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第１１回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２１年５月２９日(金)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、北道路建設課長、浅井

建築住宅課長、高木都市計画課長、小崎都市計画課主幹、東保教育委員会総務課長、

京田体育保健課長、西本体育保健課副主幹、竹田福岡総合行政センター所長、山口福

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、楠地域振興課長、窪田経済振興課長、広羽市民生活課課長兼健康福祉課長、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、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  

竹島健委員、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１１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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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。 

【会長】 

第１１回福岡地域審議会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。 

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。 

合併以来三年半が経過しましたが、昨年度末には、福岡中央地区の幼保一元化施設が

竣工し、また、まちづくりについても整備計画がまとめられ国の内示を受ける等、福岡

地域における新市建設計画は着実に実施されています。橘市長様をはじめ関係の皆様の

ご尽力に敬意と感謝の意を表します。 

現在、わが国や高岡市をめぐる状況は極めて厳しい状況にありますが、このような中、

福岡地域に関しまして元気づけられる出来事が相つぎました。 

一つは映画「おくりびと」が米国アカデミー賞（外国語映画賞）に選ばれ、滝田洋二

郎監督が富山県民栄誉賞と高岡市民栄誉賞を受賞されたことです。 

もう一つは、川人貞史教授（東京大学大学院法学政治学研究科教授）が日本学士院賞

を受賞されたことです。お二人の栄誉に心からお祝いを申し上げたいと思います。 

今年は、高岡開町４００年の節目の年であり、多くの記念行事が実施されますが、福

岡地域出身のお二人の活躍にあやかり、地域の新たな発展を期したいと思います。 

本日は、新年度の予算や主要事業の報告・審議でございます。基本計画から実施計画

や運営の検討の段階に進むものも幾つかあります。どうか実りあるご審議をお願いして、

私の挨拶とさせていただきます。 
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３ 市長あいさつ 

【事務局】 

どうもありがとうございました。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、第１１回目の福岡地域審議会、また午前中と言う日程で審議委員の皆様には

大変お忙しいところ、ご出席を賜り厚くお礼申し上げます。 

今ほど倉会長さんからありましたように合併から３年半が経過し、この秋に１２回目

の審議会を向かえれば丸４年と言うことで、そのときには行政の首長や議員さんも新た

な任期に向かって取組まれるわけですが、私の一身上の都合で市長としてこの１１回の

地域審議会で終わりと言うことになります。 

そこで、この平成２１年度予算でまとめ上げたこと、またこれまでに取組んできたこ

と、それから次に就任される方に引き継ぐことなどを整理しなければならないという思

いも持ちながら、この審議会に臨んでおります。 

福岡地域では、先ほどありましたように滝田洋二郎監督や川人貞史教授の活躍もあり

ましたし、菅笠製作技術が国指定の重要無形民俗文化財になりました。これからもまだ

まだ元気がいろいろなかたちで出てくると思います。 

事業におきましても福岡小学校改築事業では本年度実施設計に入ります。また、ミュ

ゼふくおかカメラ館の収蔵庫増築、それから西干場市営住宅建替えに向けた実施設計、

また、福岡中央地区のまちづくりでは土地区画整理事業の借換地指定に向けた換地設計

の実施など、言ってみればこれから完成に向けて動き出す事業がいくつもあります。 

そういった中に福岡らしさやこれまでの良さをどう活かしていくか、建物だけではだ

めですから、その中にどういったものを盛り込むかいろいろなご意見をいただく中で、

これからの取り組みに活かして行きたいと思っておりますので、どうか本日の審議会よ

ろしくお願い申し上げます。 
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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、本日は、竹

島委員、中村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人の委員の

うち１３名の方々に出席いただいております。地域審議会の設置規定によりまして、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 

【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。今回の会議は、①報告

事項３件、②審議事項１件、③その他２件となっております。 

【議長】 

それでは、「報告第 22 号 平成 21 年度当初予算（高岡市全体）」について、説明を

お願いします。 

【地域振興課長】 

 それでは、「報告第 22 号 平成 21 年度当初予算（高岡市全体）」につきまして、お

手元の資料１に従いまして説明をいたします。 

（地域振興課から説明） 

【議長】 

それでは、説明のありました、ただいまの件についてご意見ご質問をお受けしたい

と思います。 
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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。 

なお、個別の事業については、後ほど出てまいりますので予算全体についてご意見

ご質問があればお受けしたいと思います。 

（発言・質疑なし） 

【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。 

【議長】 

 次に、「報告第 23 号 平成 21 年度主要事業（福岡地域新市建設計画）」について、

説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

 それでは、「報告第 23 号 平成 21 年度主要事業（福岡地域新市建設計画）」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。 

（地域振興課から説明） 

【議長】 

それでは、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】 

 公営バスの購入の件ですが、今度購入されるバスの色、柄については従来どおりの色

柄を想定されていますでしょうか。 

 それと昨年のタウンミーティングでも女性団体からの要望ということで、市の研修等

に使えるバスについてもっと気軽に利用することが出来ないでしょうかと発言しまし
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たところ、所定の手続・条件に合致し申請を出していただければ可能と言うことでした。

今後バスも古くなって随時更新されていくかと思いますが、こうして活用できるバスを

引続き残されるのか、この二点についてお伺いします。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【市長】 

 二つの質問がありましたが、公営バスについては担当からお答えさせていただくこと

にして研修等で使えるバスについては、結論から言いますと残して行きます。また、今

年このバスとは別ですけれども高岡庁舎の古くなったバスを更新することにしており、

これからも、こうした諸手続のもと使っていただけるようしていきます。 

【議長】 

 では、最初の質問についてお願いします。 

【地域振興課長】 

 お答えします。先ず色については今までのもので考えております。それから自治会な

どの団体の活動で活用していただくことについては、福岡地域で旧福岡町時代からのふ

るさと号を市主催の事業等に諸団体が参加されるときに積極的に活用していただいて

おります。また、運行管理面から利用いただくときには利用目的、利用経路、利用人数

等を記入して申し込んでいただいております。また、安全面から事業の主管課から職員

の添乗をしていただいています。これからも安全で気持ちよく市政参加していただける

よう努めていきますのでよろしくお願いします。 

【委員】 

 今の点については、先ほども市長さんからお答えをいただいております。私が最初に

お尋ねしたのは、公営バスのことですがこれが従来どおりに色柄とも、然も公営バス・

路線バスですよと言うふうになるのかということです。 
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 なぜかと言いますと、花尾や向野を通る路線は西山の方ですが、地域の皆さんもいろ

いろ歴史街道など観光面で力をいれておられます。最近、バスの後ろに利長くんの絵が

入ったバスも運行されていますが、前から見れば普通の循環バスですが、後ろを見たと

きは心が和みます。折角こうした地域を通るバスですから、もう少し観光的なイメージ

で町の中を走ったらいいなと思います。経費面で跳ね上がるかも知れませんが、従来か

らのバスのイメージでだけでなく何か乗ってみたいなと感じさせるような、取り組みを

考えていただけたらと思います。 

【議長】 

 今は、ご要望ですが何かお答えはありますか。 

【副市長】 

 今の件についてですが、具体的には数年前から公営バスの更新の度に議論をしてきて

おります。決定と言うわけではありませんが、今おっしゃった趣旨の親しまれる公営バ

スでありたいと言うところから、例えばつくりもんのまちならバスの車体に野菜の絵を

描くというご意見やいろんなご意見をいただいています。こうしたことは、よりたくさ

んの方々から要望をいただければ実現できることですし、これからの検討課題とさせて

いただきたいと思います。 

【議長】 

 ほかに何かありますか。 

【委員】 

 大滝工業団地について立地企業の誘致活動や現在の状況、問題点などについてお伺い

します。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【市長】 
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 大滝工業団地については、丁度完成したところにこのような景気の状況ですが、完成

したときには、いくつかのひき合いもありました。まとまらないままに不景気のトンネ

ルに入った感じです。しかし、今日の新聞なんかを見ますとそろそろ景気も底を打った

ようなことも感じます。立地的にはインターチェンジの近くですし、当初ひき合いもあ

ったことから景気の回復状況もみながら、区画についても来られる方の要望に応じ柔軟

に対応していきたいと思いますので、また皆さんからもいろいろお声がけをよろしくお

願いします。 

【議長】 

 はい、ありがとうございました。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。 

 次に、「報告第 24 号 総合グラウンド整備事業」について、説明をお願いします。 

【体育保健課長】 

 それでは、「報告第 24 号 総合グラウンド整備事業」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。 

（体育保健課から説明） 

【議長】 

それでは、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】 

 図面を見ますと総合グラウンドの用地については、千鳥丘小学校の前に大変広い面積

の土地が用意されていますが、国道８号線方面からそこへ入っていくときには途中にＪ

Ｒ北陸本線の踏切があります。その踏切の状況ですがデコボコしていて走りにくい踏切

ということがあります。また、近くには西高岡駅がありますが、上りの列車が駅に停車

したときには踏切が閉じてなかなか開きにくいという問題点もありますが、こうしたこ

とについても何か検討されるのでしょうか。 

【議長】 
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 はいお願いします。 

【体育保健課長】 

 今ご指摘のように計画地は、ＪＲ線とも非常に近いということで今後、全体の施設整

備計画がまとまりましたらＪＲとも協議してまいりたいと考えております。 

 ＪＲ踏切がありますのでそこで渋滞するのではないかという懸念がありますが、ここ

につきましては県道北高木立野線が渋滞しないよう交通アクセスに十分配慮していき

たいと思っております。 

 それから今ありました国道８号線との接続点は寺町交差点というところですが、高岡

方面それから福岡方面から県道に入るための交差点になりますが、左折、右折レーンを

設けて交差点改良をお願いしてまいりたいと考えております。 

二つ目には、計画地の右側中央に中保東西線がありますが、ここが２５０ｍほど未整

備ですのでこの整備をお願いしてまいりたいと考えております。また、県道北高木立野

線から計画地の一番下の南側に市道がありますが、こちらに駐車場を考えております。

この市道に入るために県道に右折・左折レーンを設けてまいりたいということで、今後

基本計画を策定する中で十分検討し、国、県など関係機関にご理解とご協力を得ながら

安心、安全で円滑な交通アクセスの確保に努めてまいりたいと考えております。 

【議長】 

 ほかに何かありますか。 

【委員】 

 一歩二歩の埋蔵文化財の調査費用は１４億円とお聞きしていましたが、今度の千鳥丘

地区の予定地には埋蔵文化財に係る不安はないのでしょうか。 

【議長】 

 はい、お願いします。 

【体育保健課長】 
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 立野地区につきましては、過去に圃場整備が行われた際に埋蔵文化財について専門職

員が調査しまして、文化財課に調査した資料があります。試掘調査と本調査で約３億５

千万円の試算をしております。 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかにありませんでしょうか。 

【委員】 

 この事業についてたくさんの用地が買収されるわけですが、過去に高岡市ではいろい

ろ用地買収に伴う問題が発生しておりますので、今度は十分に配慮して進めていただき

たいと思います。 

【市長】 

 今おっしゃったことはまさに大事なところです。立野公民館それから連合自治会長さ

んなどそれぞれ押さえをしながら、今ご指摘があったような懸念が生じないよう十分注

意して進めたいと思います。 

【委員】 

 この総合グラウンドの建設地が千鳥丘小学校の前になりますが、学校教育に支障はな

いのでしょうか。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【体育保健課長】 

 この施設については、主に一般の野球大会などに使用されることが多いかと思います

が、大会が土曜日、日曜日に多く開催されますので影響は少ないかと思っております。 

【議長】 
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 ありがとうございました。ほかにありますか。特にないようでしたらこれで報告事

項を終了し、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。 

 

（２）審議事項 

【議長】 

 それでは、審議事項に入りますが「審議項目第 11 号 福岡地域における主要事業の

進捗状況」について、５つの事業がありますので、最初に「ミュゼふくおかカメラ館収

蔵庫整備事業」について説明をお願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 

 それでは、「ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫整備事業」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をご覧ください。 

（福岡教育行政センターから説明） 

【議長】 

それでは、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】 

 ミュゼふくおかカメラ館は、有名な建築家の設計により建設された建物ですが、今回

建てる収蔵庫で、外観がこれにそぐわないということはないのでしょうか。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【副市長】 

 今、西野委員さんがおっしゃったことですが、このカメラ館は安藤忠雄氏の設計によるも

のです。この建物を見に来るお客さんもいらっしゃることは十分承知しております。今回の
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収蔵庫の建設にあたっては、安藤事務所とも十分連絡を取り合って、こちらの建てたいもの

を十分理解していただいております。 

【委員】 

また、今回建設される砂利の部分は、大型バスが駐車しているところですが、それが

なくなった場合に駐車場が出来なくなりますが、何か考えていらっしゃるのでしょうか。 

【副市長】 

 今の砂利がひいてあるところは、バスが停まるところでもありませんし、一般的に従

業員や来館者が駐車されるところです。駐車場としての整備も終わっておりません。

元々収蔵庫を整備するために後から求めた用地ですので、今回ようやく増築の段階に至

ったわけです。この件については、最初にカメラ館を建設した段階からの課題としてご

理解下さい。 

 駐車場については、まちの駅の横に借上げているところもカメラ館の駐車場として利

用しております。周辺にも駐車場がありますので、現在おおむね足りているものと考え

ております。また、大型バスが何台も来る場合にはＵホール裏の駐車場を当初から利用

することとして考えております。また、カメラ館の近隣で今後必要となる場合には、ま

ちづくりの中で皆さんにお諮りしながら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】 

 カメラ館は、写真の企画展示等で多くの来館者があり黒字とお聞きしておりますが、

今回カメラの収蔵に多額の予算を使われるわけですが、カメラを収蔵しそのまま展示す

ることで利益が上がっているのかどうかをお聞きし、また、そうでないとしたら今回の

収蔵庫を整備する意義があるのか問いたいと思います。 

【議長】 

 はいお願いします。 
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【副市長】 

 私の方からお答えしますが、大変厳しいご質問ですが、基本的にこのミュゼふくおかカメ

ラ館は、クラシックカメラを中心として展示する博物館として建設されています。たまたま、

現在収蔵するカメラの関係で写真展を中心に運営しておりますが、今回、本来の趣旨にそっ

てカメラに光をあてたかたちで運営できないかということで取組んでおります。 

 今、委員ご指摘のようにカメラの展示だけで採算ベースに乗るかということですが、全国

的にみてこの種のカメラを展示する博物館ではかなり厳しい状況です。しかし、世界的なカ

メラをコレクションし展示する自治体経営の博物館としては、日本で稀有なものですので高

岡市から全国に発信していくという大きな目標を持って、努力を重ねて行きたいと思います

のでよろしくご理解をお願いします。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 駐車場の件ですが、観光地の場合などお寺や神社ではたいてい参道というものがあります。

高岡の瑞龍寺でも直ぐ側の駐車場を廃止し、八丁道の側にようやく観光駐車場を整備され参

道を歩いてもらうようになりました。ミュゼふくおかカメラ館の直ぐ横には１０台くらいの

駐車場がありますが、そこは、将来、観光客の写真が撮れるスタジオでも造って帰りに撮っ

た写真が渡せるようにすればいいと思います。そして、まちの駅をカメラ館の方へ持ってき

て、まちの駅があったところには駐車場をつくれば観光バスでも停まれるようになるかと思

います。 

 それから、インターネットのグーグルで検索しますとカメラでは出てきませんが、カメラ

館で検索すると６００万件のトップにこのミュゼふくおかカメラ館が出てきます。一番アク

セス数が多いのは多分、展覧会の関係かと思います。現在も自然をテーマとした写真が募集

されているようですが、その応募件数を教えてください。 

【議長】 

 それではお願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 
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 応募件数ですが、全国で約２万件を超える中から選んでおります。それから、カメラ館前

の駐車場は１７台が駐車できます。収蔵庫の予定地の砂利のところには１２台で全体として

約３０台が停められます。まちの駅にも数台停められます。カメラ館前の駐車スペースの活

用についてはまちづくりの整備計画の中で検討して行きたいと思います。 

【議長】 

 そのほかにもいろいろご要望・ご意見がありましたのでご検討いただきたいと思います。 

【議長】 

 ほか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。 

【議長】 

 次に、「福岡小学校改築事業」について、説明をお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 それでは、「福岡小学校改築事業」につきまして、お手元の資料５に従いまして説明

をいたします。お手元の資料５をご覧ください。 

（教育委員会総務課から説明） 

【議長】 

それでは、説明のありました、ただいまの件について何かご意見ご質問はございま

せんか。 

【委員】 

 具体的に設計図は決まっているのでしょうか。大まかな平面図は分かりますが、特別

教室とか普通教室とかどうなっているかそういうことはこれからでしょうか。 

【議長】 
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 ではお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 基本的な考え方は、基本設計の中で取りまとめられております。ですから、教室の配

置、いろんな施設や特別教室、全体の教室の配置などは概ね決められております。ただ、

今年実施設計をしていく中で、少し変更があるかもしれませんが全体の平面図的には出

来上がっております。 

【委員】 

 これから学校というのは、地域の中で位置づくことがもとめられてくると思います。

地域住民が学校とどのように連携を取っていけるかということで、公民館とか生涯学習

とかも関係がありますが、施設に余裕がなかったら望めなくなっていくと思います。ゆ

とりスペースと言いますかそういうもの、地域住民と子どもたちが豊かに交流できるス

ペース、それから放課後の学童保育的な考え方で従来の一箇所に子どもを集める考え方

ではなくて、一人ひとりの子どもたちの意思、希望で選択して何時間かを過ごせるスペ

ースも学校の中に是非造っていただきたいと思います。これは、教育的な観点から外れ

るかもしれませんが、その二点を要望しておきたいと思います。 

【議長】 

 今の要望も含め、この施設の特徴として今の時点で言えることがありましたらお願い

します。 

【教育委員会総務課長】 

 福岡小学校の特徴として言えるものは３点程あると思います。一つには、全体的な特

色として特別教室と普通教室を明確に分け管理運営の利便性を図っています。それから

現在の施設では、コンピュータ室、図書室は離れておりますが、これを近接化すること

により各々の部屋の持つ機能の相互利用が図れる施設にしたいということであります。

それから一番大きな特色として、福岡小学校で初めてですが、各学年の普通教室の前に

多目的スペースを設けることにしております。今後いろいろな多様な学習形態が考えら

れますので、出来る限りそういったことに対応できるよう各学年に多目的スペースを配

置しております。 
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 福岡小学校は、施設的にも高岡市では大きな学校です。現在、校舎棟で６２００㎡こ

れが１０００㎡増えて７２００㎡に、それから体育館も１３００㎡が１８５０㎡という

ことになります。 

ただ、先ほどありました地域ということですが、特に体育館については、旧町民体育

館とあわせた施設となることから、地域の方も利用できる、スペース的にもかなり広い

体育館になっております。市内の一例を申し上げますと、市内で一番学童数が多いのは

野村小学校ですが、その野村小学校で体育館が７２０㎡ということで、ここは余裕をも

った施設になるのではないかと思います。 

【議長】 

 はいありがとうございました。 

【委員】 

 くどいようですが、学童保育はどういうふうにして考えているのでしょうか。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 その辺の話については、学童と学校の管理運営については切り離して考えております。

放課後の児童の生活を学童保育でフォローしているということでありまして、今言われ

た個人個人の学校生活を時間延長させていくようなことは考えてないわけで、大きな問

題だと思っております。 

【委員】 

 もう少し言わせてください。今やっぱり保護者の帰りが遅いという社会になってきて

いるわけで、その中で子どもたちが学校を終わって保護者が帰ってくるまでの間をどう

過ごすかは、もはやどこかに安全にかくまっておくということではなくなっていると思

います。教育委員会や行政でそういうことが背負いきれないとすれば、そういうスペー
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スは作っていただいて、地域でそこはフォローしていくというやり方もあっていいので

はないかと私は思いますが、そういうお考えはあるのでしょうか。 

【市長】 

 福岡の場合、今は幼稚園の所で行っているわけです。学童保育については、言われる

ように変化しております。厚生労働省の管轄ですけれども、例えば定員を何人以内にし

なさいとかですが、野村小学校の場合１小学校に一つですが、これが２つに分けること

になるわけですけれど、福岡小学校の場合小学校の中にスペースを用意しながら、それ

が運用されるのが２４年度ですから、さらに寺子屋サロンとかいろいろ取組まれており

ますので、そういったことも含め学童については、学校管理がしやすいように設計しな

がら、その中で子供たちにとってより良い環境が出来るよう、地域の皆さんと打ち合わ

せをしながらやっていくことになるのではと思います。小学校の建築の中で現在の幼稚

園での運用も含め、地域の皆さんと相談させていただきながら進めることになると思い

ますが、今はご要望ということでお伺いしました。 

【議長】 

 はい、ありがとうございました。 

【委員】 

 今のことに関連して、先日、大門小学校を視察してきましたが体育館の横で学童が過

ごせるスペースを学校の管理と別にシャットアウトして出来るかたちで確保されてお

り、体育館で子どもたちが遊んでいました。是非、福岡でもお願いしたいと思っており

ます。 

【福岡総合行政センター所長】 

 今市長が申し上げましたように、学童とか体育館の利用については何か方法があると

思います。今あったご意見やまた小学校の建築が進んでいけばいろいろな要望も出てく

るかと思います。そういった要望にも配慮しながら、また管理面にも留意しながら進め

て行きたいと思います。 

【委員】 
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 これまでの話を聞いていまして一言発言させていただきます。今食育の授業が進めら

れておりまして、小学校の子どもたちと調理実習の授業を福岡町ではしていました。家

庭科室の部屋にミシンがあってその引き出しに裁縫道具と一緒に鍋や包丁が鍵をかけ

られ入っていました。 

 今話のあった体育館が使えて学童保育が出来て、そして子どもたちとボランティア団

体が一緒に調理が出来る家庭科室といいますか調理が出来る部屋が隣接していればい

いなと思いました。 

【委員〉 

 現在の校舎に隣接して建設されるわけですが、授業に妨げになる大きな音や騒音が出

ると思いますが、その対策をお聞きします。また、福岡体育館ですがかなり老朽化して

いますが、代替使用する体育館として危険はないのでしょうか。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 先ず騒音対策ですが、工事手法で静音タイプを利用することは勿論ですが、工事スケ

ジュールを学校との協議の中で出来るだけ休みの期間に、夏休みもありますがそうした

時期に音の出る工事は行うことにし、ただ実際には新しくする工事では大きな音が出る

工事は少ないのですが、ミキサー車が通るときなど必ずありますので、そういったこと

に配慮してやっていきたいと思います。 

 体育館については、多目的ホール、それから古い町民体育館もありますがそれらをう

まく使って行きたいと思います。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 
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 直接には関係ないと思いますが、ソフトボール大会も継続して行われていますが、改

築中の問題はありませんか。 

【福岡教育行政センター所長】 

 小学校グラウンドが使えないときには、町営グラウンドを使うようにしております。 

【委員】 

 ナイターもあるかと思いますがそれはどうされますか。 

【福岡教育行政センター所長】 

 野球もありますが、それについては調整しながら進めて行きたいと思います。 

【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。 

【議長】 

 次に、「福岡中央地区のまちづくり（福岡駅前土地区画整理事業）」について、説明を

お願いします。 

【都市計画課長】 

 それでは、「福岡中央地区のまちづくり（福岡駅前土地区画整理事業）」につきまし

て、お手元の資料６に従いまして説明をいたします。お手元の資料６をご覧ください。 

（都市計画課から説明） 

【議長】 

それでは、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】 
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 今、国道８号線の拡幅について説明がありましたが、具体的な中身について車道、歩

道がどのようになるのかもう少し詳しくお願いします。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【都市計画課長】 

 それでは今拡幅を計画しております国道８号線の幅員の内訳ですが、両側に４．５ｍ

のゆったりとした歩道をとることにしており内１．５ｍの植樹帯を考えております。車

道幅員につきましては、３．５ｍの車道と２の駐車帯を両側に設置し、合わせて２０ｍ

の総幅員を予定しております。また、現況の総幅員は１３ｍですが、歩道については１

ｍ余りの自転車もなかなか通れない狭い歩道であることから、これを４．５ｍのゆった

りした歩道にしていきます。 

【議長】 

 ほかに何かありますか。 

 特にないようですか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。 

【議長】 

 次に、「福岡中央地区のまちづくり（都市再生整備計画事業）」について、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、「福岡中央地区のまちづくり（都市再生整備計画事業）」につきまして、

お手元の資料７に従いまして説明をいたします。お手元の資料７をご覧ください。 

（福岡駅前まちづくり推進室から説明） 

【議長】 
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それでは、説明のありました、ただいまの件について何かございませんか。 

【委員】 

 現在、カメラ館や小学校改築、まちづくりなど平成２６年に完成ということでいろい

ろな事業に始まり計画されております。また、各課長さんがまちづくりと兼務のいうこ

とで一丸となって進まれようとしていることで大変すばらしいことと思いますが、実際

平成２２年度から着工となりますと、これからどんな風に進んでいくのか、何処から始

まるのかなど一覧表でもないと住民の皆さんにはよく理解できないかと思います。 

これからのことですが、このように工事が進んでいくかとか、この区域の工事に対し

て代替はどうなるこうなるとか、そういったことについて皆さんにお知らせするものが

あればいいと思いますのでよろしくお願いします。 

【議長】 

 ただ今は、ご意見ですが何かありますか。 

【市長】 

 おっしゃるとおりです。３月には委員会は終わりましたけど、平成２１年度までは決

まっておりますが、平成２２年度以降どうするかもう少し時間をいただきたいと思いま

す。今日のご意見にもありましたようにカメラ館に参道をという話もありましたし、ま

た福岡グラウンドのこともあります。それからこの後、旧北陸街道（県道岡・笹川線）

の道路整備の問題などもありますが、地域審議会でももう少し進んだ段階でお示しでき

ればと思いますので、今日はご要望ということでよろしくお願いします。 

【議長】 

 今のご意見の中には工事状況をお知らせするとか、不便の解消をしていくとか町民に

対する配慮の要望もあったかと思いますのでよろしくお願いします。 

ほかにありますか。 

【西野委員】 
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 通学路安全確保事業は、どのようなことでしょうか。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 今計画しておりますのは、岸渡川周辺のところです。岸渡橋の方からカラー舗装にな

っており柵が出来ておりますが、途中川へ降りるところがあり、そこの柵を扉にすると

か計画しております。それから、暗渠や危険箇所を点検しながら小学校に至る通学路の

安全対策を実施したいと考えております。 

【議長】 

 ほかに何かありますか。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。 

【議長】 

 次に、「西干場市営住宅建替事業」について、説明をお願いします。 

【建築住宅課長】 

 それでは、「西干場市営住宅建替事業」につきまして、お手元の資料８に従いまして

説明をいたします。お手元の資料８をご覧ください。 

（建築住宅課から説明） 

【議長】 

それでは、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】 
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 現在の西干場住宅の入居率は何％くらいでしょうか。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【建築住宅課長】 

 現在、西干場住宅には建替え対象としている簡易耐火建ての住宅ですが６７戸ありま

すが、政策空家ということで入居停止をかけております。その他の木造２階建てや中層

耐火住宅については、全て入居されております。市全体の市営住宅も簡易耐火住宅は、

西干場団地のほか矢田団地、戸出西部団地、中田団地に同じような長屋建ての住宅があ

ります。これらについても政策的に入居停止にしておりますが、その他は全て入居して

おります。 

【議長】 

 ほかに何かありますか。 

【委員】 

 住宅に入居されている方には、いろいろな環境の方がいらっしゃると思います。その

中には身元引受人が欲しいという方もいらっしゃいましたので、新たに建設に伴って引

越しを余儀なくされる方もあるかと思いますが、福祉の面でも心ある対応の仕方でお願

いします。 

【議長】 

 今はご意見ですが何かありますか。 

【市長】 

 おっしゃるとおりです。この簡易耐火平屋建て長屋の住宅にはいろいろな方が住んで

いらっしゃいます。今度、新たに出来る住宅は中層のものですから料金的にも違ってき

ますから、また、違った階層の方々が入居されると思います。今後、市内の簡易耐火平

屋の住宅４団地を減らして行く中でどういう形をとっていくかは今後の課題になって
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くると思います。こういった方々の生活にも配慮しながら、市域全体としてもこういっ

たものが必要になってくるという認識の中で、いろいろな階層の方々に適切に住宅が提

供できるよう進めて行きたいと思います。 

 つまり、無理をしないで入居停止をかけながら、簡易耐火住宅については１棟４戸で

すので、空いたところから取り壊していくということで、壊し方もゆっくりと配慮して

進めていくということでご理解をいただきたいと思います。 

【議長】 

 はいありがとうございました。ほかにありませんか。 

【委員】 

 現在、建替え予定地には夜になると車がたくさん駐車しております。ご夫婦で入居さ

れている方々など２台の車を所有されている方は、ここや通路の片側に駐車されていま

す。解体された場所を駐車場として利用するなど柔軟な対応をお願いします。救急や消

防の観点もありますがよろしくお願いします。 

【建築住宅課長】 

 今の質問に関して、平成２０年度に解体した３棟がありますが、解体した場所につき

ましては砕石を敷きまして、仮ではありますが駐車場として活用できるよう処置してお

ります。高岡市の住宅の建替えでは、１世帯当り１台の駐車場を確保するよう行ってき

ております。今度の建替えでも１世帯当り１台の駐車スペースを確保する予定です。今

お話のありました夫婦で２台ということですが、駐車場スペースは大きな面積をとりま

すので、１戸に１台は最低確保し、入居者の方には通路等の駐車による消防活動に支障

をきたさないよう、ご理解とご協力をお願いしていきたいと思います。 

【議長】 

 ほかにありますか。特にないようでしたら、審議事項を終了し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。 

 



25/31 

（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、最初に「合併特例債の状況」につ

いて、説明をお願いします。 

【経営企画部長】 

それでは、「合併特例債の状況」について、私の方からご説明いたします。 

（資料№９で説明） 

【議長】 

それでは、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】 

 総合グラウンド整備事業について、当初福岡町で計画していたものから比較して相当大き

いものになりましたが、合併特例債をどのような割合で使われるのかお聞きしたい。 

【議長】 

 それではお願いします。 

【経営企画部長】 

総合グラウンドの整備事業につきましては、合併協議の中で旧福岡町から新市の一体感の

醸成につながるということで合併特例債を充当する事業として提案がありました。新市にな

りまして、高岡市スポーツ施設の整備方針あるいは総合計画に位置づけ新市として取り組ん

でいる事業であります。 

 事業につきましては、合併協議の段階また新市建設計画の段階では、概算事業費として１

９億５千５百万円が上げられていました。新市になりまして高岡市総合グラウンド施設検討

委員会において施設内容等について検討されまして、本日報告もさせていただきましたが野
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球場及び多目的広場、駐車場を備えたものを考えておりまして、その施設規模をもとに事業

費を試算していくことになると思いますが、具体的にはこれから固めていくことになります。 

現時点で事業費を予想しますと新市建設計画で上げられた事業費をかなり上回ると見込

まれます。この財源をどうするかは事業内容と併せ今後の大きな課題だと思っております。

財政を担当する立場としては、出来るだけ有利な財源を使いたいと考えております。合併特

例債が活用できれば財政面からありがたいと思っております。 

ただ、当初は旧福岡町側からの提案でありましたが、建設候補地につきましては福岡地域

でも検討しましたが、最終的に旧高岡市の千鳥丘小学校付近となって経緯があります。また、

事業費も施設の充実とともに大きくなってきました。こういったことも踏まえ、今後更に検

討していきたいと思っております。現在は検討中ということであります。 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかに何かありますでしょうか。 

【委員】 

 先ほど市長さんのご挨拶にもありましたように、市長としてこの審議会が最後の出席だと

いうことでありますが、今後とも同様に引続きご活躍されますようお祈りいたします。 

 それで、これまで合併協議からの組み立てから石澤前町長さんと一緒に協議してこられた

市長さんが代わられますと、これが変わっていくのではと心配もする者もたくさんいますの

で、これまでも、私たちの話を真摯に聞いていただきましたスタンスを橘市長さんから新市

長さんや職員さんへしっかりと受け渡していただけますようよろしくお願いします。 

【議長】 

 それではお願いします。 

【市長】 

 新市建設計画が出来て４年が経過しました。お蔭様で最初旧の町で考えていただいたこと

が、例えば福岡消防署とか西明寺パークゴルフ場とかかなり順調に進みまして、その後今は

中盤戦ということで、また、新たに皆さんと相談しながら特に来年からは福岡小学校の改築

やＢ＆Ｇ海洋センターの改修など事業としては、いろいろ盛り上がってくるという状況です。 
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 ご指摘のように事業を決めた者や職員が段々といなくなっていく状況の中で、高田副市長

さんや石澤市政顧問さんにもご指導いただき、計画に盛られた事業について、地域審議会に

ついても１５年間となっておりますのでこうしたシステムも活用しながら、私も両市町で決

めたことについて、確実にやっていくよう新市長さんへ引継ぎしたいと思っております。 

 どうかご安心下さい。また、ご安心いただけるよう私も努力したいと思います。 

【議長】 

 ほか何かありますでしょうか。 

【議長】 

特にないようですので、次に「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。 

【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」につきまして、お手元の資料 10

に従いまして説明をいたします。 

（資料№10 で地域振興課から説明） 

【議長】 

それでは、ただいま説明のありました件について何かご質問はございませんか。 

（質問等なし） 

【議長】 

 特にないようですので、その他で提出されている案件はこれで終わりますが、その他

全般にわたり委員の皆さんから何かありますか。 

【委員】 
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最後に再確認ですが、総合グラウンドの今度の予定地は確率的に精査もされたと思い

ますが、本当に３億５千万円これ以上文化財等で経費が掛からないのか確認したいと思

います。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【体育保健課長】 

 私も専門家ではないのですが、この立野地区の遺跡は、高田新茅道遺跡という名称で

して、過去に圃場整備をした際に文化財が出土したことから埋蔵文化財の専門職員が現

地調査をしました。それで縄文時代の遺跡として分布範囲を定めております。それをも

とに文化財課で試算したものが、先ほど申しましたように試掘で約５千万円、本掘で約

３億円ということで合わせて３億５千万円という試算をしていますので、現時点でその

試算に基づいてやっていければと思っております。 

【議長】 

 その他に何かありますか。 

【市長】 

 最初、冒頭申し上げたようなことでして、ここまで担当させていただきましたが、ま

た新しい方に引継ぎするということです。私個人としての想いを少し申し上げたいと思

います。 

 まちづくりについて順調に進んできておりますが、いくつか心残りな問題もあります。 

能越自動車道の福岡パーキングエリアからの乗り入れ、インター化の問題ですね。こ

れは、どうしてもまちづくりの中では国道８号線のゆったり２車線化拡幅をある程度進

めながら、また再チャレンジしなければならないということで、これがなんとか平成２

６年度までにということになると思います。 

それから、淵ヶ谷小学校の活用ということで、これも今、五位山の皆さんと相談する

わけで考えていかなければならない問題ですが、後期の中頃の問題になるかと思います。 
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それから、石澤前町長さんからも言われていまして、お互いに中長期的に平成２６年

を越えてさらに考えていかなければならない問題と考えていたのが、福岡駅南部に広が

る旧住友金属のニッケルの精錬をされた跡地の利用ですね、この鉱滓をどのように処理

するかと言うことを前提にしながら再利用という問題です。これらが、これからの大き

なテーマとして残っているのではないかと思います。 

そういったことを皆さんと議論し、庁舎内でも考えながら皆さんと進めていかなけれ

ばならないと思いますが、最初の２つは平成２６年度までに、最後の問題、これは２６

年を越えても町として夢の広がる話で土地は逃げていきませんので、大事に使っていく

ことかと思います。 

それから、小さいことでは聖人橋の架け替えの問題、馬場川、甚徳川、黒石川といっ

た地域の河川の改修の問題、県の事業もありますがそういった河川の問題です。 

次に最後に申し上げることは、皆さん方と意見を異にすることですが、先ほど申し上

げたようにこれまでの合併特例債の活用は１５億円ということです。枠は９０億円です。

後５年間であります。総合グラウンドもありますので、７５億円全部とは言いませんが

まだまだ枠はあります。あるといいますと皆さんからしかられるのですが、私はまだま

だ枠はあると思います。後から管理をして無駄になるとか、作って損をしたということ

はいけませんが、皆さんのいろいろなアイデアの中で先ほどのカメラ館の参道のことと

か、学童保育をこうしたらいいとか、いろいろアイデアを出していただいて、あと２、

３年が大事かと思います。後になればなるほど２６年ぎりぎりになってやらなければ使

えなくなる仕掛けの合併特例債です。 

福岡の中央部ばかりでなくて、福岡６地区の均衡ある発展という中で、是非いろいろ

なアイデアを出していただいて、浅井神社のトイレであろうが、木舟城跡の活用であろ

うが、一歩二歩の問題であろうが、皆さんからいろいろアイデアを出していただいて、

夢の特例債については皆さんの総意の中でいい形でお使いいただきたいと思います。こ

こは、私個人として申し上げたかったのでお話しましたが、是非いろいろなアイデアを

地域審議会もありますので、そうした機会を通じて出していただきたいと思います。 

【議長】 

 ありがとうございました。では事務局から何かありますか。 
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【事務局】  

次回の第１２回福岡地域審議会は、１０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しますので、よろしくお願いいたします。  

なお、本日の審議会の模様は高岡ケーブルネットワーク福岡チャンネルで放映する予

定です。日時は、５月３０日（土曜日）、３１日（日曜日）の両日、午前７時、午後１

時、午後９時から、それぞれ約２時間の放映を予定しております。 

【議長】  

 これで本日の予定されていた項目について、全て終了させていただきますが、ここ

で閉会にあたり一言ご挨拶させていただきます。 

先ほどから、いろいろ細かいやり取りの中で話も出ておりますが、橘市長様には、来

月お辞めになるとのことでございまして、当審議会へは今日が最後のご出席かと思いま

す。 

橘市長様には、高い志と情熱をもって、合併の協議の段階から新市建設計画の実施に

至るまで、先頭に立って推進していただきました。当福岡地域に対する格別のご配慮も

併せ、この場を借りて心から感謝申し上げます。 

今後も、より広い立場から当地域へご支援賜りますよう、また、合併の熱き想いを

新市長様へお引継下さいますようお願い申し上げます。 

橘様が、新たな舞台でご活躍されますよう祈念申し上げご挨拶と致します。 

 

５ 閉  会                        午前１１時５５分 

【事務局】 

 どうもありがとうございました。 
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それでは以上をもちまして、第１１回福岡地域審議会を閉会します。本日は、どう

も長時間にわたり大変ありがとうございました。 


