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第４回福岡地域審議会会議録 

 

と き：平成 19年 1月 26日(金)午後２時 

ところ：福岡庁舎 4階会議室 

出席者 

【高岡市】 

橘市長、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・あ～お順】 

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、島倉初美委員、神代久子委員、竹島勝彦委員、中川謙三委員（副会長）、中島秀恭

委員、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 

 

【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２時 開 会 

 

１ 開  会  

【事務局】 

 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。 

 ただいまから、第 4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 会長あいさつ 
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【会長】 

 昨年は 3 回地域審議会を開催させていただきました。3 回目に新市建設計画に関す

る要請を市長にしました。今日は、新年度予算編成に向けて地域審議会の声を出来る

だけ反映したいという市の配慮もあって今年初めての開催となりました。前回の会議

では、総合計画がある程度まとまった段階で第４回の審議会を開催すると申し上げて

いましたが、新年度予算決定前に市長自らお越しいただき、意見を聞きたいといった

このような配慮があったことにお礼申し上げます。 

本日は、報告事項３件と、その他の事項１件の議事で進めてまいります。市では新

年度予算の最終的な詰めの段階にきているかと思います。また総合計画においては基

本構想の中間まとめがほぼできたように聞いております。今日は皆さんの忌憚ないご

意見をお願いします。なお、最後に市長から平成１９年度予算について、とりわけ福

岡地域について説明がありますので、それについてもご意見をお願いします。 

 

【事務局】 

続きまして、橘高岡市長からあいさつを申し上げます。 

 

３ 市長あいさつ 

 

【市長】 

 本日は第 4 回地域審議会が開催され、お忙しい中、委員全員にご出席いただきあり

がとうございます。前回の会議後、会長から地域審議会の要請をいただいております。

新市建設計画を総合計画にしっかりのせていくことや、一つひとつの事業について調

査段階から事業実施へと熟度を上げていくとを踏まえて総合計画の策定や新年度予算

の編成を進めているわけでございます。 

合併後、１年３カ月が過ぎ、この間、福岡高校の甲子園出場や、つくりもんまつり

のサントリー地域文化賞の受賞など新市一体化を進める中で特に福岡地域の皆さんの

頑張りで高岡市全体を元気付けていただきましたことにお礼申し上げたいと思います。

2 月 2 日に臨時議会が開催され、この中で福岡消防署移転改築工事請負契約の議決が

予定されています。今まで、かたちに現われていなかったものを一つひとつかたちに

していく大事な時期ではないかなと思っております。皆さんからは、会議の中でたく

さんのご意見をいただきたいと思います。 

北陸新幹線の建設を行う高岡鉄道建設所（独立行政法人の鉄道建設・運輸施設整備
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支援機構）が瑞龍寺の傍にできたので、本日ここに来る前に開所式に出席してきまし

た。そこで、今年は、射水市・高岡市・小矢部市の全域に渡って用地取得、付帯工事

の設計段階に入るとお聞きしてきました。特に鉄道・運輸機構の北陸新幹線第二建設

局の局長から高岡市福岡町内の山王・大滝地域を中心に、早い段階からいろんなご協

議をいただいていると特にお礼の言葉がございました。県民の悲願である北陸新幹線

の建設について、市も県も、汗をかいて取り組んでいく所存でございますので、地域

の皆様方には温かいご理解とお力添えを賜れば大変幸いかと存じます。 

この後、今日の議題に従いながら皆さんのご意見やご提案をお受けします。私も勉

強もさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。ただ今から議事に入らせていただきますが、本日の会議

は１５人の委員全員に出席いただいており、本日の会議は成立していることをご報告

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。 

 

４ 議事 

 

（１）報告事項 

 

【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。議事の進め方は、報

告事項３件とその他事項１件の議事で進めてまいります。まずは報告事項、「報告第５

号 福岡地域審議会からの要請」について事務局から説明します。 

 

【事務局】 

「報告第５号 福岡地域審議会からの要請」について、昨年の１１月３０日に、会

長・副会長が市長へ直接要請をされました。会長から報告いたします。 

 

【会長】 

 報告事項、「報告第５号 福岡地域審議会からの要請」について、お手元のコメント
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が入った資料 No１をご覧ください。昨年の１１月３０日に、中川副会長と一緒に市長

へ要請をして参りました。概要を簡単に説明いたします。福岡地域住民の願いは新市

建設計画事業が新市の総合計画にどう位置付けされるか、もう一つは、合併した効果

が一つでも見えるようにしてほしいというのが町民の願いであり、市長にお願いに行

った内容であります。市長におかれましては地区ごとや校下ごとなどさまざまな分野

でタウンミーティングを開催され、住民の意見を直接聴き、声を把握する努力を重ね

ておられます。しかもそれを具現化するため、頑張っておられるのがよく分かります。

新市建設計画と総合計画の整合性を図られ、りっぱな総合計画になると確信しており

ます。今回の要請について、市長からは、現在の状況や新市の一体化の取り組みにつ

いて説明がなされました。また、住民の期待に添いたいといった応えもいただき、非

常に心強く思って帰ってきました。 

今回は具体的な要請をしていませんが お手元の要請書の通りです。 

 

【議長】 

 続きまして、報告事項、「報告第６号 高岡市総合計画の策定状況」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。 

 

【都市経営課長】 

 それでは、高岡市総合計画の策定状況につきまして、お手元の資料 No２に従いまし

て説明をいたします。 

（都市経営課長説明） 

 

【議長】 

 ただ今、坂下都市経営課長より報告第６号の説明がありましたが、質疑につきまし

ては、次の報告第７号の説明後、一括して行いますのでよろしくお願いします。それ

では、「報告第７号 福岡地域の新市建設計画事業（平成 18年度予算事業）」について、

事務局より説明をお願いします。 

           

【事務局】 

 それでは、お手元の資料 No３をご覧ください。「報告第７号 福岡地域の新市建設

計画事業（平成 18年度予算事業）」について、ご説明いたします。 

（事務局説明） 
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【議長】 

 報告第６号と報告第７号を一括して説明しました。これより、第６号の質疑からお

願いします。本日、特に福岡地域について分かりやすくして総合計画基本構想の中間

報告案が示された訳でございます。目標があって 15年後の市の姿が出ています。事前

に資料も配布され勉強もしてこられたかと思います。 

 

【委員】 

 現在、福岡町では、北陸線と国道から東側におきまして庄川左岸地区の農地防災事

業として農業排水の改良事業が国県営で 21年度から着工が見込まれておりまして、そ

れにつきましては、この計画の６ページに「農山村の振興」の計画に記載されている

かと思っています。 

また、小矢部川から西側の五位山・西五位・赤丸・石堤地区については、県の一級

河川谷内川をはじめとして、準用河川である甚徳川、馬場谷川と（併用する）合口幹

線用水の改修について以前から要望しておりまして、市では十分把握されておられる

と思っています。谷内川は用地買収が行われています。地元としては、この準用河川

が谷内川の 1 期工事が終わる頃には改修が終わるといいなと望んでいる訳であります。

細かいことは総合計画に書かれないだろうが、この件については、旧福岡町から新高

岡市に十分に引き継ぎがなされていると思います。 

つきましては、どのように取り組んでいかれるかお聞きします。 

 

【市長】 

 旧福岡町から引き継いた準用河川の整備については、全体を考えながら県とも十分

に話し合いながら一緒に進めていかねばならないと思います。 

一級河川の谷内川については、以前から計画を進めており、県にも事業費の増額を

強く要望しているところであります。併せて残りの準用河川についても引き続き働き

掛けをしなくてはならないと思っております。 

 

北陸線から東側のお話のあった国営総合農地防災事業は国営の地方債で行いまして、

19年度・20年度の 2年間で庄川左岸地区について全体の実施設計を行います。その中

で具体的な改修工事については地元、国、県と協議をしながら 21年度の事業着手を目

指しているところです。 
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【委員】 

 谷内川は１期工事が終われば改修工事の効果が 80 パーセントぐらいはでると思う

が、谷内川の上流にある準用河川の改修工事がされないと効果が半減してしまう。だ

から谷内川の１期工事が終わるまでに何とか、やってもらいたいというのが地元の

前々からのお願いです。 

 

【委員】 

６ページの「豊かなスポーツライフを実現する生涯スポーツの推進」の中で、旧福

岡町時代からの要望であった総合グラウンドについて、市としてお考えがあれば説明

していただきたい。 

 

【助役】 

 総合グランドについては、現在、庁内ワーキングで検討しており、これは、市内全

体の施設を市内にどのように配置していくかといった議論から起こしまして、具体的

には、例えばサッカーにするか野球にするかといったこと、またどのようにグラウン

ドを使用するか、どれをどのくらいの規模で入れていくか、といったことなどをもっ

か検討しているところであります。上田委員のご発言のように総合グラウンドは合併

前から福岡町の要望であり、野球場にという声もあったかと思います。また、さまざ

まな団体などからも要請を受けているところでございます。そういった要望を慎重に

検討しながら、財源に合併特例債を使う場合は旧高岡市・福岡町のどちらの住民も使

えるように、場所については旧市町境あたりがどうかという意見が当初からございま

して、今はその線で検討を加えている段階です。能越自動車道ＰＡのＩＣ化の問題や

その他の周辺施設との関係も考慮しながら場所の特定を急ぎたいという段階でありま

す。 

 

【議長】 

 総合計画は、これから更に、基本構想から基本計画を策定し、その段階ではもう少

し具体的になると思いますが、これは、まだ将来のまちづくりに向けた基本構想の段

階であります。具体的なご意見は、審議事項の質疑の中で行うこととし、「基本構想」

についてご意見をお願いします。 
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【委員】 

 ３ページからの基本構想は、福岡地域に関する主な記述事項となっていますが、オ

ール高岡の中の一部とみて考えなくてはならない。そうするとオール高岡のことは別

途に説明があるのか。２ページの「第１章 都市の将来像」には目標１から５まであ

り、これだけだと標語や項目だけで終わってしまいそうです。高岡全体の中の福岡と

して見るには、高岡全体のこともある程度はお聞かせ願いたい。 

 

【助役】 

 もっとものご意見でございます。しかし、本審議会は福岡地域を限定して議論を進

めております。高岡全体については決まり次第、資料としてまとめましてお知らせす

る機会を作りたいと思います。 

 

【都市経営課長】 

 2 月 13 日に総合計画審議会の総会で基本構想の中間報告が審議されます。その後、

市民フォーラムという形で全体の内容を皆さんに示したいと思います。その際にはこ

のような細かい内容ではありませんが全体を報告したいと思います。福岡地域を会場

とした市民フォーラムは 3月 1日に開催されますので参加していただければありがた

いし、本地域審議会にも何らかの形でご報告したいと思っております。本審議会のこ

の資料内容は、かなり書き込んであり、ほんの少しという訳ではありません。たくさ

ん入っている資料だと考えています。 

 

【委員】 

総合計画には中期もあり長期もあるのでしょうが、私ども福岡以外のことに立ち入

る気はありませんが、何分にも高岡全体を聞いた上でという気持ちもあった訳ですか

らお聞きした訳です。 

 

【委員】 

 何箇所か西山丘陵ということばが出てきますが、福岡の人間には西山丘陵というこ

とばは親しみあるが、高岡の人にとっては高岡西部丘陵あるいは宝達山丘陵といい、

西山丘陵ということばは高岡では馴染まないのではなかろうか。また、西山丘陵とは、

福岡から見える範囲をいうのではないかと思う。（高岡の人は）宝達山丘陵が迫る一つ

の山で、その奥は入っていないという感覚を持っている。そういう視点で文書を読ん
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でいると、単なる山かたの表現を西山丘陵として扱うのは適切でないと思う。 

もう 1 つ、１５年後の高岡の姿として、４ページですが、目標３の中で「木舟城、

守山城の調査も進んでいる」と書いてありますが、また先ほどの説明でも「木舟城と

いうことばが入った」と強調されましたが、木舟城については旧福岡町で、既に５～

６年前から調査が進んでいる訳である。１５年後も「調査も進んでいる」という表現

であれば何も変わらないのではないか。１５年後もまだ調査しているのか。地元では

実際あそこに城ができて、という人もいますが、それは無理だとしても、ここにはあ

る程度、「調査も進んで整備」という「整備」のことばを入れてほしい。 

 

【市長】 

 西山については、旧高岡市でも昭和 60年代には西山開発といった動きがありまして、

それなりに伝えられてきたことばでないかと思います。現在、旧福岡町で作られた西

山歴史街道整備構想を旧高岡市域の石堤～国吉地区まで延長することで進めています。

実際これで（「西山丘陵」ということで）進めて行けるのではないかと考えております。 

  

木舟城については、まさにこういったご意見をいただきながらまとめていかねばなら

ない訳で、１５年も経てば調査も終わり、もっと何かしているのではないか、という

ご意見はごもっともなご意見でありまして、こういったご意見を反映しながら、修正

していかねばならないところは改めていきたいと思います。 

 

【委員】 

 ４ページに「少子化に伴う通学区域の見直しや学校の再編統合が実施されるととも

に、・・」と書いてありますが、現在、少子化に伴いどんどん人口が減少していますが、

やはり町の基本は子どもたちであり、教育だと思う。新高岡市においても当然そうな

ると思う。ここでは誰もが分かるようにしていただき、少子化に伴ってどういう手立

てをするのか、通学区の見直しとは具体的にどういうことなのか、ここで教えていた

だきたい。 

 

【市長】 

子どもを育てやすい環境であるべきだと思います。なんとか国の出生数も増加に転

じたと聞いておりますし、合計特殊出生率にしても今のままでいいとは決して思えな

い訳で、子育て対策をしっかりして産み育てやすいまちを目指していかねばならない、
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そういったことも総合計画の全体の中では出ていると思います。 

 

通学区域の見直しについては、学校施設有効活用等に関する市民懇話会を進めてき

て、――福岡区域は既に６小学校が１つなった経緯がございますので―― 通学区域

に関する問題が起こっているのは旧高岡区域でございますが、旧高岡区域では、野村・

下関小学校の児童数が増える傾向にあり、そこでは学校が少し狭隘化しているといっ

た問題がでています。しかし、ほとんどの小学校においては児童数が減る、特に中心

部においてはかなり減少している訳で、野村・下関の周辺の通学区域をどうすればい

いか考えようというものです。また旧高岡区域には２６の小学校があり、これで本当

にいいのかといった議論も一緒にしようということで、平成 19年度から通学区域審議

会という形で進めたらどうかということになっています。特殊なのは西広谷小学校で

あり、市民懇話会では、親御さんの選択性で、子どもをいい環境で育てたい、学ばせ

たい、というのであれば、お金も掛かる訳ですが、特認校みたいな形にしてどうして

も行きたい人だけを募るという方法はどうかという提案もあります。 

 

【委員】 

山村入学みたいなかんじですね。 

 

【市長】 

そうです。ただし、毎日通わなければならないが、そこまで、行政が面倒見ること

はままならない訳で、そういうことも場合によっては投げかけてみようではないかと

いうところまでご意見をいただいています。今、申し上げたようなことを中心に議論

をしていくことになっています。 

 

【委員】 

福岡では寺小屋サロンなど地域で放課後の子ども達を預かろうとする動きもあり、

様々な住民ニーズに対応するには、どうしても行政だけでは限界がある訳で、やはり

地域でも私たち地域住民が参加できることがあったら参加していきたいと思います。 

 

【市長】 

ありがとうございます。 
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【委員】 

５ページの「交通安全・防犯対策の充実」というところで、私の考えですが、現在、

防犯パトロール隊を結成しており、住民全体で子どもを守っていくといった協力体制

が整っているが、最近、地域住民の知人・親族などに犯罪が多発していると聞きます。

交通安全や防犯パトロール隊の中に元警察官の方や民生委員など、子どもの安全安心

を守るに十分ふさわしい人を選ぶべきであると思います。 

福岡小学校には歩く児童とバス通学の児童とがいますが、この子ども達が安心して

自宅までたどり着けるように教員の質の改善と小学校全体の協力体制をお願いしたい。 

 

【市長】 

社会全体として退職者が増えてきます。警察官だった人やそういった方々にも地域

の活動に積極的に参加していただくことも大事なことだと思います。 

また、通学のご意見つきましても小学校との関係の中で生かしていきたいと思いま

す。 

 

【委員】 

 前回では、能越自動車道のインターのことを論ずる前に、国と県との話し合いの結

果が決まらないことには、ということであったが、その後、能越道路の進捗はどうな

ったか。 

 また、資料に書かれている推計人口はどのような根拠で出されたものか。平成 32年

に 16万 5000 人になっているが、国で推計している基準と同じか、高岡独自のものか。 

 

【市長】 

最初のご質問はタウンミーティングでもご指摘があった問題ですが、パーキングエ

リアをインターチェンジ化する場合には、能越道を無料化するかどうかが、ひとつの

大きな分かれ目になるかと思います。無料化になった場合、インターチェンジ化は比

較的容易ですが、今の料金場を残すとなると、車の流れも非常に複雑になります。無

料化で早く結論を出していただければ、非常に取り組みやすいと思っております。と

ころが、国と県との関係ですが、県（道路公社）が 70億程負担した債務が残っていま

す。それをどうするか国と県とでここ数年話し合われている訳です。それぞれ財政が

厳しく、なかなかひねり出せないでここに至っています。今後、能越自動車道が氷見

まで伸びて利用者が増える中で、関所型でお金を取られることに対して利用者の声が



 

11/22 

強くなっていくこと、道路特定財源の見直しの中で余った財源を生かして高速道路の

料金を下げようといった話もでてきているということ、そういった流れの中で、この

70億についても解決できないかと思っています。現在、進捗はどうなっているかとい

う問いには、協議中であるとしか答えることができませんが、東海北陸自動車道の開

通といった大きな流れの中で、市民世論というより県民世論により解決できないかと

いう思いを持っています。結論を出すためには、もう少し時間をいただきたいという

のが、現在の状況です。 

 

【都市経営課長】 

推計人口ですが、データそのものは高岡のデータですが、合計特殊出生率は全国の

集計の数字を使っています。また、そういったものについては都道府県によって違い

ますので、県の数値に高岡のデータをのせて推計しています。 

 

【委員】 

２ページの人口の見通しは、平成 32年には推計人口 16万 5000 人、目標人口 17万

人となっています。地域審議会では地元で起こったことなども報告しあってはどうか。 

今年度のつくりもんまつりは、合併効果もあり、また好天にも恵まれ、過去最高の

人出をみた。しかし、旧高岡市の皆さんの話しでは、合併して変わったという実感に

乏しい。旧福岡町の皆さんと話しをしていますと、ごみに関することから子どもの給

食まであらゆることが変化したと聞く。お願いであるが、合併に際して自分たちの生

活にかかわるいろんな施策は、厳しい方に、大きい方に、合わせるというのは慣例か

もしれませんが、旧町時代には人口が微々たるものかもしれないが伸びていた。旧町

の職員も本庁のいろんな担当課にちらばっているので、町の声に耳を傾けていただき、

旧町のよい施策を新しい住民サービスにつなげてほしい。 

ちょっとした申請・書類でも本庁まで持っていかねばならないと聞いている。旧町

の職員は、本庁は縦割りとかいいますが、横のつながりを持ち、少しでも多くの申請

ごとなどを福岡総合行政センターでも行えるよう見直して住民サービスにつなげてほ

しい。 

 基本構想には「行きたいまち、住みたいまち」という言葉も入っていますが、若い

世代が「子育ては高岡に戻って育てたい」と思うようなメリットのあるアイデアも盛

り込んでいただきたい。東北地方では新幹線が通ることによってストロー現象も起き

ている。たいへん危惧している。そういうことに対して全国が注目するような新しい
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アイデアを盛り込んで目標人口が解決できれば高岡市の底力になるのではないか。 

 

【市長】 

つくりもんまつりが好評であったということ、イベントバスなども走らせ、同時に

中田地区でもかかし祭りもかつてない盛況で、皆さんが喜んでおられたと思います。 

合併後、旧高岡側はあまり変化がなかったかもしれませんが、隣の東五位地区では

西部地区老人福祉センター（仮称・秋頃オープン予定）の建設について合併特例債の

中から使いまして、財源がないとなかなか事業が進捗しない訳で、目に見えない部分

ではありますが、下支えで合併効果があったのではないかと思います。 

 

しかし、中島さんがおっしゃるように新しいまちで人が集う、そういったところを

強く打ち出していかねばなりません。先日、成人式の会場でも、やはりこの若者たち

の一人でも多く高岡に残ってほしい、帰ってほしいと思いました。一人ひとりの生き

方を強要はできませんが、せっかく交通網も便利なりますので、「ここに住んでいただ

く、ここで頑張っていただく」ためには、子育て対策や雇用対策（働き口）などの受

け皿つくりが大事だと思っています。 

 

旧市・町それぞれいいところがある。地域バスなどは公営バスが走っていて福岡地

域のほうが進んでいる。いいところは高岡側にも取り入れていきたい。 

窓口の関係については、今日は、福岡総合行政センターの職員もいますので、住民

の方に利便性があるように引き続き努めていきたいと思います。 

 

【議長】 

 時間も過ぎておりますので、報告第７号についてもご意見がありましたら、よろし

くお願いいたします。 

 

【委員】 

 総合計画基本構想の２ページの人口の見通しについて、目標人口が 17万人になって

います。国政調査の人口が高岡は 4,500 人ほど減少している。福岡はわずかでも増え

ていたと聞いている。このままでいくと 10年で合併した福岡分の人口がなくなるので

はないか。市の発展のバロメータは人口です。何とか目標人口を 18万に上げることが

できないものか。 
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【市長】 

 会長のおっしゃるとおりですが、ますます少子・高齢化が進むことから、15年で（５

年毎の国勢調査の減少人口の）３倍という数から推計人口が算出される訳です。推計

人口から努力して増やした数字が、17万という目標人口になる訳です。目標人口を例

えば「17 万 5000 人ぐらいにすべきではないか」といった議論は、大変重要であると

思います。ただ、このままだと 16万 5000 人で、それを増やすためには、出生率が上

がる、高岡から出でいかないで住む人が増える、といった状況になる必要があり、住

宅対策や子育て対策などでどのくらいカバーできるか、また、どのくらい高岡に仕事

があるか、といったことを踏まえて目標人口を設定していかねばならないと思います。

その中で目標人口については、「弱気ではないか」「強気ではないか」、といった意見を

――会長のご意見は大変嬉しい訳で、できれば、大きい数字を書いてみたいという思

いはありますが、――皆さんと一緒に十分議論していかねばならないと思います。 

 

【委員】 

 無茶なことは書く訳にはいきませんが、市民も少しでも増えればといった思いを持

っていると思います。 

 

【委員】 

 孫を連れて先日、高岡の海岸沿いをドライブしました。住みたいと思うほど素晴ら

しい景色でした。伏木に住む方に、「伏木は人口が増えていくだろう」と聞いたら、「こ

れで打ち止まり」と言われて驚きました。どうしてそのようなことを言われるのか。 

また、氷見の店で、「帰りは同じ道を通らず、触坂、赤毛の山道を通り、勝木原に出

たらよい」といわれて行ったら山道が細かったが、天気がよかったので気持ちがよか

った。飛騨・越中・能登を結ぼうという市長の考えは素晴らしい。人はどういうめぐ

り方をしたいか自分に照らし合わせて考えた場合、同じ道は通りたくないわけですよ

ね。能越自動車道を使って 1 泊した場合でも帰りは違った道を行きたいと考えると思

います。福岡は端っこだが能登に巡る道はあります（沢川から能登へ向ける旧街道な

ど）。人は何を目標にして巡るのか、ものづくりにも関係するし、 ――私だったら、

身近で車でちょっと巡りたい、子供だったら小学生ぐらいになったら野球したがる、

高齢者は出たがらない―― どの年齢層がどんなかたちで 1 日過ごしたいと思ってい

るか、基本計画の基本になることではないか。目標１～５まで読んだが、これは大切
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なことではあるが、何か新しいことに挑戦するといったようなことがもうひとつほし

い気がする。例えば、風力や地熱エネルギーなど（再生可能エネルギーの活用）、また

腐ったものをエネルギーに変えようと真剣に考えている国もある。そのように、何か

ひとつやってみようと、何か新しいものがひとつあれば、若い人だけでなく私たちに

もそれが魅力になるのではないか。特に環境エネルギーは、次世代へより良い環境を

引き継ぐため重視していきたいことだと思っています。 

 

【市長】 

 飛騨・越中・能登を飛越能と言っています。東海北陸自動車道が来年開通します。

能越自動車道も七尾に向かって伸びて行きます。それらを循環して人は動くと思いま

す。その中で、例えば、能越自動車道で能登まで行ったら、能登有料道路で金沢を回

って戻ってくるとか、あるいは、富山空港から入ったら能登空港から出て行くとか、

いろんなかたちで回るルートが考えられます。自治体同士で連携していろんなルート

を立ち上げていく必要があります。飛越能は飛越能で、いくつものイメージをかたち

にして観光促進につなげていかなければならないと思います。 

 

また、それぞれの世代にとっての何かわくわくする、生きがいになるようなことが

必要です。20歳ぐらいの若い人は自然があり海・山があることも大事ですが、東海北

陸自動車道ができて高速バスで名古屋までいつでも買い物に行けるようになりますが、

これも高岡で住まいして仕事するには魅力になると思います。総合計画基本構想には

そのあたりも文書で書いてありますが、もっと分かりやすく PRできるように絵などに

表現してビジュアルにできないか。その中でどんなものにチャレンジしていくか、も

のづくりデザイン科もチャレンジであるし、世界文化遺産もチャレンジであります。

それが環境分野であったり、観光分野であったり、いろんな分野でチャレンジできる

ものをつくれば、もう少し目指すところが見えてくるのではないかと思います。これ

らのご意見は活用できるよう検討してみたいと思います。 

 

【委員】 

 少子・高齢化について、子どもが増えればいいですが、病気になった場合、小児科、

産婦人科も減少していて、福岡からだと砺波市か厚生連高岡病院へ行くしかないが、

福岡と高岡の間に産婦人科とか小児科を建てるような案はあるのでしょうか。若いと

きに子どもを産み育てるのは大変です。きちんと対応していかないと若い女性の多く
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が子供を産む気にならなくなってしまう。少子高齢化を防ぐことは難しい。 

 

【市長】 

 大事なことだと思います。県全体では小児科医、産婦人科医の不足が目立ち、総合

病院でも診療を中止しなければならないといった状況になっているところもあります。

これは富山県だけでなく全国的な傾向であります。研修医は都会の大きな病院で研修

を受けられるように研修の仕方が変わり、地方に戻る医師が不足し大きな問題になっ

ています。これは１～２年の間で国全体でも是正していかないと大変なことになると

いうことで石井知事にも国へ掛け合っていただくことをお願いしています。お医者さ

んにとっても都会から戻ってきて開業する際には、子どもがたくさんいる将来性のあ

るところがいい訳です。もっともお医者さん自身がどこで開業するか選ばれる訳です

が、同じ地区に集中して開業することはないので、東五位・立野方面から福岡方面に

かけて開業があればいいのですが。まずは元気な地域で開業されるのではないかと思

います。 

市の公的病院については今後も医師確保に頑張っていきます。 

 

【委員】 

 前回、竹田次長からお答えがあったことであるが、小矢部川の無堤地区について、

国土交通省からその後返事があったか。市長も関係ある守山地区は堤防が切れると池

に浮いた島のようになる。そんな訳であるから早急に堤防の改修を進めていただきた

い。 

総合グラウンドについて、私の意見としては、時期早々でないかと思う。というの

は、この後の１０年の間に小矢部市との合併が考えられます。そのとき、福岡に造っ

て小矢部市にまた造るのは非常に無駄な投資になる。お金もかかる。将来、合併した

時に小矢部と福岡の間ぐらいに造ったらどうか。急にばたばた造らないで、県西部全

体をみて大きな視野で造られたらどうか。 

 

【市長】 

 国土交通省からの答えはまだありませんが、子どもの頃に無堤地区での水害の経験

をしていますので、無堤防地区の解消には努めていきたいと思います。また、小矢部

市とも協力しながら改修期成同盟を結んでいます。今後とも国土交通省へ積極的に働

きかけていきたいと思います。 
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総合グラウンドのご意見については、決定前である今が大事な時期だと思います。

総合グラウンドについては、合併協議の中で福岡地域の合併特例債事業のひとつとし

て持っておられたものです。これから構想を計画にしていかなければいけません。そ

の中で山本委員のご意見も皆さんの多数のご意見の中でどう集約されていくか大事な

ことです。福岡地域の９０億の合併特例債事業として、駅前地区土地区画整理・総合

グラウンドが大きな事業として考えています。実際に合併特例債を使って事業を進め

ていくのであれば、平成２６年度までに仕上げなければいけません。地域審議会の皆

さんともよく話し合って、場所が決まった訳ではありませんから、どうするか考えて

いただくには、今が非常に大事な時期だと思っています。 

 

【議長】 

 よろしいですか。それでは、新年度予算編成に向けて橘市長から説明をお願いしま

す。事務局が資料を配布します。 

 

５ 新年度予算編成方針など 

 

【市長】 

 新年度予算編成も大詰めに入っています。決まりましたら、地域審議会にもお知ら

せしたいと思っていますので、今日はこれまでの状況について報告のみにさせていた

だきたいと思います。現在、行財政改革を中心に国からはかなり歳出削減を求められ

ています。予算規模が大きく伸びることはない。しかし、その中でもメリハリはつけ

ていかなければいけない。予算要求の枠のシーリングでは投資的経費・義務的経費マ

イナス１０％となっていますが、これまで経常的に使ってきたものは精査して削れる

ところは削りましょう、ということです。しかし、そういった状況の中でも新市建設

計画に掲げる事業で重要かつ緊急のやむを得ない大事な目玉事業につきましてはシー

リングをはずして計画通り進めます。そういった大きな事業を進めるために削れると

ころは削りましょうといった考え方で進めています。予算の重点項目としては引き続

き一体感の醸成ということを掲げさせてもらいながら、社会資本インフラの整備や少

子・高齢化への対応、交流・観光への対応、また効率的な行政、といったところにメ

リハリをもたせながら、子育て対策、子どもたちへの対策、まちづくり、観光面での

整備、いろいろ心掛けていくようにしています。スクラップ・アンド・ビルドは何か
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をすれば何かをやめるといった合併の際の行財政改革の約束にもなっていますし、当

然事務事業及びその執行方法の見直しや人員削減などにも一歩一歩取り組んでいきま

す。その他、市税収入の確保、特別会計の見直し、外郭団体の見直しのついても引き

続き取り組んでいくといったことで予算の編成方針は成り立っています。その中で、

林会長からも要望がありましたが、新市建設計画事業の熟度をあげていく、調査中の

ものは実行へ移していく、といったことも含めて取り組んでいます。すでに福岡消防

署は継続事業として引き継いでいくことになっています。西明寺のパークゴルフ場も

継続事業として引き継いでいく。さらに、大滝・赤丸幼稚園の後の利活用についても

だいたい地域の皆さんとの交渉がまとまってきていますので、平成 19年度はかたちが

できるよう取り組んでいきたい。駅前地区土地区画整理事業についても、都市計画決

定をすれば、次は事業認定と進めていきたい。福岡地域中心部の幼保一元化施設を中

心にした文教ゾーンについては福岡幼稚園・福岡保育園・福岡小学校の改築について、

この後、よく練らせていただきたい。あそこには、福岡グラウンドやさくら会館・福

岡体育館といろんな施設がありますが、全体をどんなかたちにしていくかということ

や景観を含めて住みよいまちづくりを皆さんと一緒に進めていきたい。西山丘陵の加

茂地区でも住民の皆さんと一緒に遊歩道の整備などを進めながら、一つひとつ夢を形

に変えていきたいという思いで予算編成に取り組んでいます。予算は詰めの段階です

のでもうしばらくお時間を頂戴して次回にはこうなりますよといったことをお知らせ

していきたいと思います。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。今日の報告第 7 号の福岡地区の新市建設計画事業につい

てもお話の中にあった訳でございますが、先ほど、ご意見を述べることができなかっ

た方、ここで時間を取りますので、どうぞ。 

 

【委員】 

 安部内閣が美しい国づくりと言っておられる。市長も「水・みどり・人 光り輝く

躍動のまち 高岡」を将来像にしてまちづくりを進めておられる。農業者と農政の関

係は特に１９年度から始まる担い手の関係も含め、ずいぶん農業を取り巻く環境は変

わってきた。森林とか川とか田んぼとか、これを疎かにしてはいけない。高度成長時

代を含め、農業の関係は片方に押しやられていたような気がする。高岡市の農業予算

をみても福岡地域分は旧福岡町時代と比較するとかなりきつい流れになっている。 
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駅前地区土地区画整理事業に伴う準備については地元の皆さん、地権者の方を含め、

たいへん苦労されて準備委員会の中で進められた。ただ、これからが問題でして、例

えば、グリーンゾーン・住宅ゾーン・道路の関係などはどうなるのか、これからだと

は思いますが、考え方・進め方については、行政と地元の方や学識経験者などが話し

合う場を設けて行われていくのか。 

市の財政難で事業が少なくなっていく。全国的に財政難と聞くが高岡市はどうなの

か。報道されている番組などを見ていますと大変危険であると。夕張市は相当住民負

担が増える。市議会も解散され、３人しか候補者はいないと聞く。 

 

【市長】 

 農業予算は、１９年度は担い手対策として新しい品目横断的経営安定対策制度が導

入され、担い手育成に配慮した予算として従来の予算と比較すると大きく様変わりし

ます。また、農地・水・環境保全向上対策事業はモデル事業として本領地区で行って

いる事業を全国的に大きく展開するということで、集落営農組織が中心となって高岡

全体ではかなりまとめてきていただいており、この行政が応援していく部分で特にメ

リハリをつけた予算にしていきたいと考えております。農地・水・環境保全向上対策

事業は、事業として使い勝手がよいかどうか分からない部分もありますが、かなり皆

さん頑張っておられますし、農林水産省からもしっかりやってほしいといわれていま

す。 

 

森については森林組合の大同団結の話がありますし、県の水と緑の森づくり税５０

０円を徴収するお金の流れの中で、森づくりのプランに従って進めていきたいと思い

ます。竹島さんおっしゃたように土台がないと水・緑は輝きませんので、そこは大事

なことだと思っております。 

 

駅前地区土地区画整理事業については、枠組みができただけで、具体的な事業実施

に当たる前に換地ということで、どこに緑を置いて、どこが道路になって、どういう

ふうにして、と大変大事な局面に入ってきます。これから事業に入っていくまでが本

当の意味での一番大事な時期です。一人ひとりの考え方を集め、どんなことをしなけ

ればならないか考えていかねばならないと思います。 

 

財政については、ひとつは、スクラップ・アンド・ビルドで、何かができれば何か
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を無くしていくくらいの気持ちが必要だと思っています。それと併せて公債費、市債

などの市の借金について総額をコントロールしなければなりません。いろいろ事業が

ありますが基本的にはこれ以上増やせないと考えています。私は１７・１８・１９年

度の３年間の予算編成をして、少しずつですが減額を進めています。１９年度も減額

していきたいと考えています。幸い土地開発公社などには隠れ借金のようなものはな

く、旧市・町の外郭団体にも大きな借金がないので、全体の市債残高、財政状況など

をどう減らしているか、その経過をしっかりチェックいただき、ご理解を賜りたいと

思っています。今年の一番大きいものが二上青少年の家であります。県からいろんな

事情の中でお受けすることになりましたが、全体の中でその分は節約を図っていくこ

とといたします。 

 

【助役】 

 駅前地区の土地区画整理事業について補足というよりもお願いという形で皆さんに

お話したいと思います。合併前からこれは福岡町の重要課題でありましたし、地元組

織である「まちづくり協議会」を何度も開いたり、議会でもいろいろ質問を繰り返し

たりしながら、手堅く積み上げてきた大きな課題でもあります。合併してそれを受け

ましてようやくここまで来ました。平成 19年度の 6月には事業計画の知事認可をほし

いと考えている段階で、それでは次に何が必要かというところで私からのお願いです

が、高岡市全体としても大きな事業でございますので一生懸命取り組んでいくわけで

すが、これまで積み上げてきたものに、更にこれから必要になってくるのは住民の参

加ではないだろうかと思います。住んでみたい、子々孫々までここで生きていきたい

と思えるまちにするため、ここに住んでいる住民の皆さんの夢をこの上にしっかり乗

せていかなければなりません。そういった時期でないかと思います。時間がほとんど

無いというのが実情でございますので、自治会・各種団体・ＪＡの皆様方、地権者の

皆様の夢を乗せた形でまちづくりにしなくてはならない、本当につくってよかったと

いえるものにしたいと思います。担当部局では市全域を見なくてはならないのでいろ

いろ手が届かない部分もありますので、福岡分庁舎で皆さんの意見を吸い上げる仕掛

けができないか準備を進めているところです。どうか、そこへ審議会の皆さんも声が

届くように、審議会の皆さんもそこに住んでいるつもりになって、ご意見をいただけ

るようにこの場を借りてお願い申し上げます。 

 

【委員】 
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 今ほど駅前地区土地区画整理事業のご意見でしたが、前々回この計画の審議では、

単に駅前の再整備だけでなく区域の活用ということで、新幹線駅との連携という観点

からも活用を考えていきたいと高田助役からお話があった。幹線に住む人を福岡に呼

び込む、また、福岡町の全地区の皆さんが福岡駅を活用しやすく、また新幹線にアク

セスしやすいようにするなど、例えばパーク・アンド・ライドみたいな形で利用する、

そんなアイデアもそのときお話しましたが、その点でこの計画にどのように反映され

るのか。 

 

【助役】 

駅の活用、駅前の整備でございますので、核になるのは駅舎です。高岡市域の北陸

本線の駅は高岡・西高岡・福岡となる訳ですが、福岡駅の新幹線開通後は、恐らくこ

の駅を利用する列車は、第 3 セクターによる限られたものになるのではないかと予測

されます。将来の駅舎の活用や第 3 セクター化などに対する私たちの要望は別途、集

約してお願いを続けていくことになると思います。ただ、まちがいなく福岡町に止ま

る列車はあるわけでそれをいかにうまく使っていくかということを踏まえながら駅前

の整備に皆さんの意見を反映させていけたらと思います。 

もう一つは、駅前地区は福岡町地域全体の駅前です。そういう意味では、隅々の地

域から、「おれたちの駅前はこうあってほしい」といった意見も大事ではないかと思っ

ています。場合によっては、駅前に住んでおられる地権者の方々にも、福岡町全体か

ら出てくる声に耳を傾けていただき、違う思いのところがあれば、また話をまとめて

いくといった作業も必要なのかなと思っています。いろいろなかたちで、さまざまな

思いの中で話をさせていただきながら、いいかたちで事業計画を進めていきたいと思

います。 

 

【議長】 

 ３案件と市長の予算編成についてのお話しがありましたが、最後に発言などありま

したらどうぞ。よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 先ほどから、推計人口、財政の背景の話がありましたが、平成 17年 2月に作成され

た新市建設計画と今回説明ありました総合計画との推計人口の整合性はどうなるのか。  

また、収支歳入歳出計画をみますと今回１０パーセントシーリングですが、財政的
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な面での差異についても説明をお願いします。 

 

【市長】 

 新市建設計画と総合計画との推計人口の違いについては、総合計画の推計人口は 17

年度国勢調査の結果がでてから推計し直したものです。あるいは、合計特殊出生率に

しても以前よりだんだん厳しくなってきていますので数字が落ちている計算になって

います。ただ、それに対して、林会長が先ほどおっしゃたように、目標人口（数値）

をどうするかについては、17万の数字を踏まえながら、高く設定するか、低く設定す

るか、これでよいか、皆さんとよく議論してもらわねばならないと思っています。 

 

財政については、国全体の自治体に対する歳出削減の要求といった点で全体に厳し

くなっていると思っております。この中で、合併特例債等が使えますので、歳出削減

とはいえ、新市建設計画にあがっている事業については、しっかりやりとげていきた

いと思っております。 

 

どのくらいの人口なのか、どのくらい仕事しているか、などといったことは、まち

の活力のバロメータです。これらを確保していくことが、これからたいへん大事なこ

とになるのではないかと思います。そのあたりをよく見極めながら、夢で描いたもの

を実現にしていく努力をしていきたいと思います。  

 

【議長】 

総合計画に対するご意見、またいくつかの福岡地域の新市建設計画事業のご意見を

いただきました。何はともあれ、高岡市全体が発展しないとなかなか、福岡地域の発

展もないというのが現実であります。 

人口増のことなどいろいろ問題がありますが、橘市長がおっしゃる高規格道路や新

幹線の開通などで、ここ 10年の間にずいぶん様変わりしてしまう。いろんな面で市民

も期待をしている。将来の夢を見ながら地域づくりをやっていきたい。本日出た意見

などは、一つでも取り上げていただき、その実現に可能性があるのか無いのか、内部

で検討いただければと思っています。福岡地区の皆さんは合併を目で確かめ、新市に

期待している。 

本日は、貴重なご意見たくさんいただき、また橘市長自らご出席いただき、大変有

意義な会議であったと思っております。  
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これで本日の議事は全て終了しました。 

最後に、次回、第５回福岡地域審議会の開催予定について、事務局から説明をお願

いします。 

 

【事務局】  

 次回の第５回福岡地域審議会は、平成１９年度予算確定後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。  

 

５ 閉会 

 

【会長】 

これをもちまして、第４回福岡地域審議会を閉会いたします。 

 

午後４時 閉 会 


