
1/29 

第９回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２０年１１月５日(水)午前１０時 

ところ：福岡庁舎４階会議室 

 

出席者 

○高岡市  

橘市長、高田副市長、新井経営企画部長、水上都市経営課長、中野水道局総務課長、

山森道路建設課主幹、竹田福岡総合行政センター所長、澤村福岡総合行政センター次

長兼福岡駅前まちづくり推進室長、網代福岡教育行政センター所長、宮林地域振興課

長、角田経済振興課長、横山市民生活課長、上子健康福祉課長、杉野地域振興課課長

補佐 

 

○委員（50 音順）  

上田久之委員、越後護委員、上嶋美智子委員、窪谷芳光委員、倉久俊委員、竹島健委

員、中島秀恭委員、中山安治委員、西野惠美子委員、濵木慶子委員、梁瀨温子委員、

山﨑透委員、山崎美惠子委員、山田儀作委員 

 

○ 欠席者  

中村清志委員 

 

１ 開  会                         午前１０時００分 

【事務局】 

本日は、お忙しいところご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

ただいまから、第９回福岡地域審議会を開催いたします。 

本日の市の出席者を紹介します。 

（市出席者紹介） 
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なお、本日は石澤市政顧問がお見えでありますので、ご紹介させていただきます。 

 

２ 会長挨拶 

【事務局】 

それでは、まず、倉会長からごあいさつをお願いします。 

【倉会長】 

第９回福岡地域審議会の開催にあたり一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は橘市長様をはじめ市ご当局の皆様、並びに審議委員の皆様には、大変お忙しい

ところご出席いただき誠にありがとうございます。 

合併後丸三年になろうとしていますが、１日にオープンした西明寺パークゴルフ場等

福岡地域に対する諸施策が着実に進められている上、計画外の事業も加えられておりま

す。橘市長様をはじめ市ご当局のご配慮に対し、敬意と感謝の意を表したいと思います。 

さて、高岡開町４００年まで一年を切り、記念事業のプレイベントがいろいろと実施

されています。「高岡城総登城まつり」では、福岡町木舟と高岡市木舟町の皆さんの交

流もありましたが、記念事業を通じて新市の一体感が進みつつあるようで、大変喜ばし

いことと思います。 

また、福岡中央地区のまちづくりが策定されつつありますが、福岡地域の将来の顔を

形作る作業です。いろいろご苦労はあるでしょうが、ぜひ長期的かつ高い視点で計画策

定をお願いしたいと思います。 

なお、先日、福岡出身の滝田洋二郎監督が、「おくりびと」でモントリオール世界映

画祭のグランプリを受賞され、高岡市からも感謝状が贈られました。私も観てきました

が大変感動的ですばらしい作品でした。福岡地域並びに高岡市に誇りと喜びを与えて頂

き、皆様とともに心からお祝いとお礼を申し上げたいと思います。 
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現在、地方自治体をとりまく状況は、最近益々厳しくなっています。意識を改革し、

知恵を絞り、新しい発想で地域づくりを進めて行く必要があるかと思います。 

本日は、主要事業を中心に、実施状況の報告、審議していただきますが、実りあるご

審議をお願いして、私のあいさつとさせていただきます。 

３ 市長あいさつ 

【事務局】 

続きまして、橘市長からごあいさつを申し上げます。 

【市長】 

本日は、倉会長さんをはじめ審議委員の皆さんにお忙しい中ご出席いただき、第９回

の地域審議会を開催する運びとなりました。 

先ほど倉会長さんのごあいさつにありましたように、合併して３年間が経過しました

が、この間、福岡地域では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

文化賞受賞、そして、今ほどの映画監督滝田洋二郎氏のモントリオール世界映画祭での

グランプリ受賞と、福岡地域からは新高岡市を牽引していただく元気をいただいており

ます。このことが、新市全体を前進させているということに先ずお礼を申し上げたいと

思います。 

福岡地域の新市建設計画に基づく事業は、新総合計画の方へも反映させているわけで

すが、これも過日の西明寺パークゴルフ場の開場ということで、また一歩進んできてお

り、いわば序盤戦から中盤戦に入って来ている状況かと思います。 

前のこの審議会でも申し上げましたが、この中盤戦での山ですけれども文教ゾーンの

整備の進め方、また、福岡中央地区のまちづくりや福岡駅前土地区画整理事業の進め方、

そして総合グラウンド事業の進め方などありますが、先ず文教ゾーンの整備については、

幼保一元化施設が来年出来まして、さらに、福岡小学校の改築についての整備の手順に

ついても概ね地元の皆さんにご理解も得て仕上がってまいりました。 
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また、福岡駅前地区の土地区画整理事業についても、都市再生整備計画の策定という

ことで、土地区画整理事業で整備した上に何をのせていくかということについて、委員

の皆さんに入っていただき検討しているところであります。 

こういったことで、この中盤戦で皆様方のご意見をいただく中で反映していくことが

大切なことかと思っております。この後１１月１０日には福岡地域でのタウンミーティ

ングを予定しており６地区まとめての開催となりますが、こうした中でいただいたこと

を踏まえて、開町４００年となる平成２１年度の予算を編成していきたいと考えており

ます。 

また、開町４００年については、福岡地域の皆さんには１年前イベントに大変お世話

になりました。本番に向けては、各地区から地域イベントの提案もしていただいており

ます。このことについては来年いろいろとお世話になりますが、よろしくお願い申し上

げます。 

今日は、どうかいろいろな視点からご意見をいただいて、新市のまちづくりをより豊

かなものとして進めてまいりたいと思いますので、審議会よろしくお願い申し上げまし

てごあいさつといたします。 

 

４ 議  事 

【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、本日の会議

は１５人の委員のうち１４名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。 

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、倉会長よろしく

お願いいたします。 

（１）報告事項 
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【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。本日の会議は、①報告

事項４件、②審議事項１件、③その他２件となっております。 

まず、報告事項として、「報告第 16 号 平成 20年度までの主要事業（新市建設計画）

の実施状況」について、事務局から説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

それでは、「報告第 16 号 平成 20 年度までの主要事業（新市建設計画）の実施状況」

につきまして、お手元の資料１に従いまして説明いたします。 

（資料１で説明） 

【議長】 

 ただいま「平成 20 年度までの主要事業（新市建設計画）の実施状況」、について、

説明がありました。 

 それでは、説明のありました、このことについて何かご質問等はございませんか。 

ご発言は、議長の指名のもとお願いします。なお、お近くのマイクを利用してよろし

くお願いします。 

【委員】 

産業振興部関係で農業生産基盤整備事業などが行われておりますが、私は赤丸で農業

に携わっており、是非こういう事業は進めていただきたいと思います。それで、ただい

ま説明のあったこととは直接関係はありませんが、合併して３年が経過しますが、旧福

岡町の時代には認定農業者に限り農業機械を更新する際の補助制度がありました。新市

になってこういう制度があるのかどうか分かりませんが、こういうことを検討していた

だけないかと思います。 

【議長】 
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 今のことに対していかがでしょうか。 

【市長】 

合併の協議での話し合いの中で営農組合などの補助について、もう少し大規模なもの

へとメニューが変更されているようであります。国の方でも担い手対策の中で営農組織

の集積を図りながらも認定について基準を緩めているようであり、地域の実情により要

件なども変えていかれているようであります。 

私どもとしては、地域の実情をみさせていただきながら国の要件の変更も１年、１年

ありますので、要件についていろいろ考えていきたいと思います。また、地域の実情に

より相談させていただきながら検討させていただきたいと思います。 

【議長】 

 何かほかにありますか。 

【委員】 

 今農業の話がありましたが、地域の農業を守っているのは大農家ばかりでなく、個人

農家の方がたくさんいるわけです。大農家になりますとどうしても土手や農道の草刈が

手薄になったりして困ったなと感じています。 

 ということで、何か人を頼んで行うことに助成制度があればいいなと思います。それ

で今行っている事業に農地水環境保全事業がありますが、その中で用排水の草刈を行う

と、環境整備といいながら面白いことが起こります。草刈してきれいにしますと川にい

る魚がみんな青サギに食べられてしまいます。だから、少し考え直してきれいにすると

いうよりも童謡にあるような「こぶな釣りし」の様なふるさとをつくる事業があればい

いなと思います。何か考えてみていただければと思います。 

【議長】 

 ご要望のようですが、市の方で何かありますか。 

【市長】 
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 山田委員さんがおっしゃるようなところがあるのかと思います。昔から比べればたい

へん整備は進んだのですが、一方では農村の昔ながらの状況がなくなってきたところも

あるかと思います。農地水環境保全事業がこうしたことへの手当てになっているところ

もあるのかと思います。 

事業を進める中でどこまで草を刈って、一方、昔の姿を残すかもう少しバランスを取

っていかなければならないと思います。国もいろいろ事業をする際に多自然型というこ

とも言われておりますが、この辺はもう少し勉強していかなくてはならないと思います

が、要望ということですのでそういうことも考えていきたいと思います。 

【議長】 

 ほかに何かありますか。 

【委員】 

質問になるかもしれませんが、矢部に住んでいるので矢部石名田線が平成１９年度で

完了とありますが、本当にきれいで広い道が出来上がり便利になりました。おかげさま

でまわりに建っている家並みも整備されてきたような気がします。 

それで便利にはなったのですが、現在まだ開馞の県道西中大滝線の接続地点で通行止

めになっているのは何か理由があるのでしょうか。 

もう一つ、大変立派な道路として整備されたのですが、市全体としてこの道路を将来

的に観光とか産業振興の面でどのように活用していこうとされているのか、いないのか

お伺いしたいと思います。現在まだ交通量も少ないしまだまだ知られていないようです

ので、将来的ビジョンをもってこの道路を活かしていただきたいと思います。 

【議長】 

 今の件に関し市の方からお願いします。 

【市長】 

 大きな点について私の方からお答えし細部は担当の方からお答えしたいと思います。

どの自治体でもそうですが、車社会になって３０年～４０年経過し必要な道路を整備し
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ながら今日に至っているわけですが、ネットワーク的道路として完成時期になって来て

いるかと思います。 

この後、計画の中では県道本保福岡線はまだ手が付いていませんが、上蓑福岡線、荒

屋敷下老子線などの整備が進んで来ますと完成形に近づいてきます。したがって主要道

路として整備した矢部石名田線などが、地域交通の確保や観光や産業振興の面で活用で

きるのかと思います。全体としての道路のビジョンはあるかと思いますが、それが仕上

がりつつあると思います。 

それともう一つ、お話のあった点では、国の補助をもらって整備する道路については

道路構造令等の規制があります。いい意味では立派な道路になるわけですが、例えば歩

道の広さがどれだけ必要なのか、片側だけでいいのかなど、そういったことに縛られな

ければ、仕上がっていない道路も仕上げていくことが出来ます。 

こういったことについては、国からの意見照会のなかで緩和してほしいということで

要望しているわけで、そのことで仕上がっていない道路についても整備を進めることが

出来ると思います。とりあえず当該道路については無事完成しているので良かったと思

っております。 

【道路建設課主幹】 

当該新設道路については開馞で一時通行止めになっていますが、これは、旧の道路が

県道西中大滝線と交差していますが、これに隣接して新設の道路もこの県道西中大滝線

と交差しており、公安当局から旧道の交差点を封鎖しないと新設の交差点を使用できな

いという条件が付いております。今現在、この道路の工事にかかる予定にしております

が、冬前にはこの交差点を開放したいと考えております。 

それで、矢部石名田線の事業延長は１，１００メートルで平成１９年度に完了しまし

たが、この西側に行きますと木舟城跡に続く路線であります。この後、国道８号線バイ

パスへ接続する幹線道路として位置付けしております。 

東側は、小伊勢領方面へ向かい下老子の能越自動車道のパーキングへ続く旧福岡町時

代からの幹線道路として位置づけられていると聞いております。 



9/29 

それで、これから旧道と新道を結ぶ工事に入りたいと思っておりますのでよろしくお

願いします。 

【議長】 

 ほかございませんか。特にないようでしたら次に、「報告第 17 号 西明寺パークゴ

ルフ場整備事業」について、事務局から説明をお願いします。 

【経済振興課長・教育行政センター所長】 

 それでは、「報告第 17 号 西明寺パークゴルフ場整備事業」につきまして、お手元

の資料２に従いまして説明をいたします。お手元の資料２をご覧ください。 

（経済振興課・教育行政センターから説明） 

【議長】 

それでは、事務局より説明のありました、ただいまの件について何かご質問はござ

いませんか。 

【委員】 

 今説明がありましたが、今後の取り組みとして、このパークゴルフ場の管理は当面市

直営でと書いてあります。漠然とですが施設が造られ、その後市民や地元で運営管理を

しているところが全て、とてもいい状況とは思えないのです。こういったものがどんど

ん増えてくれば地元の人も大変だと思います。 

 そこで、施設の運営管理を民間に移管したとしても市として何処まで面倒をみていか

れるのかお聞かせ下さい。 

【議長】 

 はい、お願いします。 

【市長】 
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 指定管理の施設全体に言えることですが、指定管理制度を取りますと３年位での契約

をします。契約の際にはこういう管理をしてくださいと条件の設定をします。この条件

でどれ位の収入を見込んで市からの管理のお金はいくら出すかということを決めてい

きます。 

 ですから、その施設サービスとして市としての一定の水準を守っていきます。その中

で指定管理者の皆さんと工夫しながら、条件をクリアしていただきながらより良い施設

運営をしていただくことが指定管理の趣旨だと思います。 

 先行している庄川緑地パークゴルフ場は野村の皆さんにお願いしておりますが、これ

は最初に河川敷の草刈を地元の皆さんが自分たちでしようということで始まりました。

それまで造園業者で行っておりましたが、野村商工会を中心として地元の団体の皆さん

でやっていただくということで新たな段階に入っております。 

 そう言う意味で当面は直営とし、将来的には市民協働を考えておりますが、実際に住

民の皆さんに施設を使っていただく中で、こんなことも出来るのではないかなど検討し

ていただき、より良いかたちで円滑に将来管理を移管していければという趣旨で書いて

おります。 

 いずれにしましても、施設を利用していただく方に対しては、より良いサービス水準

を保てるよう考えておりますのでよろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかに何かございますか。ないようでしたら次へ進めていきたいと思います。 

 次に、「報告第 18 号 幼保一元化施設整備事業」について、事務局から説明をお願

いします。 

【教育行政センター所長】 

 それでは、「報告第 18 号 幼保一元化施設整備事業」につきまして、お手元の資料

３に従いまして説明をいたします。お手元の資料３をご覧ください。 

（教育行政センターから説明） 
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【議長】 

それでは、事務局より説明のありました、ただいまの件について何かご質問はござい

ませんか。 

【委員】 

 ５つの質問があります。 

これまで一元化されていないときは、入園資格条件として家でみる人がいないとか母

親が働いているとかありましたが、これが一元化され民営化されることによりどうなる

のかお聞かせ下さい。 

また、メリット、デメリット、共通点を教えてください。 

 それと、今入園している子ども達はもちろんそれ以外にどれくらいの空きの枠がある

のか教えてください。 

 あと、遅くまで働いている親のお子さんは最低限何時までみていただけるのか教えて

ください。 

また、職員や子どもたちに無理がかからない職員の配置が確保されているのか教えて

ください。 

【議長】 

 それでは、今の件についてお願いします。 

【市長】 

 総括的なことについて私の方からお答えし、後は担当から説明させていただきます。

旧町の時代から進められておりました福岡地区の３つの幼保一元化施設について、これ

が最後となります仮称福岡中央幼児学園ですが、来年開園となります。 

 これまでの幼稚園、保育所の機能を幼稚園部、保育園部としてまとめまして、定員的

にも確保し、民間のみなさんにお願いするということを含めて、一つには幼稚園・保育
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園が親御さんの事情により行き来し易いとか、それぞれの予算を残していくことだと思

います。 

 また、民間の皆さんにお願いしながら延長保育等の特別保育に前向きに取組んでいた

だくことなどがメッリトかと思います。それから、入園資格、枠スペース等はこのあと

からお願いします。 

それから、坂ノ下福祉会さんですが、私もここ半年くらいかけ市内の保育園を何箇所

もみさせていただきました。その中に坂ノ下さんもありましたが、現在、坂下町の大仏

さんの近くで保育園を経営していらっしゃいますし、富山の方でも保育園の運営に参画

されいろいろなノウハウもお持ちです。歴史的にも９０年以上と託児所の時から経験を

お持ちで、選定後お会いしたときにも頑張ろうという意欲をもっていらっしゃいました

ので、これから皆さんのいろいろな思いを大事にして進められると思っております。 

【教育行政センター所長】 

 まず、定員についてですが幼稚園部が３０名、保育園部が１２０名で合計１５０名で

す。現在、幼稚園部に２０名、保育園部に１０３名在籍しており、この差が空きの枠と

して新たに入ることが出来ます。 

 それから、民間で行うメリットですが公では出来ないサービスができると言うことで

例えば特別保育の延長保育ですが、現在「あおぞら幼児学園」では１９時までですが、

これが「福岡中央幼児学園」では２０時までとして予定されているそうです。それから、

一時保育も実施されると聞いております。 

 そういったことで、民間で行うメッリトは十分あると考えております。 

【議長】 

 先ほどの質問の中で、入園条件等は違うのかと言うことに対しお答え願います。 

【所長】 

 入所基準につきましては、福岡地域の３園はもとより、市内の全保育園で共通してお

ります。変わりません。 
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【議長】 

ありがとうございました。ほかに何かございませんか。ないようでしたら次に進めさ

せていただきます。 

次に、「報告第 19 号 大滝工業団地造成事業」について、事務局から説明をお願い

します。 

【地域振興課長】 

 それでは、「報告第 19 号 大滝工業団地造成事業」につきまして、お手元の資料４

に従いまして説明をいたします。お手元の資料４をご覧下さい。 

（地域振興課から説明） 

【議長】 

それでは、事務局より説明のありました、ただいまの件について何かご質問はござ

いませんか。 

【委員】 

 まず、この事業が４期の計画で８ｈａを目指して進められたものですが、その第１期

２ｈａが完成したということであります。そこで完成しまして企業誘致について何社か

から問い合わせ申込みがあったと言うふうに聞いております。 

 そこで、面積が市で決められた売買要件に達しなかったため断ったと聞いております。

現在３区画で募集されていますが、この大きい面積の区画要件で現在のこの経済情勢で

うまくいくのかどうかお聞きしたい。 

 それからもう一つには、中京地区からの企業誘致等のっておりますが、サブプライム

ローンの問題に端を発しました金融不安や実体経済の悪さの中でここ１、２年が節目か

と思います。こういう経済情勢の中でこのままの区画でいくのかお聞きしたい。 

【議長】 
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 お願いします。 

【市長】 

 竹島委員（自治会長）さんには、この事業には大変お世話になりました。いまおっし

ゃったことは大変重要なことで、現在の経済情勢の中で区画のご要望については柔軟に

対応していきたいと思います。 

 入っていただける方には大いに入っていただきたい。また、誘致について中京圏もあ

りますが、地元企業、高岡市内や近隣であっても拡張したいとか移転したいという方に、

高岡で企業活動に取組んでいただけるよう柔軟に対応して進めていきたいと思います。 

【議長】 

 特にないようでしたら、次へ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。これで報告事項を終わります。 

 

（２）審議事項 

【議長】 

続きまして、審議事項に入ります。 

それでは、「審議項目第 10 号 福岡地域における主要事業の進捗状況」について、

３件ありますが、はじめに①番の「福岡中央地区のまちづくり」について、福岡駅前ま

ちづくり推進室から説明をお願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 それでは、お手元の資料№5-1、（資料№5-2）（資料№5-3）をご覧ください。 

（資料№5-1、資料№5-2、資料№5-3 で説明） 

【議長】 
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 ただいま説明のありました、「福岡中央地区のまちづくり」についてご意見・質問等

ございましたらお願いします。 

何かご意見等ありますでしょうか。 

【委員】 

 資料№５－２で歩行者を中心にまちを再構築というスローガンに４つの基本方針が

あります。１番で子どもにもお年よりにも、優しい・楽しい、歩きたい住みよいまちと

あり、いろいろ具体的なこともお考えでしょうが、ここでは質問というよりご提案をさ

せていただきたいと思います。 

 お年寄りにとって住み良いまちとは、たぶん買い物がしやすいとか、膝が痛くなって

から移動がしやすいとか、移動を補助してもらいたいというものかと思います。それと

もう一つは、医療の問題かと思います。私は赤丸に住んでいますが家の前の道が広くて

大変すばらしい道に仕上がりましたが、お年寄りとってはこの道を渡るのがとても怖く

て出来なくなりました。 

こういうことで買い物や移動することでお年寄りに不便を感じさせていることが多

い中で、お年寄りに優しいまちということであれば、この中央地区に買い物を出来るエ

リア、医療の出来るエリア、そしてくつろげるスポットを設けて、お年寄りたちがそこ

にこまめに集まって来る、そして安心して帰って行ける、バスも低床で、お年寄りに住

み良いまちというものを施策としてデザインしていただけないかと思います。 

【議長】 

 今の発言は、ご希望に近いところもありましたが、市から何かありますか。 

【市長】 

 これからのまちなかの中心部、まちなかの発達すべき要点についてのことかと思いま

す。まちづくり検討委員会でも今月、来年の３月と検討をかさねていきますし、土地区

画整理事業だけでなくその上にどんなまちを配置してしくのか、また旧北陸道の街並み

など残すべきところはどう残しながら、まちの機能をどう配置していくかなどいろいろ

協議しながら計画に反映できるよう検討していきたいと思っております。 
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【議長】 

ほかに何かありますでしょうか。 

【委員】 

 このまちづくりのエリアですが旧町の中心部が対象となっていますが、私が住んでい

るところは、ここから離れて小矢部川を渡った西五位地区です。そこで、この対象エリ

ア外からの意見としてですが、ＪＡさんが合併して１つになったこともあって、企業や

学校や行政センター、駅などを含めて、全ての機能がこの中心部に集中してしまったよ

うな気がします。 

 私たちからみると、いちいちそこに行かなくてはならなくなったわけです。車で行け

ばそれで済むのですが、駐車場も考えていらっしゃると思いますけど、日中そういう所

に用事がある人にはお年寄り方が多いと思います。今、中山委員さんからもお話があっ

たように、日中移動しているのはお年寄りです。自転車、それから電動車の利用が大変

増えています。 

 このように交通弱者が中心部に行くことになるわけです。エリア内は土地区画整理事

業で良くなりますが、その中心部・エリアにアクセスする部分について、現在、県道押

水福岡線などの歩道整備は進められていますが、ほかがどうなっているか私も把握して

いませんけど、そういうアクセスについても考慮して進めていただければと思います。

中心部の事業が成功するためにも、そういう周辺部からのアクセスについて是非考慮し

ていただきたいと思います。 

【議長】 

 今のご意見についていかがでしょう。 

【市長】 

 たいへん大事なことだと思います。先ほどの上嶋委員さんの話にも通じることですが、

まちの機能をどのように配置し、そこへのアクセスをどう図っていくかです。押水福岡

線の話もありましたが、それ以外でネックになっている路線などそれは道路整備で行う

わけですが、総合的にアクセスしやすいかたちをつくっていきたいと思います。各地区
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でネックとなっている部分については、自治会さんからの要望等でいただいております

ので、それについて着実に進めてまいりたいと思います。 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかにございませんか。 

【委員】 

 先ほどから言い尽くされたような気がしますが、中央がよくなることで皆が暮らしや

すくなる、賑わいのある中心部になることで、国吉や戸出の方がちょっと福岡へとたく

さんの人がいらして下さるような、そういう中心部の事業になればと思っておりました。 

 今、団塊の世代の私たちが２０年後にどんなかたちで移動しているか考えるとき、車

の免許証も取り上げられたらどうするのかと考えると、バス路線とかいろんなことが出

てくるかと思います。このあたりを考慮された企画を立案していただければと思います

のでよろしくお願いします。 

【議長】 

 市の方からよろしくお願いします。 

【副市長】 

 今の濵木委員さんの発言に集約されると思います。冒頭の会長さんの挨拶にもありま

したが、中央地区のまちづくりを目指してはおりますが、これはここを基点として福岡

地域全体が生き生きとしてくる仕掛けづくりであると心得てプランを練っているとこ

ろです。 

 倉会長さんがおっしゃるように長期的、高い視点が欲しいところですが、実際に具体

化する上で難しい面もありますので、住民の皆さんのお知恵と協力に期待しながら行政

としてもお手伝いをさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

【議長】 
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 はい、どうもありがとうございました。後ご意見がないようですので次へ進めさせて

いただきます。 

それでは、②番の「福岡小学校改築事業」について、教育行政センターから説明をお

願いします。 

【教育行行政センター所長】 

それでは、②番の「福岡小学校改築事業」について、ご説明いたします。 

お手元の資料№６をご覧下さい。 

（資料№６で説明） 

【議長】 

 ただいま説明のありました、「福岡小学校改築事業」についてご意見・質問等ござい

ましたらお願いします。 

何かありますでしょうか。 

【委員】 

 当初、耐震補強ということでしたが建て替えていただきありがとうございます。そこ

で計画ですが、そのセールスポイントがあれば教えてください。 

 それから、福岡幼稚園が取り壊されますけど、来年からそこが児童館になりますがそ

こで学童保育も行われるということで今後のことをいろいろ考えてはいらっしゃると

思いますが、それと共にこれからの課題について教えてください。 

【議長】 

 それでは、市の方からよろしくお願いします。 

【市長】 

 補足があったらまた後からお願いします。 
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 今日お示しした図面になるまでいろいろご意見をいただいて練りに練ったかたちで

このようになったかと思っております。福岡グラウンドも残しながら小学校もゆったり

配置できること、また文教ゾーンということで福岡小学校や幼保一元化施設、そして学

童保育の関係など、旧町の時からもそうでありましたがこういった施設をこのゾーンに

まとめて教育の場になることが最大のメリットかと思います。 

 校舎はもったいない面もありましたが、調査の結果もありましたので２１世紀の校舎

として改築して、皆さんの意見をお聞きしながら子どもたちにとって良いものにしてい

きたいと思っております。 

これまで戸出西部小学校や五位中学校の改築を見てきておりますが大変いいものに

仕上がっております。福岡小学校についても子どもたちにとっていいものになると思っ

ております。児童館等については補足よろしくお願いします。 

【教育行政センター所長】 

 児童館につきましては、現在の福岡幼稚園を児童館として開設して学童保育も実施す

る予定です。なお、小学校の改築時には小学校内において学童保育のスペースを確保す

る予定にしております。 

 それと児童館、学童保育の子どもたちがバス待ちをしておりますが、そのバス停につ

いても支障のないよう確保していきたいと思っております。 

【議長】 

 そのほかに工事等で気を付けていきたいところはありますか。 

【教育行政センター所長】 

 それから、工事期間中の代替のグラウンドですが福岡グラウンドを予定しております。

また、体育館については、福岡体育館を予定していますが不足する場合はＵホールアリ

ーナ、隣接の屋内多目的広場を考えており、出来る限り授業に支障が出ないようなかた

ちで進めたいと思っております。 

【議長】 
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 はい、ありがとうございました。ほかに何かありませんか。 

【委員】 

 要望になりますが、これまで子どもたちにはとても良い環境で教育されてきたと思い

ます。校舎、グラウンドそして桜並木とゆったりとした環境で教育を受けてきたと思い

ます。 

 それで、友達が外で遊んでいるのを余所見して授業を受けることもいいのかもしれま

せんが、緑の中でゆったりと授業が受けられる環境ができたらいいと思います。それと、

もう設計図が出来ているかもしれませんが、これからの子どもたちは教室だけがあって

も不十分だと思います。科学とか情操教育において小さい時から芽を育てることが出来

るような特別教室などの施設を是非充実させていただきたいと思います。 

 このことは、予算の面で大変かと思いますが、小さい時から芽を育てるという意味で

是非お願いしたいと思います。 

【議長】 

それではお願いします。 

【副市長】 

 今のご意見は、大変ありがたいご指摘であったと思います。そのように心がけて進め

ております。段階的には基本設計を発注したところですが、設計業者も大変熱心でいろ

いろな提案もしてきているようです。教育委員会もそれを受け止め慎重に検討している

ようであります。 

 上嶋委員のご意見の中でもありました、小さい時から子どもたちと緑を結びつけるよ

うにしてはどうかということでは、ＰＴＡの方でもビオトープをつくって欲しいと言う

話もあるようで業者からも提案されています。 

 また、築山や相撲場についても大事にして考えていくようにという業者からの提案も

ありましたが、ＰＴＡから同様なご意見をいただいております。自然については、裏に
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は黒石川、小矢部川、前には岸渡川そして桜並木があり環境的には変りませんが、これ

をさらに良くするということで提案を活かす場面をつくっていきたいと思います。 

【市長】 

 建設委員会をつくって検討しており、実施設計に移る前までにまとまったものを示せ

ると思いますが、基本設計でコンセプトがまとまるまでもうしばらくありますので、そ

れまでいろいろご意見をいただきまとめていきたいと思います。 

【議長】 

 梁瀨委員どうぞ。 

【委員】 

 旧幼稚園を児童館にという構想があると説明がありましたが、学童保育もこの中に入

るのでしょうか。 

【所長】 

 学童保育は、児童館において行う予定ですが、改築時においては小学校の方で行いま

す。 

【委員】 

 視察に行ってきましたが、体育館に通じるところで学童保育を行っているところがあ

りました。子どもたちが体育館を利用して伸び伸びと遊んでいました。幼稚園を利用し

たところでは難しいと思います。親が迎えに来るまでの時間をどのように過ごせるかと

いうことを考えて進めて欲しいと思います。 

【議長】 

 今の意見はご要望ですがどうでしょう。 

【市長】 

 そういうことも検討していきたいと思います。 
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【委員】 

 ぜひよろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかにございますか。 

【委員】 

 福岡小学校の建設委員会のメンバーがこの中に４人入っておりますが、２４日にも城

端小学校、砺波東部小学校、戸出西部小学校、大門小学校へと視察に行ってきました。 

それで、それぞれの小学校の特徴、使い勝手さを拝見してきましたが、その中で特に

環境にやさしいということで砺波東部小学校では、雨水を蓄えてトイレに使っていまし

た。この経済コストが従来より３分の２安くなった、使用量が減ったという結果が出て

おります。 

何を言いたいかと言いますと、イニシャルコストが若干高くなってもランニングコス

トが下がれば市にとって良いのではないかということです。こういう観点から委員会と

してもまとめようと思っています。 

戸出西部小学校では、暖房施設はあるものの窓が複層ガラスになっていないという問

題もあります。暖房効率が２０～２５％落ちるわけでこのようなことも含めたランニン

グコストの問題や福岡小学校が福岡地域防災の避難場所として位置づけられることも

ありますので、そういった面でのトイレの重要性の観点等も考える必要があると思いま

す。 

 こうした面を含めて福岡小学校の改築の予算についてまたお願いする機会があると

思いますので、よろしく配慮をお願いします。 

【議長】 

 はい市の方からどうぞ。 

【市長】 
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 建設委員さんが４人もいらっしゃるということで心強いのですが、建設委員会でも視

察されたことにつて検討していただきながら、ランニングコストについても今発言のあ

った点などについて設計業者の方からいろいろ提案してくると思いますので、その中で

検討いただきぜひ良いものになるようまとめていただければと思います。 

 来年は実施設計ですし、常識的には再来年からの着工ですが、来年春までが非常に大

事な時期です。いただいたご意見をまとめ進めていきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

【議長】 

 はい、どうもありがとうございました。ほかに何かありませんか。 

特に意見等がないようですので、次に進めていきたいと思います。 

それでは、③番の「総合グラウンド整備事業」について、教育行政センターから説

明をお願いします。 

【教育行政センター所長】 

それでは、③番の「総合グラウンド整備事業」について、私の方からご説明いたしま

す。 

お手元の資料№７をご覧ください。 

（資料№７で説明） 

【議長】 

  ただいま説明のありました、「総合グラウンド整備事業」についてご意見・質問等

ございましたらお願いします。 

何かありますでしょうか。 

【委員】 
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 総合グラウンド整備事業の用地についてですが、要望のある３ヶ所など適地となる場

所の調査、検討を行っているとありますが、福岡では一歩二歩が要望として上げられて

おり、何か聞くところによれば遺跡等の発掘調査の関係で難しいということも伺ってお

ります。この辺についてもう少し詳しくご説明願います。 

【市長】 

 今ほど上田委員さんのご指摘のあったところがポイントとなっております。ここにい

くつかの候補地がありますが、その立地条件には埋蔵文化財という問題もあります。 

いま、北陸新幹線の変電所の工事をするということで発掘調査がありました。埋蔵文

化財としては大変すばらしいものでありましたが、埋蔵文化財として当初想定されてい

た場所としてはそうでないところでした。当初から想定されている場所なら検討も出来

るわけですが、この近接地についても埋蔵文化財の存在が想像されるということです。 

このことは、私どもが最初に予測できなかったことで大変驚いております。これから

事業を進める時の要件としてコストというものも大変重要な点であります。こういうこ

とも踏まえて要望のあった３ヶ所について、また旧市町境付近で適地があるかどうかも

含め、煮つめた検討を行っているところです。 

また、一部関係する議会の皆さんにも相談しながら、悩んでいる部分について報道も

あったわけですが、現在埋蔵文化財というものも重要な点として、いくつかの条件の中

で候補地について検討を行っているということで、今しばらく時間をいただきたいと思

います。 

【副市長】 

 今、市長がお答えになったとおりですが、埋蔵文化財については合併の時に福岡側か

ら提案したときにはある程度承知はしておりましたが、その承知のしかたと、現在実際

に検討してみると、そのこととずいぶん違ってきたということです。 

 予め用地を買収してからでないと発掘調査が出来ないとか、いざ埋蔵文化財が出てく

ると工事がストップしてしまうとか、そういうことが十分に分かっていなかったという

面があります。それから発掘調査費についても念査してみますと、十倍までもいかない

が随分多額になるということもみえてきましたので大変悩んでいるところです。 
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 今日お示ししました施設検討委員会の報告書は、良かれと思って検討いただいたこと

ですので、当初考えていましたものよりも面積的にも広めとなっておりますが、このよ

うな用地を市内で求めるということが難しいことであるということが分かってきまし

たので、市長がおっしゃった悩みがあるわけです。 

 あくまでも合併特例債を使わないと出来ないような大きな事業ですので、時間的には

余り余裕がないという点では、早々に決断が迫られているということです。 

【議長】 

 ありがとうございました。他に何かございませんでしょうか。 

特にないようですので、これで審議事項を終了し、その他の項目に進みたいと思いま

す。 

（３）その他 

【議長】 

 それでは、その他に入りますが２件ありますので、先ず①番の「南部地区簡易水道事

業の給水申込み状況」について、説明をお願いします。 

【水道局総務課長】 

それでは、「南部地区簡易水道事業の給水申込み状況」について、私の方からご説明

いたします。 

お手元の資料№8をご覧ください。 

（資料№8で説明） 

【議長】 

ただいま説明のありました、「南部地区簡易水道事業の給水申込み状況」についてご意見・

質問等ございましたらお願いします。 

何かありますでしょうか。 
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【市長】 

 私の方からもお願いさせていただきたいと思います。折角の事業ですので、これは取

組んだほうがいいということで進めている事業です。ここにいらっしゃる委員さんが全

てこの地域に住んでいらっしゃるわけではありませんが、この事業をやって良かったな

というようにしていきたいと思います。 

 今水道局から話のあったことは、水道の水質を確保していくために水を毎日川に捨て

ていくことになるということです。そうならないためにはある程度の水を使っていただ

く必要があるということで、私どもとしても大口の利用者にお願いはしておりますが、

何とか２００戸位に到達したいと思っております。 

 どうかお気持ちがありましたら、宅内の配管をしていただきましてお風呂等に使って

いただければと思います。木舟団地の簡易水道でも助かっておりますし、下水道とも一

緒に工事を進めております。また、防火対策としても取組んでおりますので、どうかま

たもう一息よろしくお願いいたします。 

【委員】 

 今のお話ですが、新しく家を建てられるところには是非勧誘に行かれればと思います。

家を新築した時の話ですが、井戸も水道もあって洗濯機やお風呂等に使うときに業者さ

んから水圧などの関係から水道を使ったほうはいいですよと勧められましたので、その

点をＰＲされたらと思います。 

【水道局総務課長】 

 ありがとうございます。そういう面でもＰＲさせていただき加入促進に頑張っていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

【委員】 

 南部地区簡易水道ですが、この福岡でもＪＲから南側は特に地下水の豊かなところで

す。どの家でも井戸を掘って生活してきているわけです。その地区で水道というと大変

ハードルも高いと思います。それで、ライフラインということで災害とかで電気が止ま
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ったらポンプが使えないというようなことも含め、災害時の水の確保ということでもＰ

Ｒされたらと思います。 

 それから、あってはならないことですが、もし万一目標までにいかなかったときには、

第２期工事の見直しはあるのでしょうか。 

【水道局総務課長】 

 現段階では、先ほど市長が申しましたように２００戸を目途に頑張っていきたいと思

っております。２期工事については水の需要ということもありますが、基本的には上下

水道一体での整備を図っていきたいと考えており、住民の方の要望もその辺にあると思

いますので、こういうことも含め整備を進めていきたいと考えております。 

 それから、もう一点はここでは出ておりませんが、市の投資的施策として上水道と簡

易水道の統合ということがあります。これを国、県へ提出しなければなりませんが、平

成２１年度がタイムリミットですので、そういう面を含めて南部地区の簡易水道事業に

ついて十分検討させていただきたいと思います。 

【市長】 

 今のお話のとおりでして、時には物事を見直すことも必要なわけですが、元々は災害

時の対応なども考え旧町の時代に計画され新市に引き継がれたわけです。皆様のご理解

を得ながら、もし余り理解が得られなければいろいろな場面も出てくるのですが、出来

れば皆さんのご理解を得て、折角計画されたことですのでやりきりたいと思っておりま

す。 

ただ、皆さんがもし見直しをということであれば別ですが、そうでなければ進めたい

と思いますのでよろしくご理解をお願いします。 

【議長】 

 はい、ありがとうございました。 

他に何かございませんでしょうか。特にないようですので、②番の「福岡地域の高岡開

町 400 年記念事業」について説明をお願いします。 
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【地域振興課長】 

それでは、「福岡地域の高岡開町400年記念事業」について、私の方からご説明いた

します。 

お手元の資料№９をご覧ください。 

（資料№９で説明） 

【議長】 

 ただいま、「福岡地域の高岡開町 400 年記念事業」について説明がありましたが、ご

意見・質問等がございましたらお願いします。 

何かありますでしょうか。 

【委員】 

 質問ではありませんが、その他の事業で歴史民俗資料館の「木舟城跡特別展」とあり

ますが、４００年記念事業として木舟城跡の遺跡の出土品を大滝地区の木舟の自治会の

中で納屋等を貸切、展示しようということを考えております。これとの重複がどうなる

のかお尋ねします。 

【地域振興課長】 

 地域事業については、福岡地区から赤丸地区までの６地区での事業があげられていま

すが、大滝地区での木舟城跡の遺跡の展示についてこの地域事業で取り上げられるのか

どうかについて、また、開町４００年記念事業推進室とも相談しながら考えさせていた

だきたいと思います。 

【議長】 

 ほかにございませんか。特にないようですので、今までの議題に関わらず何かござい

ませんか。審議委員の方で何かありませんか。特にないようですので事務局から何かあ

りますか。 
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【市長】 

 今日はどうもありがとうございました。いろいろご意見をいただいたところを小学校

の改築やまちづくりに活かしていきたいと思っております。 

 また、特に４００年についてはいろいろと提案をいただき、また練っていただきあり

がとうございます。皆さんのいろいろな思いや夢がかたちになっていくように、また、

つくりもんまつり等の既存のイベントも更に元気良くということでやっていきたいと

思います。 

 今後もいろいろご意見もいただき、また参加もいただければ幸いかと思います。本日

はどうもありがとうございました。 

【議長】 

 ありがとうございました。事務局から連絡事項があればお願いします。 

【事務局】  

次回の第１０回福岡地域審議会は、来年１月末頃の開催を予定しております。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。 

【議長】 

 それでは、これで本日予定されていました日程は全て終了させていただきます。 

５ 閉  会 

【事務局】 

以上を持ちまして第９回福岡地域審議会を閉会します。本日はどうもありがとうござ

いました。 

午前１１時４５分 


