありました。プロジェ

クトチームで現在検討いただいているようで、これらにつきましても一歩一歩前進して

いると、このように思っております。今日は身近な課題について皆さんのご発言・提言

いただければありがたいと思います。 

 

【事務局：司辻地域振興課長】 

続きまして、高田助役からごあいさつを申し上げます。 

 

【高田助役】 

 市長が本日、県の地方分権委員会と重なったため、私、助役の高田でございますが代
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わってごあいさつを申し上げます。 

委員の皆様には日頃より貴重なご意見とご関心をお示しいただきましてありがとう

ございます。早いもので合併をいたしまして先日１周年を迎えました。新市も２年目に

入ったわけでございます。林会長のごあいさつにもございましたように、懸案事項につ

きましては、新市建設計画に基づきながら着々と準備を進め、今、新市建設計画を引き

継ぐかたちの新しい直近の総合計画というかたちでより具体的な方針をまとめつつあ

るところでございます。従いまして大筋で新市建設計画における福岡が見えてきたとい

う感じもするわけでございますが、見えているのはどちらかといえばハードの部分かと

思います。これからはその肉付け、ソフトの部分をどうするかによってそれらの事業が

生きてくるかどうかということにかかるかと思います。福岡地域審議会の皆様にはそう

いう意味ではこれからますます中身についてのご発言、熱い議論、ご提言をお願いする

ことになると思います。本日のテーマは総合計画が軸になっておりますが、後ほどご説

明いたしますが、どうか、元気のある福岡からの発信という意味で、日頃からの皆様方

の滾
たぎ

る思いをぶつけていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。ただいまから議事に入らせていただきますが、本日は、島倉
しまくら

初美
は つ み

委員、竹島
たけしま

勝彦
かつひこ

委員、中島
なかしま

秀
ひで

恭
やす

委員は欠席との連絡をいただいております。本日

の会議は１５人の委員うち１２人の方々に出席いただいております。地域審議会の設置

の規定によりまして、出席委員は過半数を超えていますので本日の会議は成立している

ことをご報告いたします。 

なお、お手元の資料でございますが、事前にお配りしたものと若干、内容が変化して

おりますので、ただ今からの議事につきましては新しい資料でご説明いたします。 

規定によりまして、議長は会長が務めることとなっておりますので、林議長よろしく

お願いいたします。 

 

３ 議事 

 

【林議長】 

 それでは、規定によりまして議長を務めさせていただきます。 

最初に、前回、たくさんの皆さんからのご発言がございました。これにつきましては、

集約して当局の関係部署へ伝達したことを皆さんにご報告いたします。 
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議事の進め方は、①報告事項、②会則などを決める議案事項、③市長への諮問事項な

どを審議する審議事項、と３つに区分けしてございます。 

なお、今回の会議では、報告事項２件と審議事項 1件の議事で進めてまいります。 

 

（１）報告事項 

 

【林議長】 

 まずは報告事項、「報告第４号 高岡市総合計画策定」について、経営企画部都市経

営課坂下課長より説明をお願いします。 

 

【坂下都市経営課長】 

 都市経営課長の坂下でございます。それでは、私の方から、総合計画の現在の状況に

ついて、ご説明をさせていただきます。お手元の資料 No１から資料 No６までの資料を

ご覧ください。 

            

（総合計画資料１～７の説明） 

 

【林議長】 

 ありがとうございました。総合計画の審議に入っている訳でございますが、総合計画

の柱となる大綱等の策定について説明がありました。これらについて、具体的フレーム

や数値目標等については総合計画審議会で徐々に肉付けしながら、計画ができる訳であ

りますが、ご説明のように、２月頃に中間的なものができ、最終的には６月議会に議決

いただくということで６月頃までにまとめたいということでありました。新年度は総合

計画策定が大変な仕事になる訳ですが、ただ今の説明について、ご質問やご意見などい

ただきたいと思います。 

 

  

【委員】 

全体の進め方、フレームワークについてですが、総合計画審議会組織を立ち上げられ

たということですが、当審議会は福岡地域の新市建設計画が総合計画に反映されている

かどうか見守っていく役割があり、それが設立主旨でもあるが、総合計画策定に対する

地域審議会の位置づけと総合計画への反映をどうやっていくのか。 
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【林議長】 

 資料２枚目裏側（資料３）に委員名簿がありますが、福岡の皆さんも４人ほどお入り

になっていますが、福岡町民としての立場からではなく、大局的に立って大きな市の将

来を見据えて意見を述べられる。資料 No２に福岡地域審議会が左下に載っていますが、

どこにもつながっていないことから、当審議会からの要望や意見は直に市長に対して提

言していくというものであろうかと推測しております。 

 

【高田助役】 

 地域審議会は合併を見守るというものであって総合計画策定に直接関わるものでは

ありません。合併に当たって福岡町側だけに設置されましたが、合併のときに決められ

たことが守られているかどうかを１５年にわたってご審議いただくものです。審議会は、

法律に基づき設置されています。市長からの諮問を答申するという役目があります。た

またま、今のところ市長から諮問は出ておりませんが、合併の様子を見守るという大き

な任務がありますので、ご審議をいただいているというところでございます。これらの

意見を直接・間接的に総合計画の策定にも実質的にも反映していくということになる訳

であります。 

 

【委員】 

合併の約束を見守っていくと端的に言えばそうなりますが、本質的には総合計画の推

進のため、福岡地域の実情を地域審議会で審議していくとなっております。この審議会

が形骸化しないように連携を図ってほしいわけです。情報開示して我々にも総合計画の

審議内容を知らせていただき、この審議会が形骸化することがないような進め方をして

ほしいということです。 

 

【高田助役】 

 十分承知しているところでもあります。 

合併に当たって、法的な意味での地域審議会の役割はほかにもう一つありまして、審

議会の委員の皆様が複数でご意見を述べたいということであれば、審議会を開催して市

長に意見を述べることができるように最初の段階でそういった仕組みになっておりま

すので、皆さんのご意見を集めて進めていただければよろしいかと思います。 

 

【林議長】 

 基本構想は 15 年間、実施計画は平成 19 年から 5年間のものを作ると説明があった訳
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です。新市建設計画で確認されている事業が総合計画のどこに張り付いていくか、審議

会としては注目していく必要があるのではないか、このように思っております。 

特に意見などがないようでしたら、次に進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

【林議長】 

 続きまして、「報告事項第５号 福岡地域の主な事業の平成 18 年度 予算措置状況」

について、当局から説明をお願いします。 

 

【事務局：司辻地域振興課長】 

 それでは、「報告事項第５号 福岡地域の主な事業の平成 18 年度 予算措置状況」

について、ご説明いたします。お手元の資料 No７をご覧ください。それと補足説明資料

を付けておりますので、分厚いものでございますが、これは、この事業はどんなもので

あるかといった概要について書いてございます。これについては、お帰りになってご覧

ください。 

 

（資料 No７の説明） 

 

【林議長】 

 ただいま事務局から、福岡地域の主な事業について、平成 18 年 9 月末には約１１億

５千万円の予算がついているということで説明がありました。積極的予算配当に感謝申

し上げます。皆さんのご関心ある項目もあろうかと思いますので具体的な意見がありま

したらご発言をお願いします。 

 

【委員】 

 事業 No５について、荒屋敷下老子線に予算が付きましてありがとうございます。以前

の資料には補助内示とあったが、補正が付いたと考えてよいのでしょうか。この工事は、

福岡のインターにもパーキングエリアにも非常に有効にはたらく道路で、大変ありがた

いと思う。ついては、能越道路の今後の展望、進捗状況を教えてほしい。それがはっき

り聞かされていないうちに地元に新幹線の話しが来ております。 

また、前回資料には、事業 No４９のパーキング周辺設計５００万と書いてありました

が、この資料には載っていませんがこれも補正が完了したということで、これはやって

いただけると考えてよいのでしょうか。 
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新幹線は能越道に平行・隣接して一歩地内・下老子地内を走る訳で、そういうことで、

我々も説明会に出席した訳でありますが、大変心配している点がいくつかあります。ま

ず、パーキングの出入りの問題、というのは先ほどの能越道路の展望について関係して

くると思いますが、この場合、出入りの問題、工事も行われ、新幹線も通ってと、工事

完成後はどちらもずらせない大切なものであるが、今のままのデザインでは道路がうち

に入らない。そうなると新しいものが必要になる。この２つの仕事はドッキングしたも

ので設計されなくてはならないと思うが、地元説明会では、新幹線はこう通るから了解

してほしいという話しであり、地元にはドッキングしないかたちで話がきており、これ

では果たしてできるのであろうかと非常に心配である。このため、地元では一歩二歩・

下老子両地区ですが、この前の説明会のような説明では出席できないという意見が多か

った訳であります。この両計画がドッキングしてこそ有意義であると考えるのでこの点

説明をお願いしたい。 

 

【司辻地域振興課長】 

 荒屋敷下老子線については、補正予算がつきまして事業に入っております。また、No

４９の市単独事業の路線の新幹線と能越道福岡パーキングのＩＣ化の絡みの話しでご

ざいますが、一般会計予算の調査費 500 万は、能越道利活用事業の調査費で市内の能越

道全線についてどのような活用をするか調査する費用でございます。福岡パーキングの

活用についても検討されるものと思っております。 

また、新幹線と能越道福岡パーキングのＩＣ化の関係については、別々のかたちで進

むだろうと思っておりまして、その調整等につきまして、細かい内容については、後日、

担当課から聞きまして回答いたしたいと思います。 

 

【委員】 

 新幹線は国土交通省からの説明でありましょうか。どこでされるのでしょうか。 

 

【高田助役】 

 基本的に能越道と新幹線は別であります。能越道福岡パーキングのＩＣ化ということ

で合併前からご意見をいただいておりまして、もう 1つ能越道の無料化という要素も絡

んでおり、それらの調整を国、県、市の３者で行っています。この調整というものは、

なかなか難しい面もあり、また、新幹線の作業工程・スケジュールでの調整もあります

ので、当面、委員にご心配いただいている「別々に作ったのではインターの取り付

けがうまくいかないのではないか」という件の、能越道福岡パーキングのＩＣ化につき
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ましては、市の担当としては建設部の方で、新幹線につきましては直接図面を書いてい

る機構（独立行政法人の鉄道建設・運輸施設整備支援機構）の方で、それらを調整して

おりまして、仮に現在の新幹線の図面を基にして新しいインターを作ったとしても図面

上では差し障りがないのではないかというのが、現在のところの見解でございます。モ

デルケースについてはいろいろ研究をしておりますので、委員のご心配の件につき

ましては大丈夫であると、ご理解いただければよいかと思います。従いまして、事業に

つきましては着々と進めていくということであります。 

 

【委員】 

 周辺整備５００万は能越道のパーキングエリア周辺か、新幹線周辺を含むのか。 

 

【高田助役】 

委員ご懸案の件につきましては、新幹線の下を通らないと能越のインターに上っ

ていけないということになりますから、そこでの技術的な研究が必要になります。です

から、新幹線の高さと能越道の高さと現在のパーキングの取り付け具合とそれらが技術

的にきちっと研究されれば支障ないだろうと、今のところ、たたき台の段階では聞いて

おります。 

 

【委員】 

 総合運動公園はどうなっているのか。 

 

【高田助役】 

 新市建設計画では大きなテーマになって入っています。内容について、庁内のワーキ

ンググループで研究しており、だいぶ方向が見えてきています。当初、福岡側からの要

望では、福岡と高岡の市境辺りにどうかと福岡側から提案をした。その線に沿って検討

を進めているが、インターが完成した暁には、総合運動公園の出入りを便利に使えると

いうのが理想でありますので、それを念頭においてワーキングを進めています。 

 

【委員】 

 荒屋敷下老子線について平成 18年から平成２３年となって平成 18年設計完了となっ

ているがどこまでの完了か。 

 

【林議長】 
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県道本保線と県道福光福岡線の間という意味です。 

 

【委員】 

 県道として整備するのか。 

 

【佐伯福岡総合行政センター所長】 

 今の段階では、市道として整備します。 

 

【委員】 

 それ以降はどうなるのか。 

 

【佐伯福岡総合行政センター所長】 

 今のところ計画はありません。一生懸命やってきたがこれをどう新市の市道と一体的

な道路ネットワークを形成するかこれからの検討課題です。 

 

【委員】 

 福岡上蓑線について、これは、２２年の完了予定と聞いておりますが、その先はどう

なっていますか。 

 

【佐伯福岡総合行政センター所長】 

 今の段階では、計画はたってないので今後の課題であります。 

 

【委員】 

 福岡地内と小矢部市の境に一カ所、赤丸地内に一カ所、堤防の無いところがあります

が、これは町時代にも問題になっていました。この話はどこにすればよいか。高岡市が

まったく関係ないというわけではないでしょう。国土交通省が担当するのでしょうが、

取り付け道路とかそういう話しは、検討されてないのでしょうか。 

 

【竹田次長】 

 小矢部川の左岸の築堤整備については、「三日市橋・五位橋間の築堤工事推進」や「上

野地区の無堤区間の解消」という項目で、去る１０月２３日に福岡町地域自治会連合会

が県高岡土木センター所長と高岡市長に要望書を提出してきました。その中で高岡土木

センターから、所管は国交省であり県からも国交省へ強く要望するということで回答が
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ありました。市建設部にもこのことは伝えてあります。市と県が一体となって国へ要望

していきます。 

 

【委員】 

 No５８の「地域の特性を生かした施設として活用するため」と書いてありますが、ど

ういった内容を検討しているのか。 

 

【委員】 

 関連して、大滝と山王が統合し、幼稚園の跡地利用について協議していますが、新年

度予算を付けていただけるか。 

 

【中川教育行政センター所長】 

 地域のいろんな団体の方々にどういった使い方がよいか検討いただいて利活用に反

映していくことであります。 

 

【中川教育行政センター所長】 

１９年度予算要求はしていきたい。 

 

【委員】 

 地域の特性を生かした施設は、例えば地域の人が地域の防災・防犯などの活動ができ

る、また、震災のときにも使える防災保護センターみたいな機能も兼ね備えた施設とし

ても使えるようしたらどうか。 

 

【中川教育行政センター所長】 

 コミュニティ施設は基本的には公民館として活用していただくという考え方があり

ます。実際、地域の方々と協議した中には、災害等が起きたときには避難場所として活

用できないかといった意見もありました。こういったご意見も踏まえて計画を策定して

おりますが、防災を中心とした施設ではない、あくまでも、公民館を主体としたコミュ

ニティ施設であると考えていただきたい。そういうことで地域の皆さんに活用していた

だきたい。 

 

【委員】 

 コミュニティ施設では、地域のひとり暮らしの高齢者世帯など把握できるのでしょう
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か。 

 

【中川教育行政センター所長】 

 この施設は地域のコミュニティ活動を支援するもの、日頃皆さんの活動の中で利用し

ていただくものです。これは地域の皆さんのこういった活用をしていきたいというご意

見から、計画をまとめたものです。 

 

【委員】 

 旧高岡市は２０
※1

～３０ｍの間隔で消火栓等があるが、旧福岡町には消火栓等が少ない

と、木舟地区では消火栓等が１つしかないと、火災が起きた場合は唐俣川の水を吸い取

るかあるいはその１本しかない消火栓等で対応するしかないと、火災が発生した場合、

どこから確保すればよいか困難な状況であると、地区のミーティングで伺った。火災や

災害時に対応できる地域の防災センター的機能も兼ね備えた施設が必要ではないかと

思っています。 

 

【高田助役】 

 たいへん貴重なご意見をいただいたと思います。早速、担当のところで調査いたしま

して、しかるべき手当ができるものであればしていくという方向で進めたいと思います。

先般来、今年に入ってから各地で災害が発生しております。それぞれの地域の避難等に

ついて、洪水ハザードマップ（市民と市政 9月号と一緒に配布）を作って、皆さんそれ

ぞれに、全戸配布しています。皆さんそれぞれが自覚をもって、またこのようなご提案

もいただきながら、より良い防災体制になっていけたらと思っております。この件につ

きましては、すぐ返事というわけにはいきませんが、うけたまわりまして、検討させて

いただきます。 

 

【担当課からの文書回答】 

※1 福岡町木舟地区における消防水利について（消防本部） 

 消火栓や防火水槽等の消防に必要な消防水利については、「消防水利の基準（昭和３

９年消防庁告示第７号）」に基づき整備しています。高岡市においては、用途地域によ

って異なりますが、一つの消防水利から半径１００ｍ～１４０ｍの範囲内に消防対象物

が包含するように、消火栓等を設置することとしています。 

 ご指摘の木舟地区には、上水道が整備されていないため、防火水槽が１基設置されて

おり、これにより木舟団地内の消防対象物はすべて包含されています。また、地区境界

11/22 



を流れる唐俣川は水量豊富であり、さらに時期によっては地区内を南北に流れる農業用

水を水利として使用できる状況であり、これによりほとんどの消防対象物が包含される

こととなります。また、この地区は直線的な道路が整備されており、渇水期においても

唐俣川からの中継送水が可能であることから、消防活動は比較的容易な地区と考えてお

ります。 

消防水利の整備については、今後とも高岡市全体の整備状況を勘案しながら計画的に

行っていきたいと考えています。 

 

 

【委員】 

 ２２番の林道鞍馬寺線の改良がされていますが、あそこには県指定の文化財である大

きなケヤキがあり、その根もとを鞍馬寺線が通っているわけですが、上の方と下の方に

は大きなＵ字構が入っていてケヤキの根もとはどうなるのか担当者に尋ねたところ古

いＵ字構が入っているので、それを利用するという。大きなＵ字構をそこに埋めてもら

っては困るし、上は大きなＵ字構が入っているのにそこだけ細いものを使っていても意

味が無いように思えるし、その部分についてはケヤキの根もとを傷つけないように工事

をお願いしたい。また、舗装をしてもケヤキの根もとに水がしみ込むような対策を考え

ていただきたい。 

 

【山口経済振興課長】 

 担当
※２

課と検討させていただきたい。 

 

【担当課からの文書回答】 

※２ 大ケヤキ付近の「林道鞍馬寺線改良工事」について（農地林務課） 

県指定文化財である大ケヤキ付近の「林道鞍馬寺線改良工事」については、大切な市民

の文化財であることや自然の樹木であることから、入念な工事の施工に心掛けており、

極力、環境が変わらないように既設の側溝を利用して計画し、施工しております。 

 また、大ケヤキ付近の側溝布設時の掘削については、根元を傷つけないよう施工業者

共々、十分な注意を払って工事を行っております。 

 さらに、大ケヤキ付近の舗装については、道路勾配が急ではないことから、現在のと

ころ、舗装工事を行う計画はありません。従って、従来どおり、大ケヤキの根元へは水

がしみ込むものと考えております。 
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【林議長】 

 他にございませんか。 

 

（意見なし） 

 

【林議長】 

 懸案事項が中に入っているわけでございます。具体的に皆さんからご提言があれば後

ほどでもけっこうでございますのでお聞かせ願いたい。 

 

（２）審議事項 

 

【林議長】 

 続きまして、審議事項に入ります。審議項目第５号 平成 19 年度予算についてのご

意見をいただきたいと思います。これは資料がありません。 

従って１８年度の事業の状況を踏まえて新年度の事業予算確保をお願いしたいとか、

調査したものの具体的な図面を示してほしいといった話もあるかもしれませんが、細か

い話は別として、18 年度の事業を踏まえて 19 年度の予算編成に対してのご意見等あり

ましたらお願いします。 

 

 

【委員】 

 市から国県に対しての重点要望があるわけですが、旧福岡町から国県等に要望してい

たものがそのまま全て高岡市から要望なされているか。選別されて取り除かれたものが

あるのかお聞きしたい。 

 また、先ほど、委員から小矢部川左岸について質問がありましたが、上野の６０

０ｍのことですが、前からお願いしているが、真剣にやっていただいているのでしょう

が、なかなか進まないと。また、もう１つは赤丸地区と三日市橋の間、特に赤丸地区は

まったく未完成の状態にあります。先日配布された洪水ハザードマップをみると右岸側

は仕上がっているが左岸側は仕上がっていない。従って右岸からみると左岸は５０㎝か

ら１ｍぐらい低いのではないか。そういうことから、土盛りが必要ですが、それも進ん

でいない。 

上野の６００ｍが今度の要望に入っていないとちらっと聞いたが、先ほど山本さんの

質問の答えでは、陳情に行ってきたと答えておられますが、そうなのでしょうか。 
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【高田助役】 

 福岡町地域自治会連合会の要望には入っております。 

 

【委員】 

 これらについて状況はどうなっているか知りたいわけです。洪水ハザードマップを見

ておりますと、水害は、比較的赤丸側の方はひどくない、土屋の方がひどいのですが、

土屋は先に切れるような条件があるのかと。あのマップは決壊したことによって発生す

る水害のマップみたいでありますが、それらについてもどうなのでしょうか、マップの

見方について各地区で説明会ぐらい開いてほしいなと思っているわけです。 

 また、県営かんがい排水路の改修事業で、馬場谷川および五位庄用水については、県

に要望されておられるのだろうと思いますが、現在、改修しておられる五位庄用水の問

題と関連ありますので、この問題もどうなっているのだろうと思っております。 

 もう１つ、新市建設計画には福祉専門学校に 9千 500 万円が計上されていたはずです

が、これについては中止になったと見たような気がするのですが、少なくとも、新市建

設計画を変更する場合は市長がこの審議会に諮問することになっています。それがなさ

れないままに変更されるのは、どうなっているのかお聞きしたい訳です。予定されてい

た福岡の保育所の辺りですね、あそこでどうかといった話しがあった訳ですが、場所に

ついて、あそこは文教地区として、幼保一元化はあそこがいいな、と私も思っているの

ですが、この福祉専門学校はどうなったのでしょうか。 

  

【高田助役】 

 私からは、福祉専門学校の件についてお答えします。ご指摘のようにこの項目は新市

建設計画にあがっております。新市建設計画にあがっている案件のいくつかは具体的な

中身が示されていないものもありまして、それらを一つひとつ吟味しながら新しい市政

に反映するという仕事がひとつありました。その過程の中でこの福祉専門学校につきま

しても、検討させていただきました。福祉専門学校と言ったり、その前は看護学校と言

ったりしておりました。福岡町議会でもかなりのご意見を頂戴して、なかなか一致した

ところまでいっていなかったということも聞いております。そうした案件でございまし

たので、ひときわ真剣に検討させていただきました。要は実事求是だと思います。新し

い市になって何が何でも全部するというのではなく、新しい市になって新しい時代のな

かでこれがどう息づくか、これをどう生かしていけるか、福岡の活性化に本当に役立つ

のかといった観点から、再度、吟味をさせていただきました。その中で名乗りをあげて
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いた一部の関係者からこの件につきましては辞退という申し出がありましたのでその

時点でこの案は消えております。従いまして、大きな案件の場合は市長から諮問があっ

て変更ということになりますが、個々のケースの場合はそういうことが無くても説明で

きる場合があろうかと思います。これはある特定の方、業者ということではありません

が、申し出を基本にしながら構築された提案でありまして、そういった事情があるとい

うことで、この機会に、市民の皆様や地域審議会の皆様にご理解いただけたらと思って

おります。 

 

【委員】 

 そうであるならば、新市建設計画の項目の中でそういうふうに消えたものはあるか。 

 

【高田助役】 

 項目ではその他は存知しておりません。逆にインターのようなものは加わっています。

そういう出入りが起きています。 

 

【委員】 

 わかりました。 

 

【竹田次長】 

 小矢部川の左岸の築堤の整備は福岡町地域自治会連合会の要望の中にもあげており

ます。膨大な工事費がかかるということで、福岡地内からも、直接、要望されるなどし

て、県議にも同席いただいて強く要望してきた。県の担当者からも土木部など関係部署

にもきちんと伝えていきたいという回答をいただきましたので、今後、引き続き要望し

ていくべきと考えています。 

福岡町時代の国県要望事項が新市に引き継がれているかといった質問についてです

が、高岡市でも精査をしながら推進事業・継続事業というかたちで国県へ要望していま

す。福岡地域の要望事項については合併当時の新市建設計画を策定するとき、また合併

後も随時整理しております。細かい項目ではなく大まかにまとめ、例えば、「国道・県

道の整備促進、地域生活道路の整備促進」とか大まかにまとめていますが、旧福岡町時

代から引き継がれ、新市建設計画に盛り込まれた重要なものは、今後も国県へ要望して

いくことになります。 

 

【委員】 
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 わかりました。 

関連で、小矢部川の赤丸側は非常に低くなっています。対岸側は高い。今年の春先に

赤丸側の砂利を向こうに送って対岸側を護岸した。すると流れが変わって、赤丸側に流

れがよけいにきている。そういうことから流れが赤丸側に突き当たっているのではない

か。突き当たったところが低ければ余計に削られる危険性があるのではないかと。そこ

までいけば、そこたらじゅう目につくのかもしれませんが、そういうこともありますの

で、是非とも強く要望していただきたいと思っております。１９年度もよろしくお願い

します。 

 

【竹田次長】 

 今、委員がおっしゃいました要望の主旨を事務局でまとめまして、関係の部署へ

伝えたいと思います。 

 

【林議長】 

 ただですね、上野地内の無堤防地区には、五位庄用水の用水路があります。それを移

動しないと築堤できないという問題がある。ですから、農水省と建設省（国土交通省）

と話しをして国土調整費用による検討を行ったが、位置付けできなかった。ですから用

水路改修の話が先行してくれれば築堤は簡単にできるのであるが、しかし今回の五位庄

用水４０億の全体事業費にはその用水の整備費が入っていない。従って、そのあたりの

話には調整が必要だと認識していただき、各部局へ働きかけていただきたい。 

 

【佐伯所長】 

 洪水ハザードマップの説明について、建設部では自治会ごと・地区ごとで申し出があ

れば、出前講座ということで、細部にわたる説明をさせていただきたいということであ

ります。担当は建設部の土木維持課でございます。 

 

【委員】 

 淵ケ谷小学校校舎の利活用について、町の教育委員会で 2 年間ほど調査をしていて、

その後高岡市へ引き継がれたが、それについて、高岡市でも何らかの腰を上げていただ

きたい。１９年度には動いていただきたい。 

 

【林議長】 

 今日の資料には無いですが。 
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【委員】 

 全く無いですが・・・。 

 

【佐伯所長】 

 ここにはでていませんが、山村振興事業の中で産業振興部（農林担当）では淵ケ谷小

学校校舎の利活用を含めたもので検討していこうということになっています。今日のご

意見は担当課にも伝えていきます。 

 

【高田助役】 

 委員からは前回も具体的なご提案をいただいております。そのことも内部に申し

伝えてありますが、より具体的にしていく必要がありますので、そういう意味ではもう

しばらく時間をいただきたい。前回は、委員から淵ケ谷小学校の教室などをものづ

くりをしたい人などに解放して地元の人が見学したり専門知識を生かし伝えたりして

活用したらどうかといった、たいへん貴重なご提言をいただいております。大変ありが

たく思っております。ただ、それを具体的に実際どういうかたちで生かしていくかとい

ったところまでいっていない、ちょっとはがゆい感じもいたしますけれども、市長から

も淵ケ谷小学校の利用を何とか早く考えなさいということで指示が出ていますので、急

いで対応していきたいと思っております。 

 

【委員】 

 ということは、19 年度の予算には全く数字には出てこないということでしょうか。 

 

【高田助役】 

 予算というものは具体的なものがあって出てくるものでありますので、そのあたりを

ご理解いただきたい。 

 

【委員】 

 県道本保線の途中で３００ｍほど消雪工事がしてないところがあり、ここでよく冬場

は車がひっくり返っている。交通の安全上危険であるため、県の方にお願いしているの

ですが、お金がないということでしていただけないので、これについても市の方でもよ

ろしくお願いしたい。 

 

17/22 



【竹田次長】 

 これは地元の要望でもあり、県にも伝えてあります。県の方も冬場には除雪車をあの

区間だけ持って行くのは非常に無駄であると考えていて、どっちみち除雪車を持って行

くのであればあの区間だけ早く消雪にしてしまえばいいのではないかと考えています

が、水源の問題があります。いずれにしても県としては深く受け止めています。ただし、

消雪されない当分の間は除雪車がきちんと行って交通に支障がないようにすると高岡

土木センターの担当も言っています。 

 

【委員】 

 それは県の高岡土木も知っているのか。 

 

【竹田次長】 

 はい。 

 

【委員】 

 県議の正月のあいさつのときは調査費の話しもあったが、ところが 6月に自治会長が

県へ陳情に行ったときの話しでは、お金が無いの一点張りであったそうだが。 

 

【竹田次長】 

 お金が無いということより、少し水源の状況をみたいということでしょう。 

 

【委員】 

 水源もお金がかかるのでしょうが、冬が近づいていますので今の除雪車の話しも含め

てよろしくお願いします。 

 

【委員】 

 駅前の土地区画整理事業についてどうなっているか。 

 

【司辻地域振興課長】 

 駅前地区土地区画整理事業につきましては、現在、本庁と福岡庁舎で都市計画決定に

向けた計画の縦覧を行っています。都市計画決定を受けまして、今後は、①基本設計、

②知事の事業認可、③仮換地の作業に入っていくという予定になっています。 
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【高田助役】 

 若干、補足させていただきます。今ほどの説明のとおりでございます。年内にも都市

計画決定を受けるという構えで進めております。分庁舎にも縦覧の資料がございまして、

先般来、たくさんの方がお見えでございます。これは、区域を決めるという作業でござ

いますから、今後、重要になるのは、ハードからソフトへ移る段階であろうかと思いま

す。皆さん方にも特に私からお願いをしたいのでございますが、道路ができる、ハード

ができると、それでいいというものでは決してないと。そこにけじめのある新しい玄関

口が仕上がらなくてはならない。それは、住民参加というかたちで、それぞれの夢がそ

こに盛り込まれていくというものであろうと思っております。今までのところ、地元の

有志が作りました準備委員会が中心になりまして作業を進めておりますが、なかなか

個々の地区委員の方々の夢にまで至っていないような節もございますので、是非、皆様

方のご意見も含めて、いろいろ後押しもしていただき、せっかくの事業でございますの

で、実りある、中身のある、駅前再開発というふうに是非したいと思いますので、ご協

力のほどお願い申し上げます。 

 

【林議長】 

 大体意見も出尽くしたわけでありますが、平成 18 年度の現況、平成 19 年度の予算化

等についてと、いくつか要請と提案・提言も出て参りました。是非とも国県の事業も含

めて実現に向けて当局にご理解いただきたいと思っております。以上で 19 年度予算に

ついての審議を終わらせていただきたいと思います。 

 

（３）その他 

 

【林議長】 

 引き続き、私の方から、ひとつ提案をさせていただきたいと思っています。今年の 1

月に第 1回の審議会が開催され、本日で３回目を数えた訳でございますが、冒頭のあい

さつでも申し上げましたように、ちょうど、新市の総合計画策定を一生懸命取り組んで

おられ、そして、新年度の予算編成の時期であることを鑑みまして、この審議会として

何らか市長さんに、提言というか要請というか、文書を持って提案したいという思いを

実はいたしました。私なりのたたき台を作ってみた訳でございますので、配布いたしま

すので、皆さんに議論していただきまとめていただければと思います。 

 

ただ今、お配りした資料をご覧ください。 
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合併後、当局におかれては、着々と新市の基盤作りを進めておられ、とりわけ、福岡

地域においては、重点的に予算配分をしていただいているところでございます。深く感

謝申し上げます。そこで今日の皆さんの提言も含めまして、これまでの意見をこれから

の市政に十分に反映していただきたいと願っておるわけでございます。 

１つは、総合計画に新市建設計画を盛り込んでいただきたいということ、ご案内のよ

うに、新市建設計画には多種多様な事業が位置付けされている訳ですが、総合計画の中

にそれを計上していただきたいということが１つ。 

また、平成１８年度予算にいくつか調査費を計上された事業がある訳でございますが、

これらの優先度・緊急度を踏まえ、一日も早く事業推進をしていただきたいと。いわば、

合併効果が市民に見えるようにしていただけないかというお願いでございます。 

この 2点について市長さんに要請していきたいと思いますが、文章案についてご検討

いただきたいと思います。 

 

【委員】 

 合併して 1年も経つといろんな意見が出てくるようになりました。負の意見も多ござ

いまして、ひどいのになりますと、頼みに行けば金がないというのに何で 8号線の拡幅

をしなくてはならないのかとか、こんな意見もあり、しかしこれも無理からんと思う訳

ですが、総合計画の進捗状況、合併したときのこの計画（新市建設計画）これらの進捗

状況は私らには何もわからん訳ですよね。その人の意見に対して説明できるわけがない

と思っても、せめて少しでも説明をと思うが、何の資料もないので説明できない。今回、

市長に要請する「新市建設計画に対する進捗」は、両手を挙げて賛成です。 

 ただもうひとつ追加してもらえれば、合併特例債９５億の予算化はどうなったのでし

ょうか。 

 

【林議長】 

 それは次回でよいでしょうか。 

 

【岩坪経営企画部長】 

 合併特例債は、全体で１８０億の活用を、というのが新市建設計画の全体の姿だと思

っておりますが、１８年度の特例債の活用は全体で２０億ほどを考えています。現在、

予算化されている中で、例えばパークゴルフ場、消防ポンプなど、いろんな個々の事業

で合併特例債の活用を考えています。これは起債の申請でございますので、最終的には
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起債相当額ということで締めていきたいと思っております。現在の状況ということでお

答えします。 

 

【林議長】 

 ありがとうございました。 

要請の文章は、抽象的で、個別の事業名など出すことは避けている訳ですが、第１回

目として、このようなことで、いかがでございましょうか。 

 

【委員】 

 審議会の総意としてよろしくお願いします。 

 

【林議長】 

 承認いただいたと考えてよろしいでしょうか。 

 

（賛成の声あり） 

 

【林議長】 

 ありがとうございました。それでは、後日、副会長と、お願いに行って参ります。 

 以上をもちまして、本日の審議は終わった訳ですが、最後に、何かありますでしょう

か。 

 

【委員】 

 まだあるのではないか。消防署の説明とか。これ（補足説明資料）はただ、付けてあ

るだけなのか。 

 

【事務局：司辻地域振興課長】 

 補足資料として付けてあるものです。 

 

【事務局：司辻地域振興課長】  

 次回の第４回福岡地域審議会は、総合計画の策定状況に合わせて、「総合計画基本構

想中間まとめ」が固まった時期に開催したいと思います。具体的な日程が決まり次第、

委員の皆さんにご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。  
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４ 閉会 

 

【林会長】 

これをもちまして、第３回福岡地域審議会を閉会いたします。  

午後 4時 00 分 閉 会 
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