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福岡地域審議会会議録（委嘱書の交付） 

 
委嘱書の交付 

と き  平成 22 年 3 月 1 日（月）午前 10 時 
ところ  ふくおか総合文化センター（Ｕホール） イベントホール 

 
１ 出席者 
 
【高岡市】 
髙橋市長、新井経営企画部長、坂下総務部長、水上都市経営課長、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、広羽市民生活課長兼健康福祉課長、窪田経
済振興課長、楠地域振興課長、杉野地域振興課課長補佐 
 
【委員・ｱｲｳｴｵ順】 
越後護委員、木村英二委員、窪谷芳光委員、佐野隆一委員、島次富委員、立浪重
建委員、地崎武治委員、徳田新一委員、中山安治委員、西野惠美子委員、茂古沼
江里委員、梁瀨温子委員、山﨑透委員、山崎美惠子委員、山田儀作委員 
 
２ 委嘱書の交付 
 
【事務局】 

皆様にはお忙しいところ、ご出席いただき誠にありがとうございます。 
ただいまから、福岡地域審議会委員の委嘱書の交付を行います。 
はじめに、髙橋市長から委嘱書をお渡しいたします。 

 
お名前を読み上げますので、その場でお立ちになってお受け取り下さい。 
それでは、髙橋市長、よろしくお願いいたします。 

 

① 越後 護 （えちご まもる） 様 

② 木村英二 （きむら えいじ） 様 

③ 窪谷芳光 （くぼや よしみつ） 様 
④ 佐野隆一 （さの りゅういち） 様 

⑤ 島次 富 （しまじ とむ） 様 

⑥ 立浪重建 （たつなみ しげたつ） 様 

⑦ 地崎武治 （ぢさき たけじ） 様 
⑧ 徳田新一 （とくだ しんいち） 様 

⑨ 中山安治 （なかやま やすはる） 様 

⑩ 西野惠美子 （にしの えみこ） 様 

⑪ 茂古沼江里 （もこで えり） 様 
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⑫ 梁瀨温子 （やなせ あつこ） 様 

⑬ 山﨑 透 （やまざき とおる） 様 

⑭ 山崎美惠子 （やまざき みえこ） 様 

⑮ 山田儀作 （やまだ ぎさく） 様 
 

どうもありがとうございました。 
以上 15 名の委員の皆様に市長より委嘱書を交付させていただきました。 

 
続きまして、髙橋市長からごあいさつを申し上げます。 

 
３ 市長あいさつ 
 
【市長】 

ただ今は、公募による２名の方を含め１５名の皆様に地域審議会委員をお引き
受けいただき、第３期の福岡地域審議会委員の委嘱書を交付させていただきまし
た。誠にありがとうございます。  

日頃より、皆様方には、それぞれの分野でご活躍され、地域の振興、市民福祉
の向上に貢献を賜り心より感謝申し上げます。 

 
ご案内のとおり、当福岡地域審議会の役割は、旧両市町が合併時に計画しまし

た新市建設計画の執行状況などについてチェックし、また、今後の福岡地域の施
策の推進について審議をいただき、反映していくことであります。  

福岡地域に関わる事業や施策について、皆様のいろいろなご意見をいただきな
がら、進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。  
 

さて、昨年は、高岡開町四百年ということで福岡地域においても各地区の皆様
が積極的に取り組んでお祝いしていただきました。歴史的にも古い福岡地域が加
わり新高岡市としての歴史の幅、厚さが増してことをしみじみ感じた一年でもあ
りました。  

 
今年は、四百一年ですが、私は高岡新世紀（５世紀）の一年目の年だと申し上

げております。また、合併５周年の年でもあります。これをお祝いし記念した事
業にも取り組んでまいりたいと思っておりますが、合併から５年間を経過するこ
とで、行政的にもまた社会的ないろいろな意味でも区切りの年かと思います。  

 
この５年間を振り返って、福岡地域の人にとって合併してよかったと思えるよ

うになっているかしっかり点検をしていただきながら、また、新たな５年目、７
年目に向かって、少しでも前進していけるような取り組みを皆様としっかり議論
し積み上げてまいりたいと思います。  

 
これからの高岡市としては、効率的な財政運営と、そしてまた、しっかりした
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作戦への道筋をつける行財政運営に取り組んでまいりたいと思いますが、その中
で高岡市としての一体感、一つのパワー、旧町の盛り上がりなども必要なことか
と思いますので、こういう面でもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。  

 
委員の皆様には、大局的な立場から高岡市全体を見渡していただき、福岡地域

がどのように発展していけばいいのか、忌憚のないご意見をいただければ幸いか
と思います。  

本日は、新しい構成の審議会の発足にあたりいろいろとご説明させていただき
ますが、今後の議論の取り掛かりでもありますので、いろいろご意見を賜りなが
ら進めてまいりたいと思います。  
 

今後、２年間の長いお付き合いになるかと思いますが、どうかよろしくお願い
申し上げます。本日はどうもありがとうございました。  
 
【事務局】 
 どうもありがとうございました。それではこれをもちまして、福岡地域審議会
委員の委嘱書の交付を終わります。 

引き続き第 13 回福岡地域審議会を開催しますので、よろしくお願いいたします。 
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福岡地域審議会会議録（第 13 回） 

 
第 13 回福岡地域審議会 

と き  平成 22 年 3 月 1 日（月） 委嘱書の交付に引続き 
ところ  ふくおか総合文化センター（Ｕホール） イベントホール       
 

１ 出席者 
 
【高岡市】 
髙橋市長、新井経営企画部長、坂下総務部長、水上都市経営課長、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、広羽市民生活課長兼健康福祉課長、窪田経
済振興課長、楠地域振興課長、杉野地域振興課課長補佐 
 
【委員・ｱｲｳｴｵ順】 
越後護委員、木村英二委員、窪谷芳光委員、佐野隆一委員、島次富委員、立浪重
建委員、地崎武治委員、徳田新一委員、中山安治委員、西野惠美子委員、茂古沼
江里委員、梁瀨温子委員、山﨑透委員、山崎美惠子委員、山田儀作委員 
 
２ 開 会 
 
【地域振興課長】 

それでは、ただいまから、第 13 回福岡地域審議会を開催いたします。 
 
委員の皆様につきましては、お手元の審議会委員名簿のとおり、１５名の方々

でございます。 
 

次に高岡市からの出席者を紹介します。 
 

髙橋（たかはし） 市長 でございます。 
新井（あらい）  経営企画部長 でございます。 
坂下（さかした） 総務部長 でございます。 
水上（みずかみ） 都市経営課長でございます。 
 
続いて、福岡総合行政センター並びに福岡教育行政センターからの出席者です

が、  
竹田福岡総合行政センター所長でございます。  
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でございます。 
網代福岡教育行政センター所長でございます。  
広羽市民生活課長兼健康福祉課長でございます。  
窪田経済振興課長でございます。  
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杉野地域振興課課長補佐でございます。 
 
私は、本日の司会を務めます地域振興課長の楠でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
３ 会長・副会長の選出 
 
【地域振興課長】 

次に本審議会の会長・副会長の選出を行いたいと思います。 
地域審議会の設置に伴う規定により、会長・副会長の選出につきましては、委

員の皆様の互選となっておりますが、いかがいたしましょうか。 
 
【委員】 
 私は、第２期のこの審議会の委員をしており、その時の会長、副会長の選ばれ
た経緯も知っておりますので少し発言させていただきます。 
 前回は、学識経験者である倉さんが会長をされ、副会長は福岡町地域自治会連
合会会長の竹島さんがされておりました。これまで１期、２期の審議会をみてお
りまして自治会の代表の方も会長にふさわしいと思っております。 

今回は、自治会の代表として福岡町地域自治会連合会会長の山田儀作さんが委
員になっておられますので、会長にふさわしいと思います。 
 また、学識経験者として立浪重建さんがおられますので、副会長をお願いして
はと思います。ということで、この両名の方を会長、副会長として推薦申し上げ
ます。 
 
【地域振興課長】 

ただ今、窪谷委員より、会長に山田委員、副会長に立浪委員の推薦がありまし
たが、よろしければ委員の皆様の拍手でご承認をお願いします。 
 

（拍手あり） 
 

ありがとうございました。 
それでは、会長は山田委員、副会長は立浪委員に決定させていただきます。 
山田委員には、会長席の方へお願いします。 

 
（山田委員会長席へ移動） 

ここで、会長に選任されました山田委員さんに就任のごあいさつをお願いいた
します。 

４ 会長あいさつ 
 
【会長】 
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ただ今、委員の皆様の互選により会長を仰せつかりました山田でございます。 
皆様のご協力により務めさせていただきたいと思いますので、立浪副会長さん

共々よろしくお願い申し上げます。 
また、市当局の皆様にも一層のご支援をよろしくお願いします。 
 
さて、今回の審議会について、私は大変難しい審議会であると思っております。

合併して４年４ヶ月が経過しましたが、合併時に約束されたことが順次これまで
進められて来ております。 

福岡消防署の移転改築、西明寺パークゴルフ場の整備、大滝工業団地の造成、
幼保一元化施設（福岡中央地区）については開園しておりますが、それから、総
合グラウンド整備についてはいろいろな事情により立野地区に決まっております。
それから、福岡小学校の耐震化については、改築事業として実施されることにな
りましたが、平成 22 年度から建設が始まるようです。 

 
それに、大きな事業として福岡駅前開発の福岡駅前土地区画整理事業がありま

す。これについては、行政の皆さんも努力され地権者の同意も大分とられたよう
であります。しかしながらまだ１００％という状況にはなっておりません。折角、
事業をやられるのでしたらいいものにしていただきたいと思います。 
 この中で９０数億円というお金を掛けられるわけです。高岡市の厳しい財政状
況の中で、これだけの金額を掛けられるわけですから大変な配慮だと思います。
この金額が、今後の情勢によって上積みされることがないようお願いしたいと思
います。 
 
 こうした中で、委員の皆さんには各地域で地元住民の皆さんから、いろいろな
ご意見が寄せられていると思います。委員の選任に当たっては皆さんが二の足を
踏んだという状況もあったと聞いております。皆様には、こうした難しい状況の
中で委員に就任いただいたということで、本当にありがとうございます。 
 この難局に一致協力して当たりたいと思っておりますので、どうか皆様のご協
力よろしくお願いいたします。 
 

それから、昨年は、高岡開町四百年で各地域においていろいろな記念行事が実施
されました。高岡が非常に盛り上がったと思います。今年は四百一年ということですが、
「祭りの年の後」ということにならないようにと思います。 

何か仕掛けをしないと本当に「祭りの後の年」というようなことになると思います。是
非、何か仕掛けを考えていただきたいと思います。 
 

また、この審議会は新市建設計画の変更や施策について審議していただくことになって
おりますが、新市にとって地域の必要と認められる重要な施策についても述べること
が出来ますので頑張っていただきたいと思います。 
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高岡市全体を見渡した意見、議論をお願いしたいと思います。また、こうした意見が、
行政に反映していただけることを祈念しまして、ごあいさつとさせていただきます。
どうかよろしくお願いいたします。 
 
５ 市長あいさつ 
 
【地域振興課長】 
 続きまして、髙橋市長からあいさつを申し上げます。 
 
【市長】 
 ただ今、会長、副会長を選任いただきまして、今後２年間の審議会が山田会長
さんのもと進められることになりました。どうぞよろしくお願いします。 
 

今日は、新しい構成となりました第３期の審議会の最初ですので、地域審議会
の役割、新市建設計画の概要、今後の審議会のスケジュールなど、また、新年度
予算も発表しましたのでこうしたこともご説明しながら進めたいと思います。 
  

また、昨年は高岡開町四百年ということで、そして今年は新市として合併５周
年ということで、祭りの一過性とならないよう、新しい年に市民のエネルギー、
盛り上がりが引き継いでいけるよう、新年度予算を編成させていただきました。 

これからの発展、また元気な高岡への芽だしが出来たかと思っております。一
方、財源対策などでは財源手当てに大変苦労もいたしました。今後の課題へとい
うこともありますが、一つひとつ解決しながら先に進む予算になったと思います。
そうした予算についてもご説明しながら、今後の地域の発展にかかるご意見をい
ただければと思います。 
 

本日は限られた時間ではありますが、忌憚のないご意見をいただきながら進め
たいと思いますので、慎重審議のほどよろしくお願いします。 
 
６ 議 事 
 
（１） 福岡地域審議会について 
 
【事務局】 
 ただいまから議事に入らせていただきますが、本日の出席委員は１５名と規定
によります過半数以上でありますので、本会議は成立しております。また、会議
の議長は規定によりまして会長が務めることとなっておりますので、山田会長よ
ろしくお願いいたします。 
 
【議長】 
 それでは、規定に基づきまして議長を務めさせていただきます。皆様のご協力
をいただきながら円滑な進行に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願



8 

いいたします。 
 まず、議事の最初の事項といたしまして、福岡地域審議会につきまして事務局
から説明をお願いします。 
 
【地域振興課長】 
 本日は、福岡地域審議会の第３期の委員さんを委嘱して最初の会議であり、第
２期からの委員さんは８名いらっしゃいますが、初めての委員さんもいらっしゃ
いますので、ここで改めて、福岡地域審議会や福岡地域新市建設計画など今後の
会議の基本となる事項についてご説明させていただきます。 
 それでは、先ず資料１に基づき福岡地域審議会の概要を、ご説明をさせていた
だきます。 
 

（地域振興課から説明） 
 
 以上、福岡地域審議会についてご説明申し上げました。 
 
【議長】 
 ただいま説明のありました福岡地域審議会について、何かご質問等ございませ
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。  

 
【議長】 
 特にないようですので、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）福岡地域新市建設計画について 
 
【議長】 
 次に、福岡地域新市建設計画について、事務局から説明をお願いします。 
 
【地域振興課長】 
 それでは福岡地域新市建設計画についてご説明いたします。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】 

ただいま事務局から説明をいただきました福岡地域新市建設計画について、何
かご質問等ございませんか。 
 
【委員】 
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 資料２の表頭の総合計画平成 19 年から 23 年、平成 24 年からについて、都市基
盤・産業の中の事業で、その欄が横棒あるいは空欄となっているものがあります
が、その中の聖人橋架替事業が横棒で未実施なっております。これについて現在
の状況をお聞かせ下さい。 
 
【議長】 
 では、お願いします。 
 
【福岡総合行政センター次長】 
 現状ということですが、聖人橋は小矢部市との市境にあるわけで市道というこ
とになります。これに関連する小矢部市との協議、それから県道への昇格という
ことで、両市での県への働きかけをどうするかということもあり、まだ結論は出
ていません。年数も経過しておりますが、今後どうするか担当部局とも協議しな
がら進んでいる状況にあり、もうしばらく時間をいただきたいと思います。 
 
【議長】 
 よろしいですか。ほかにあります。 
 
【委員】 
 関連しての質問になるかと思いますが、資料の表頭の総合計画平成 19 年から 23
年、平成 24 年からについて、例えば教育・文化・スポーツでＢ＆Ｇ海洋センター
プール施設改修事業で両方に丸が付いて未実施となっております。また、括弧付
で丸が付いている標記の事業があります。それで、丸が付いて未実施の事業が、
この先も事業実施が見込めないのかどうかと、括弧書きについて説明をお願いし
ます。 
 
【議長】 

では、お願いします。 
 
【地域振興課長】 
 はいお答えします。括弧書きの事業については、単一の事業だけで行わず、複
数の事業と関連性がある事業ということで括弧が付いております。 
 
【福岡総合行政センター所長】 
 それと、この表は新市建設計画から総合計画に移行した時にまとめた表でして、
それ以降協議によって事業の実施を決定したもの、また、先送りしたもの等々様々
です。それで、これについては、次回の審議会まで平成 21 年度まで事業が終わっ
たもの、平成 22 年度以降行うものなど整理しなくはならないと思っております。 
 例えばＢ＆Ｇ海洋センタープールについては、Ｂ＆Ｇ財団の補助金の決定があ
り、資料では未実施となっておりますが、平成 22、23 年度の継続で実施すること
が、最近決まったところであります。 
 そういうことで、未実施となっているものでも、既に実施する方向で決まった
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ものがありますので、平成 21 年度が終わった段階でもう一度整理し、改めて皆様
に報告することになると思っております。よろしくお願いします。 
 
【委員】 
 次回の会議までには、整理したものが出てくるということでしょうか。 
 
【地域振興課長】 
 はい、そういうことでお願いします。 
 
【委員】 
 はい、分かりました。 
 
【議長】 
 ほかにありませんか。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。 
 
（３）議案事項 
 
【議長】 
 それでは、議案第４号福岡地域審議会のスケジュールについて、事務局から説
明をお願いします。 
 
【地域振興課長】 

それでは、議案第４号福岡地域審議会のスケジュールについて、ご説明申し上
げます。なお、議案第４号となっておりますのは、第１回の審議会からの通し番
号となっておりますので第４号となっております。 
 

（地域振興課から説明） 
 
【議長】 
 ただいま事務局から説明をいたしました議案第４号について、何かご意見はあ
りませんでしょうか。  
 
【議長】 
 ご意見等ないようですので、議案第４号福岡地域審議会のスケジュールについ
ては原案のとおり決定させていただきたいと思います。 

以上で、議案事項は終了いたしました。 
 
（４）その他 
 
【議長】 
 次に、その他に入りますが、先日、平成 22 年度高岡市予算（案）が発表され、
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今月３日からは高岡市議会において審議されるようです。折角の機会ですので、
議会で審議される事項ですが、ここでは可能な範囲でよろしいですから、この予
算案の概要についてご説明していただければと思います。いかがでしょうか。 
 
【経営企画部長】 
 それでは、私のほうからご説明申し上げます。 
 

（経営企画部長から説明） 
 
【議長】 

どうもありがとうございました。審議会としては次回の第 14 回の地域審議会で
予算の細部についてお聞きできると思っておりますので、次に進めてまいりたい
と思います。ほかに事務局から何かありますか。 
 
【地域振興課長】 
 特にございませんが、今後の審議会については、本日決めていただいたスケジ
ュールを基本に開催させていただきたいと思います。 

また、予算の方で説明がありましたように新市誕生５周年記念事業で皆様にご
相談することもあるかと思います。また、合併後の調整ということで制度の見直
しということもあります。これについても今後の審議会に報告し審議させていた
だきたいと思います。 

なお、具体的な日程が決まりましたら、委員の皆さんにご案内させていただき
ますのでよろしくお願いします。 

また、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（アナ
ログ２ｃｈ・デジタル９２ｃｈ）で放映する予定です。日時は、３月６日（土曜
日）、７日（日曜日）の両日、午前１０時、午後５時、午後９時からの放映を予
定しております。 
 
【議長】 
 本日議題にしておりました案件はこれまでですが、皆様の方でほかに何かあり
ましたらお願いします。 
 
【委員】 
 旧福岡町として気になっているのは合併特例債のことです。その期限もあと５
年と迫ってきましたが、この使い道がどうなっていくのか一番気になるところで
す。 
 その懸念というのは、折半した合併特例債の旧福岡町分が旧高岡市の事業に充
当されるのではないかということです。これからの使い道が、どういうかたちで
充当されていくのかお聞きできればと思います。 
 
【議長】 
 ではお願いします。 
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【経営企画部長】 
 合併特例債については、合併に際し折半するということで合意し基本的にそう
いう考え方でおりますし、これまでもそういった形でそれぞれ活用させていただ
いております。 
 福岡地域については、新市建設計画の中で予定している事業で進んでいないも
のもあるということで、高岡と比較して進捗率が少し低くなっております。詳し
くは、５月の審議会で平成 22 年度予算を含めた段階での進捗率を報告させていた
だきたいと思います。 
 そういう中でこれからどうしていくかは、これからの議論であるかと思ってお
ります。 
 当然、合併時の協議、合意事項があります。それを踏まえ、あと５年をきりま
したので、平成 26 年度までどうしていくかを含め協議していかなければならない
と思っております。 
 具体的な話は、次回の審議会に報告させていただきたいと思います。 
 
【議長】 
 それでよろしいですか。 
 
【委員】 
 はいありがとうございました。 
 
【議長】 
 ほかにありませんか。 
 
【委員】 
 予算案の資料の最後のページですが、（７）のコミュニティ活動への支援の「元
気高岡」市民まちづくり事業についておたずねします。 
 これについては、もう事業が決まっているのか、あるいはこれから申請し審査
して予算が出るのかということと、戦略プログラム（１）「新幹線開業を見据えた
戦略的・重点的都市基盤整備」に福岡市街地整備事業がありますが、素朴な質問
ですが、新幹線開業と福岡市街地整備ですが、なんとなく高岡駅の整備ならわか
るのですが、福岡駅前の整備とどんなかかわりがあるのか、市として新幹線開業
を見据えた中で、福岡駅前をどのような考え方で整備されるのか考え方だけをお
聞かせください。 
 
【議長】 
 ではお願いします。 
 
【経営企画部長】 
 先ず中山委員さんにお答えする前に、先ほどの島次委員さんのご質問について
資料を持ってきておりましたので、合併特例債の活用状況について少しお話させ
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ていただきます。 
 合併特例債の活用について、昨年の５月の審議会で報告させていただいた時に
は、福岡地域の進捗率は 16.7％でした。今回平成 22 年度予算分を含めますと、こ
れが 35.3％と見込まれ、かなり進むのではないかと思います。 
 
 それで次に「元気高岡」市民まちづくり事業についてですが、今後内容につい
て細部を詰めてから皆さんにお知らせをして実施していただこうと思っておりま
す。思いとしては、開町四百年記念事業で市民提案事業として地域で市民の皆さ
んにいろいろな活動を行っていただきました。 

 
それで、そうした市民の皆さんの盛り上がりをこれからの新しいまちづくりに

結びつけられないかということで考えております。例えば市民の皆さんが自ら行
う地域資源、歴史とか文化とか新しいまちづくりなどもあるかと思いますが、こ
ういったものの保存継承、あるいは地域の活性化を目指した事業に対して支援を
していきたいと考えております。このような考え方でおりまして新しいものです
から、これから皆様に内容を詳しくお知らせしていきたいと思っております。 
 
 それからもう一つのご質問ですが、戦略プログラム新幹線開業を見据えた戦略
的・重点的都市基盤整備について、福岡市街地整備事業が直接関係するかどうか
となりますといろいろ見方はあるかと思いますが、平成 26 年というのはいろいろ
ハードだけではなく、ソフトも含め高岡が変わっていく節目の最初の年だと思っ
ております。 

 
それでそういうことを念頭におきながら、それまでにどうするのかということ

でこれから取り組んでいくのだと思います。これは、ハードだけではなくて造っ
たハードとどう組み合わせていくのかという取り組みもありますので、あえて新
幹線開業を見据えた取り組みとさせていただきました。また、これは性格的には
都市基盤整備ということで、福岡市街地も整備するというメッセージを出させて
いただきました。そういうことでご理解をいただければと思います。 
 
【議長】 
 よろしいですか。 
 
【委員】 
 はい結構です。 
 
【議長】 
 ほかにありますか。 
 
【委員】 
 （７）のコミュニティ活動への支援で、「元気高岡」市民まちづくり事業と同じ
く新規の事業で新市誕生５周年記念事業の関係ですが、記念事業といいますとど
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うしても単発ものの打ち上げ花火的なものを連想してしまうのですが、こういっ
たものと市民まちづくり事業との違いですか現時点で分かる範囲でいいですから
教えてください。 
 
【議長】 
 ではお願いします。 
 
【経営企画部長】 
 「元気高岡」市民まちづくり事業については、基本的には継続していきたいと
考えておりまして、先ほど申し上げたような市民の皆さんの活動に対して補助を
していく事業として考えております。 

 
新市誕生５周年記念事業につきましても、１１月１日が合併５周年に当たりま

すので何らかの式典は行わなくてはいけないと思っておりますが、それだけでは
なくて、５周年を契機として更に一体感を進めていくといった観点での市で企画
した事業もありますし、あるいは市民の方々が協力しアイデアを出していただい
て行うものや、毎年実施している事業で５周年の節目としてバージョンアップし
て行う事業などを考えております。 

 
今の段階ではこうした考え方を持っておりまして、これから１１月１日を目指

しまして内容を検討・確定し、市民の皆様にお知らせしながらやっていきたいと
考えております。基本的には開町四百年記念事業で取り組んでいただいたような
事業の中で、同じような形、あるいは違う形で、市民参加で企画して実施してい
ただければと思っております。 
 
【議長】 
 ほかにありませんか。 
 
【委員】 
 合併特例債についてですが、やはりこれも借金で市民に負担がかかってくるも
のだと思いますが、その辺のことがあまり理解されていないのではないかと思い
ます。これについて少し説明していただければと思います。 
 
【議長】 
 合併特例債について説明をお願いします。 
 
【経営企画部長】 
 合併特例債は、これはある事業を実施するときに借入することが出来るお金（借
金）であります。合併ということで通常の市債（借金）よりも大変有利になって
おります。 
 事業に対する充当率は９５％となっていますが、例えば１００億円の事業をす
るとき、５億円の財源を持っていれば１００億円規模の事業をすることが出来る
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わけです。 
 それで、後年度、借り入れした９５億円の元金とその利息を償還していくわけ
になるのですが、その内７割が地方交付税という別の形でカウントして、国から
地方公共団体にくることになります。ということで、市から持ち出さなければい
けないお金が、通常の一般的事業の市債より少なく有利になります。 
 
【議長】 
 いいですか。 
 
【委員】 
 今の合併特例債の件についてもう少し具体的にお願いします。市全体で合併特
例債が約１８０億と聞いていますが、地方交付税も措置されて最終的に市として
の持ち出しがどのくらいになるのか教えていただきたいと思います。 
 
【議長】 
 ではお願いします。 
 
【経営企画部長】 
 事業を実施した時に持ち出さなければいけないのは、５％ということでこれは
はっきりしており申し上げることは出来るのですが、後年度の分については、地
方交付税の算定が基準財政需要額にカウントされ交付税計算がされ、交付税とし
て入ってくることになることから、その時々の高岡市の財政規模とか財政状況を
踏まえて交付されることとなります。 

それで１００％の交付がされるとすれば、９５％のその７割ですから約６６％
となりますので、市の方の負担、持ち出しは３４～５％ということに計算上はな
ります。ただ、償還が長い期間となりますので、実際にどれだけ交付されるかは
その時々にならないと分からないということがあります。 
 
【議長】 
 そうしますと基本的には約６６％は返ってくるけれども、もう少しくる場合も
あるということでしょうか。 
 
【経営企画部長】 
 いいえ、最高でも６６％ということです。 
 
【議長】 
 はい。 
 ほかにありますか。 

ないようでしたら、これで議事を終了させていただきます。 
 
７ 閉 会                       午前 11 時 10 分 
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【事務局】 
 それでは以上をもちまして、第 13 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。 


