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第５回福岡地域審議会会議録 

と き：平成１９年４月２６日(木)午後２時３０分 

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、岩坪経営企画部長、須藤総務部長、坂下都市経営課長、

武部教育委員会総務課長 

 

○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、島倉初美委員、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 小山春木委員、竹島勝彦委員、中島秀恭委員 

 

○事務局 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、中川福
岡教育行政センター所長、司辻地域振興課長、角田経済振興課長、横山市民生活課
長、矢部健康福祉課長、杉野地域振興課主幹、橘地域振興課副主幹 

 

１ 開  会                          午後２時３０分 

【事務局】 

本日は、お忙しい中ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

ただいまから、第５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） 

２ 会長挨拶 

【事務局】 
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それでは、まず、林会長からごあいさつをお願いいたします。 

【会長】 

本日は忙しい中、委員の皆さん方には、ご出席いただきありがとうございます。また

市当局からも出席いただきありがとうございます。この審議会が発足して 5回目になり

ました。昨年はこの審議会としての要請（書）を市長に提出して参りました。新市建設

計画が総合計画の中に組み込まれ、今後策定される基本計画には更に具現化されて組み

込まれるものと考えております。前回の審議会で、総合計画基本構想について主に福岡

地域の概要が示されましたが、今回は全体の構想案が示されます。資料は事前に皆さん

にお配りしてあり、本日、担当課から説明があります。 

また、平成１９年度の福岡地域の予算についてもお話があります。いずれにしても、

５回を重ねますと、一応、総合計画に位置付けされることが大事であると思っています。 

新年度予算については積極的な市の対応をいただき、今日は７項目について市から示

していただきます。皆さんからの積極的なご発言をお願いしたいと思います。 

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】 

今日は第５回の地域審議会ということですが、新しい市が発足して１年と５～６か月

が過ぎました。新しい市のまちづくりの基になる総合計画は、最終段階まで煮詰まって

参りまして、基本構想については、今日のご意見やいくつかのご意見をいただきながら

６月議会の方へお諮りしていくところまで進んで参りました。また、１９年度の予算に

つきましては、第 1回からのご意見や審議結果も踏まえながら予算化したものです。本

日はそれを審議していくことにしています。その中でも合併特例債、国から交付される

合併補助金につきましても１８年度１９年度で前倒しになりまして、４億５千万円すべ

て交付が決まりまして、その中で地区コミュニティ施設の赤丸・大滝幼稚園跡の整備に

つきましても皆様方のいろんなご意見を基に、今回、こういう形で整備しますといった
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ことをお示しできると思います。今のコミュニティ施設も含めて福岡消防署など、完成

事業もでて参ります。一方、駅前地区土地区画整理事業のように緒に就いたものもあり

ますが、幼保一元化施設、総合グラウンドのように新市建設計画の期間中ということで

合併特例債事業として事業着手までの期限をお示しできるもの、あるいは構想をまとめ

る手順をお示しできるものなどでてきます。そういったものについて、本日は審議を進

めていただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。 

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、本日は、竹

島委員、中島委員、小山委員の３名の方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、林議長よろしく

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、となっております。 

まず、最初に、報告事項、「報告第７号 高岡市総合計画基本構想（案）」について、

坂下都市経営課長から説明をお願いします。 

【坂下都市経営課長】 

それでは、「報告第７号 高岡市総合計画基本構想（案）」につきまして、お手元の

資料１に従いましてご説明します。 

（説明） 
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【議長】 

 ただいま坂下都市経営課長から、「報告第７号 高岡市総合計画基本構想（案）」に

ついて、説明がありました。１５年後の高岡の姿、基本方針などが具体的に示されてい

ます。この総合計画基本構想（案）につきましてご意見等ございましたらお願いします。 

ご意見は、議長の指名のもと、発言をお願いします。 

なお、お近くのマイクを必ず通してください。 

【委員】 

３ページですが、「まちづくりの歩み」の万葉の時代・前田利長の時代・近現代の、

古代から中世の１２００年間は全く空白である。旧高岡市では空白であるかもしれない

が、福岡町にはこの時代には、想定ですが、木舟城には、１万人規模の城下町ができて

いた。中世赤丸城や加茂城の城址もある。福岡地域のことがここから抜けているのでは

ないか。 

【市長】 

貴重なご意見をいただきました。福岡地域に限らず、古代～中世に何の営みもなかっ

たということは決して無い訳でありますから、それを踏まえて、歴史というものは面々

と続いているという認識の中でまた考えさせていただきたい。 

【委員】 

１３ページの人口推計によると、１５年後は１６万５千人を大きく割り込む。人口減

少社会の到来ともいえる。ついては２つ質問したい。 

１つ目は、高岡市は、現在、企業誘致について考えはあるのか。 

２つ目は、夕張市の財政破綻について、最後まで拡大人口施策でやってきたのかな。

縮小人口施策が大切でないか。１３ページの４つの施策はすべて拡大人口の指針が述べ

られているのではないか。①交流人口の拡大②安心して子供を産み育てる環境の整備③

やすらぎのある生活環境の整備④魅力ある雇用の場と就業機会の拡大、となっていて、

実行できれば素晴らしいことであるが、人口減少社会の到来ということも見越して、発
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想を変えたまちづくりも必要でないか。この人口の減を食い止めることはできないので

はないかという意見もあるので、縮小人口施策も構想の段階で指針に入れるべきではな

いだろうか。 

【市長】 

1 つ目の企業誘致のご質問については、高岡市に立地を求めている企業、あるいは、

既存の企業の中で事業あるいは生産品目を拡大したいという企業の動きはあるように

聞いています。一番大きい動きは日本ゼオンではないかと思います。一部は隣の氷見市

域の上田子地区を含んだ部分もありますが、現在、今の生産拠点においても内部を変え

ながら、いろんなことを考えておられます。いくつかの工場の中では、品目拡大、生産

拡大の動きがあります。オフィースパーク等についても一時止まっていましたが、今は

企業の動きが出てきております。福岡地域については、高岡市の中では計画しやすい場

所でもあるので、ぜひ、工業団地を計画し、できるだけ早く企業用地を確保する努力を

していきたいと思います。東海北陸自動車道も供用開始が予定されていますので、名古

屋方面へもアプローチをかけていきたいと思います。 

２つ目については、平成３３年から１６万５千人を割り込むという推計数値を何とか

施策で５～６千人はカバーして１７万の大台はキープしたいという計画になっており

ますが、毎年、前年度と比較すると拡大でありますが、現在の１８万からすれば、縮小

であります。１８万にすればいいのではないかといったご意見もあれば、もっと減少す

るのではないか、といったご意見など、いろんな意見があり、その中で１７万ぐらいは

何とか確保したいということで計画ではそうなっています。縮小人口の施策の話は寂し

い話でもあり、そういうところが難しい総合計画ではありますが、３７ページのナンバ

ー３のところに「教育効果を高める教育環境の充実」の３行目に「通学区域の見直し、

学校再編統合等に取り組みます」という表現があります。学校再編統合というのは、組

織的には２７ある学校が普通に書けば減ることになりますが、しかし、「減らします」

とも書けないし、「再編統合」と書いている訳です。子供の数が減っているので、そう

いう認識（減少人口に対する認識）は当然、持っている訳です。――福岡地域では小学

校区は１つで載せる訳ですが。―― いくつかの議論する場で（推計人口の目標数値を

どうするか）考えているということでご理解いただきたいと思います。 

【委員】 
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 ２６ページの「中山間区域では、竹の子や炭焼きなどの～」とありますが、福岡町に

おいてたくさんの面積を占めている五位山地区について、「林業」と、この１行しか出

てこない。ここにも人が住んでいるので、山菜の栽培とか、何らかの希望がもてるもの

を入れていただきたい。 

【市長】 

 はい。これはご意見ですので、そういったご意見をふまえながら考えていきたいと思

います。五位山地区については、このあと作る基本計画に淵ケ谷小学校の活用などもで

てきます。その中で具体的になってでてきますが、そのレベルの表記の中にそういった

ことも含めて、考えていきたいと思います。 

【委員】 

最近、４３年ぶりに学力検査が行われたとか、憲法改正論議が行われています。強引

で大きな力を感じているが、こういった流れの中で私は一市民としてどういうふうに考

えればいいか分からない。市長の憲法に対する考え方や学校教育に対する考え方を伺い

たい。 

【市長】 

教育については、「生きる力と確かな学力、―読み・書き・そろばんですが―」は大

事だと思います。これはどこのまちにおいても等しく大事であると思います。その中で

基本はもちろん大事ですが、高岡市として特色あるものにすることも大事であると思っ

ています。ひとつは小・中学校で実施しているものづくりデザイン科、それは週１時間

年間３５時間の授業時間で、つくりもん・菅笠、鋳物・漆器などのものづくりを小学校

５・６年、中学校１年の３年間で行います。これはものづくりのふるさと、高岡ならで

はないか、と思っております。もう一つは、万葉かるたをやっております。大伴家持公

が氷見や新湊も含めて、越中の国で詠んだ屈指の歌をまとめた百人一首を万葉かるたと

呼んでおりますが、小学校の４・５・６年生・中学生の希望者で行っています。子供た

ちはみんな暗唱します。高岡に生まれ育って何かを暗唱することはたいへんいいことで

あり、ものづくりについてもそうですが、将来考えるときに何かの手がかりになるので

はという思いで万葉かるたに取り組んでいます。もう一つは環境教育で、地域の身近な

清掃活動や環境状況調査を、いくつかの学校で地域の住民の方々と共に取り組んでいる
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と聞いています。学校田を持っていたり、一緒に農産物を作ったり、いろんな意味で環

境とかかわっている学校が多いので、高岡で生まれ育った人にせっかく高岡に生まれた

のだから、高岡らしいものを勉強をしてもらいたいとそんなふうに思っております。 

憲法改正については、憲法が制定されて６０年という歳月の中でこれからどういうに

考えていくのか、まだまだこれから議論が尽くされていくと思います。条文について今

話題になっているところということではなく、いろんな意味で、６０年という歳月の中

で世の中が変わり表現が変わってきている部分があるかもしれませんが、多くの方のご

意見の中で答えがでてくるのではないかと考えています。手続き的には非常に慎重にな

される中で、よく論を尽くして、いろんなことを進めながら考えていかれるかと思って

おります。 

【議長】 

総合計画は１５年後の高岡市の状況が入っていて大きい意味合いがある。目標達成の

ための基本方針の部分で意見が何かないでしょうか。福岡地域における関心のある事業

がでていますが、総合計画審議会の専門委員会で検討された結果であると聞いています。

何かご意見をお願いします。 

【議長】 

特に意見等がないようですので、次に進めたいと思います。総合計画基本構想は６月

議会に提案されると聞いております。それまでには少し時間もありますので、また意見

などございましたら事務当局へ申し出ることもできると思います。関心持っていただけ

れば幸いです。 

それでは、「報告第８号 高岡市全体の平成１９年度当初予算」また、「報告第９号 

福岡地域新市建設計画の平成１９年度主要事業」について、一括して事務局から説明を

お願いします。 

【事務局】 

 それでは、「報告第８号 高岡市全体の平成１９年度当初予算」「報告第９号 福岡

地域新市建設計画の平成１９年度主要事業」につきまして、お手元の資料２、資料３、

資料４に従いまして説明をいたします。 
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（説明） 

【議長】 

ただいま事務局より、「平成１９年度の予算」について説明がありました。高岡市

全体の主な予算の説明と、資料４には、福岡地域に関する予算が記載されています。

この後の審議案件の７件の事業は今の内容と重複するので、７件の事業を除いてご意

見をお願いします。審議案件の７件の事業については、次の説明の後、ご発言いただ

きます。 

【委員】 

 資料４のＮｏ３９の公営バスについて質問ですが、第２回審議会で公営バスのバス

停の改修と更新について検討いただきました。まだ一部の地区ではバス待合所が無く、

バス停が道路に出ていて、積雪・暴風日などにはバスの利用者、児童がたいへん寒い

思いをしていて保護者も心配しています。 

 また、バスは、右回り、左回りと隔年運行順が変更する。片側にしかバス停が設置

されてないので、児童はバスが停まったら道路を渡ってバスに乗るという危険なバス

通学をしています。 

また、去年は通学時に交通事故に遭い、不安を覚えた子供もいました。そのため、

早急にバス停の改修・更新を進めて欲しいと思います。このことは前回議論した少子

高齢化対策にもつながるのではないか。また、今年から福岡小学校ではＰＴＡからな

る教育環境委員会ができました。その委員会は児童の安全確保を推進するとともに、

ＰＴＡ会員の教養の向上に努めるものです。今年初めての取り組みですが、こういっ

たことからもバス停の改修と更新をお願いしたいと思います。 

【域振興課長】 

 バス待合所については地元からの要望に基づき設置しています。平成１８年度につい

ては２か所設置しています。財政的にもなかなか一度にという訳にはいきませんが、で

きるだけ皆さんの要望をお聞きして、順次整備していきたいと思います。 

【委員】 
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 駅前地区土地区画整理事業の予算付けは結構ですが、事業は進んでいるのか。 

【地域振興課長】 

 駅前地区土地区画整理事業については、次の案件で説明させていただくつもりでした

が、現在、境界立会を行っています。この後、測量に入り、６月に県知事の事業の認可

を受ける予定です。事業費は前年度末に予算が付きまして前年度から繰り越している設

計・測量の予算もございます。平成２２年の工事着手を目指しています。 

【議長】 

この件については次の案件で説明します。他にございますか。 

（２）審議事項 

【議長】 

意見が無いようですので、続きまして、審議事項に入ります。 

それでは、「審議項目第７号 福岡地域新市建設計画事業」の、７件の審議項目につ

いて、説明をお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 それでは、お手元の資料５の「福岡地区文教ゾーン及び幼保一元化施設の整備につい

て」をご覧ください。図面も一緒にご覧ください。 

（説明） 

【福岡教育行政センター所長】 

 それでは、続きまして、教育行政センターから、地区コミュニティ施設整備事業、総

合グラウンド整備事業について、お手元の資料６と資料７でご説明します。 

（説明） 

【地域振興課長】 
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 それでは、駅前地区土地区画整理事業と、能越自動車道福岡パーキングエリアのＩＣ

化、福岡消防署移転改築事業について説明します。資料８～資料１０を順番にご覧くだ

さい。 

（説明） 

【経済振興課長】 

 それでは、引き続きまして、資料１１の西明寺パークゴルフ場整備事業について、ご

説明いたします。 

（説明） 

【議長】 

 ご当局から説明がありました。これらの事業は福岡地域にとっていずれも関心の高い

事業であろうと思っております。幸い、橘市長のご努力あって、多くの事業に予算付け

や調査をいただいておりますこと感謝申し上げたいと思っております。この７つの事業

については、予算計上され具体化されてきています。消防署のように工事が着々と進ん

でいる事業もあります。また駅前地区土地区画整理事業の周辺で都市再生整備計画の調

査をされることが明らかになったようでもあります。それでは、ただいま説明のあった

「審議項目第７号 福岡地域新市建設計画事業」の７件の審議項目について、皆さんの

ご意見がありましたらお願いいたします。 

【委員】 

 総合グラウンド整備事業の資料には「高岡市南部エリアにおける拠点中核スポーツゾ

ーンの施設」とあるが、南部エリアとはどこか。 

【副市長】 

 分かりやすくいえば、小矢部川をはさんで北と南と捉えていただければよいかと思い

ます。西部地区という言い方もしておりましたが概ねそのあたりとご理解いただきたい。

小矢部川の北側は山手になるが、高岡市全体として考えますと、市域には城光寺陸上競



11/22 

技場がありますので、小矢部川をはさんで反対側に総合グラウンドをどうかということ

であります。 

【委員】 

川東ということですね。 

【副市長】 

 はい。そうですね。 

【委員】 

今の総合グラウンドの場所について調査中ということですが、前回では一歩二歩地区

と具体的な地名が出ていた訳ですよね。それがどう変わったのか。これからということ

は、前回の一歩二歩地区の話は無くなったと理解してよいのか。 

【副市長】 

 確かに前回、そういう説明を申し上げました。今も基本的な方針としては変わってお

りません。ただ、その後、旧高岡のある地区から要望書が出たことなど、そういった状

況から既定の状況とは言い切らずに、そのことも含めて是非の検討を更に進めていきた

い。先般、一歩二歩自治会から設置の要望書が提出され、これまでにいくつかいただい

たものを慎重に検討させていただきたいと思います。 

【委員】 

 合併時に場所は旧福岡町にとか、旧高岡市域との境界にとか、聞いております。各方

面から２～３カ所の場所の要望があると聞いておりますが、山王地区としては一歩二歩

地区への設置を要望し、先般市長へも要望書を提出した。具体的にはいつ頃、場所が決

まるのか。  

【副市長】 
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 教育委員会の所管であり、今は検討中で、これも早く決めなくてはいけません。合併

特例債対象事業ですので、平成２６年まで供用開始が必要であり、判断までの時間はそ

う残されていない訳です。 

【会長】 

 余計なことかもしれませんが、この審議会は新市建設計画に沿って審議していただく

ことにしており、地元要望である場所の要望に深入りしてはいけない。従って、具体的

地区名や設置要望の議論をすべきではないのではないか。ご理解願います。 

【委員】 

 高岡市全体からみると砺波市寄りになってしまって、高岡市域からは遠すぎて都合が

悪いのでは。 

【市長】 

 能越自動車道ＰＡとの絡みや能越自動車道ＩＣにもつながっていますし、先ほど高田

副市長の説明にもありましたように、高岡全体の配置としては、北に城光寺陸上競技場、

中央部分にスポーツコア ――サッカーやテニスができますが、―― そして、この福

岡・戸出・中田の真ん中あたりにひとつ考えています。ただし、合併の象徴ということ

で、旧市・町境辺りにもってくればいいのではないかと。特に合併特例債を使う場合は

平成２６年度までに竣工する必要があり逆算した日程で頑張りたい。高田副市長の説明

にあったように、早く取り掛からないと２６年度までに仕上がらないのではないかとい

うことで一所懸命取り組んでおります。 

【委員】 

 駅前地区土地区画整理事業も着々と進んでいるようですが、単なる建物の並び替えや

道路の付け替えだけではなく、活性化事業が必要だと思うがその活性化事業についてど

う考えておられるか。 

【副市長】 



13/22 

 駅前地区土地区画整理事業は文字通り、区画整理が主眼でありまして、一部確定して

いない地籍の調整等も最初に行わなければならないという大きな課題がございます。区

画整理が終わりますとそこに新しい道路も付きまして、その地区の新しい形が見えてく

ると承知しております。従いまして、そこの区域にどんなふうにゾーンを配置していく

か、それを研究していまして、例えば、駅を降りまして、右側には旧中島公園がござい

ましたが、あれに匹敵する形で緑のゾーンを設けたいと。そうすると駅前通りを広い道

にして左側には商業ゾーンになるのかなと。そこまではほぼ固まっておりますが、委員

ご指摘のように、じゃあ、どういうふうに、活性化事業に踏み込んでいくのか、という

と、まさにこれからの仕事になっていくのではないかと思います。駅前地区土地区画整

理事業はハードの部分について行う訳でありますので、その後のソフトの部分につきま

しては、―私も先般から聞かれる毎に皆さん方にお願いしている訳ですが、各地域から

いろんな声をあげてほしいと、そこでみんなが集まってくる活性化というか、にぎわい

のあるまちづくりをするために皆さんの声をぜひ、寄せてほしいとお願いしている訳で

ございます。 

当面、６月まで提出する事業計画につきましては、概ね固まっておりますが、その上

に乗せていくものはもっか予算計上しております９８億円にプラスしていかねばなら

ない。いわゆるソフトの部分で任意に乗せていく部分、この部分が大きな焦点になって

いるのであろうと思っています。ぜひ、地域審議会委員の皆様方からもご意見をいただ

いて、良い勢いのある駅前づくりにしたいと思っているので、皆さんのご協力をお願い

したい。 

【委員】 

ソフト部分についても時間はそんなに無いのか。 

【副市長】 

 事業計画の提出は６月までになっていますが、それまでに決める必要はありませんが、

大筋で道路等が確定しますと、ここはどうするのかといったことを議論しなくてはなら

ないので、６月の事業計画提出に併せましてソフトの部分も進めていきたい。いつまで

ということについては、駅前から１軒目は商店にして２軒目はどんなふうにして、とい

った、そこまで具体的なことは６月の段階では必要ありませんので、およそ完成１０年

の長いスパンの中で考えている大事業でありますので、その中で市民が総参加する形の
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中でいろいろアイディアを生かしていきたいと思います。駅前は８号線を渡って中島通

りまでと考えておりますが、これを岸渡川沿いまで広げた区域の中で旧町部全体をどの

ように考えていけばよいかといったこともございますので、単に駅前地区の区画整理だ

けではなく大きな視点からも考えていきたいと思います。 

【委員】 

 地区コミュニティ施設整備事業について、「床は畳敷き」というのは和室のことです

か。 

【福岡教育行政センター所長】 

 今までの地区公民館は畳の部屋が狭いということで、教室を２部屋続けて利用すると

かなり広い部屋になりますので、ここを畳敷きにして欲しいという要望があったので、

両施設（赤丸・大滝）をそういうふうにする予定です。赤丸公民館は要望により、遊戯

室も畳敷きとフローリングと両方で使えるように整備します。 

【委員】 

 多目的便所（車いすを使用できる便所）を配置しても、和室は車いすで利用できない

のではないか。また玄関もバリアフリー化すると書いてありますが、玄関だけでなく、

他の部屋についても福祉住環境の整備が必要でないか。 

【福岡教育行政センター所長】 

 ここには、具体的に載せてありませんが、高岡市のバリアフリー化に関する条例（高

岡市福祉のまちづくり条例）がありますので、それに従って整備します。現在、設計担

当課と細かい詰めを行っているところですので、今回のご意見を踏まえて整備していき

たいと思います。 

【委員】 

 幼保一元化の整備の中で商工会は、今の施設が解体・撤去され、さくら会館へ移転す

るということですが、駐車場問題がありまして、できるだけ早く整備をお願いしたい。 

【市長】 
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 ご要望としてお聞きします。早ければ、秋ぐらいには、商工会の移転が始まるかと思

いますが、そのころまでに駐車場の整備は間に合いませんが、現状のままでも駐車場は

相当台数止めることができますので、しばらくは応用させていただきたいと思います。 

【委員】 

 福岡体育館を壊して駐車場にするということですか。 

【副市長】 

 幼保一元化の施設やその周辺の設計図を作成する中で、新しい駐車場の用地を確保し

ていくということです。特に今の時点の計画からいいますと、福岡体育館の跡地を駐車

場にするということではありません。小学校をどこに置くかによって随分変わってきま

すが、概ねそこでスペースを考えながら、駐車場を割り振っていきたいと思っています。 

【議長】 

 皆さん、ご承知のとおり、新市建設計画では福岡小学校は耐震補強をするということ

になっております。今回、高岡では大胆にも文教ゾーンを、全体を取り巻く地域を、整

備したいということで、小学校を改築するという方向付けをされました。加えて周辺に

いくつかの老朽施設がある訳ですが、一体化して整備をするといった計画が示された訳

であります。これについて、皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

【委員】 

 旧校下ではなくて、今の校下、つまり全体の地区コミュニティ施設は、考えておられ

るのか。 

【副市長】 

 今回の地区コミュニティ施設は先に開園した２カ所の幼保一元化施設の整備に伴う

ものであり、全般的な考え方としましては、福岡地区は小学校区でいうと旧６校下があ

りましたが、それぞれ６校下（地区）で集会所等いろんな形でコミュニティの場は確保

されていると思います。それぞれの地区からの要望を踏まえながら、今後、また煮詰め

ていけばよいのではないかと思っています。 
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【委員】 

 わかりますが、合併したからという訳ではないと思いますが、地域コミュニティが本

当に弱体化しているとみています。私たちは婦人会ですが、衰退寸前というのが現状で

す。そういう中で、今、大事なのは何のためにそういうものが必要なのかといったこと

なのですが、やっぱり皆さんが参加して、目的がはっきりして、話し合いをして、その

中から生まれてくるアイディアがどこかへ響くというような、広い地域をまとめるとい

う、そういうことが必要ではないかと思うのですが。他の組織団体の長もたくさんおら

れますので、ご意見をお伺いできたらと思います。 

【市長】 

 福岡地域の諸団体の長が３月３日に集まって、「福岡地域づくり連絡協議会」を設置

されました。福岡地域には、つくりもんまつり、福岡オープン卓球など、皆さんが多く

参加されます行事があります。それを１つ１つ大事にしまして、高田副市長の説明にも

ありましたが、今から行う駅前地区土地区画整理事業にしても平成 21年に仮換地指定

ということでそこが１つのタイミングになってくる訳で、そのときにどういうふうにそ

の地域を変えていくのか、あるいは、出てくる面積の中で何をしていくのか、また、北

陸街道沿いということで考えれば、―― 今、伝統的な町並みを活かし、また新たな良

好な景観の創出に向けて、市全体として景観計画を考えています。その中で景観計画に

想定される地域、旧高岡でいえば、金屋地区とか、山町筋などがありますが、例えば福

岡ではどういうふうにしていくのか。駅前地区土地区画整理事業の部分と景観で残して

いく部分を組み合わせれば、旧町内というのは、１つの新しい、みんなで何かできるこ

とがあるかもしれません。そういうこと、目的をうまく組み合わせていくことが大事な

のかなと思います。全体の地区コミュニティ施設としてはＵホールがそのかたちになる

のではないかと思いますが、あるいは駅を主体にして駅前地区土地区画整理の中で、そ

のメニューのものを考えていくのか、そういうことも含めて、皆さんが何かに対して取

り組んでいただければ大変うれしいなと思います。 

【委員】 

 大滝地区としては、村づくりを中心に頑張っていきたい。確かに青年団も婦人会もだ

んだん弱体化し、また合併して議員も少なくなり、福岡６校下（地区）をまとめていく

には村づくりを自治会と公民館が協力してやっていくのがよいと思っております。敬老
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会も実施しましたが予算が高岡市になって少なくなったので１戸２００円を負担して

いる訳で、そういった細かい予算の配慮もお願いしたい。 

【議長】 

 答えはいいですか。 

【委員】 

 はい 

【委員】 

 福岡児童館について、括弧の中に学童保育含むと書いてありますが、現在、８０名ほ

どの子供たちが児童館を利用しています。体育館を自由に使っています。ついては学童

保育に対するニーズはつかんでいるのか。これから調査されるのか。 

【教育委員会総務課長】 

 学童保育の実態について、福岡地区は定員以上の需要があると聞いていますが、今の

ところ学校の中に学童保育についても取り込めないかと検討しています。児童館も併設

になるかどうかは未定ですが。暫定的に一時どこかへ移設しなければならない訳ですが、

どこの場所でということはこれから検討させていただきたい。例えば、学校の体育館の

中に組み込むとか、そういう検討をしていかなければならないと思います。 

【委員】 

新市建設計画が総合計画にどのように反映されていくのかお聞きしたい。今日は旧石

澤町長もお見えですが、合併協議のときに一緒におられたのが担当課長の司辻課長です。

現況について司辻課長からお聞きしたい。  

【地域振興課長】 

 合併して１年と６カ月です。合併のときの課長は隣においでる都市経営課の坂下課長

でございまして、旧福岡地域の新市建設計画には事業が２００ほどありまして、今ほど

説明のあった１番～７番までの事業で概ね１００億を超えるのではないかと考えてお
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ります。道路関係の事業につきましは 40億ほどでありまして、これらは経常的なもの

で毎年毎年、地区のバランスを考えて一定程度進めていく訳であります。これらについ

ては進行中あるいは検討会等で頭だしをしております。当然、基本計画の実施計画に盛

り込まれると考えております。 

たった２年の間に半分以上の予算化していただいているのは橘市長の格段のご配慮

があるものと考えております。通年合併前でしたら１０億を切ったほどの事業費しかあ

りませんでしたが、１８・１９年度で１０億近い事業をさせていただいております。 

【都市経営課長】 

 総合計画を担当する都市経営課長でございます。新市建設計画の事業につきましては

総合計画の中で、大きなものは進捗に合わせましてできるだけ取り込みたいと思ってい

ます。総合計画は１５年のスパンですが、新市建設計画の中での事業、先ほど福岡体育

館については福岡小学校の中に機能を入れながら、といった話もありましたが、そうい

った形で工夫しながら、事業を実施し、総合計画にも取り込んでいきたいと思います。

この後の、基本計画というのは実施計画になりますが５年間ということでありますので、

必ずしも５年の中に見えないところもあるかもしれませんが、全体の中では事業の進捗

に合わせて出来るだけ取り込んでいきたいと思います。そして新市建設計画事業の進捗

については、十分に把握していきたいと思います。 

【副市長】 

 合併に伴い福岡側から掲げた大きな（主な）事業につきましては、ほぼ方向付けが終

わったと思っています。残された個々のチェックはこれからになりますが、大きなもの

は大筋見えてきたと思います。当面、検討事項として考えられますのは、説明等で触れ

ていない激変緩和措置の対象になっている各種料金等についてですが、概ね５年間ほど

で一本化することになっていますので、これらについてはまだお答えする段階ではない

ので、そういう意味では経過中ということでご理解いただきたいと思います。 

【委員】 

 私は女性消防団の団員で、毎年、出初め式には参加していますが、合併後、出初め式

は福岡町で行われず、旧高岡市域で行われるようになりました。学校教育のことも関係
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していますが、子供たちは、社会科の科目の中に、地域のいろいろな職場を体験して、

見たり聞いたり質問したりして学習しています。出初め式の日に福岡からバスを出して

見学させたらどうでしょうか。出初め式の場所も含めて検討していただけないでしょう

か。 

【市長】 

 女性消防団で活動いただきありがとうございます。旧高岡市でも過去には伏木・戸

出・中田で別々に実施していたものをまとめていったという経緯があります。それとは

別に秋にそれぞれの消防署で秋季検閲訓練が実施されますし、高岡市地域防災計画で位

置づけられた市総合防災訓練を全市的に順次展開していく行事もあります。小学校へ消

防員が出かけて行き火事の怖さや消防の大切さなどを児童が体験するファイア・パーク

という行事もあります。出初め式のバスのご意見については、ファイア・パークを含め

て、いろんな形で子供たちの見学について考えていきたいと思います。 

【議長】 

 時間もだいぶ経ちましたので、以上で審議項目７号について終わらせていただきます。

全体を通して何か、ご意見がありますでしょうか。 

【委員】 

 前回、要望していた小矢部川の無堤防地区について国に何か要望していただけたので

しょうか。 

【福岡総合行政センター所長】 

毎年、県・国へ夏要望、冬要望という形で要望をしております。１回ではなかなか進

まない訳で引き続き、福岡町時代からの要望ということで、引き続き国・県へ要望して

いきたいと思います。これも新市建設計画の中で見えていない、課題として残っている

１つでありますので、早急に形になるようにこれからも努力をしていきたいと思ってお

ります。 

【委員】 
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何か、どうなったかだけでも連絡いただきたい。そうしないと、言いっぱなし、聞き

っぱなしで終わってしまうような気がしますので。 

【福岡総合行政センター所長】 

わかりました。 

【委員】 

安全で安心して暮らせるまちづくりが柱になってくるが、昨年、高岡市でも災害時の

１人暮らし高齢者世帯のリストを自治会ごとに出しましたが、能登半島沖地震の際には

活かされたか。また市ではどのように使うのか。 

【総務部長】 

昨年度、要援護者のリストを皆さんに作っていただきました。それを社会福祉協議会

でまとめました。今回の地震の際にはそれを活用する段階までには至っておりません。

これから新しい防災計画を作る中でこのリストの活用方法を考えていきたいと思って

います。 

【委員】 

工業団地が大滝地区に計画されていて、地元には細かい話を自治会からはしていませ

んが、町時代からいろいろ話がでていたが、なかなか先に進まなかったこともあり、今

回はぜひ、まとめていきたいと思っています。そのためには、単価が安くていいものを

つくらねばなりませんが、地元との工業用地の買収や調整については市の方でも進むよ

うに協力をお願いしたい。しかし、造成したが工場がこなかったでは困りますので計画

の段階からよろしくお願いしたい。 

また、合併してたくさんの仕事をしていただいて大変ありがたく思っている。ただし、

小さい道、市道などが、なかなか予算がつかない。われわれも予算要望しているが生活

関連道路などの小さい道路にも予算をつけていただきたい。よろしくお願いします。 

【市長】 
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工業団地については、造ったからには、活用されなければ意味がないし、また、活用

されることで広げていくといったこともありますので、ご意見のとおり、今回はこうい

う景気状態ではありますが、皆さんのお気持ちもありますので、十分、いいかたちにな

るようにしていきたいと思っています。 

市道については、高岡市全体でも同じようなご意見をたくさんいただいておりまして、

荒屋敷下老子線などの大きな路線は頑張っていますが、今のご指摘の件については、市

全体のバランスも大事にしながら取り組んでいきたいと思います。 

【議長】 

特にご意見がないようですので審議を終了します。 

（３）その他 

【議長】 

 引き続き、事務局から、その他の事項について報告がありますのでお願いします。 

【事務局】  

過日、3月3日に「福岡地域づくり連絡協議会」が設立されました。 

福岡地域づくり連絡協議会は、従来からの行政主導型ではなく、市民協働型で進めら

れ、福岡地域の２９団体で構成されます。福岡地域全体の課題や問題を、地域の皆さん

が中心となって、さまざまな立場から議論し、地域の振興と発展を目指していくことを

目的として設置されましたので、参考までにご報告申し上げます。 

それと、次回の第６回福岡地域審議会は、新年度予算要求に向けて１０月頃の開催を

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】 

 本日の審議事項は全て終了しました。今回は、予算の位置付け等説明ありました。総

合計画はこの後、基本計画、実施計画へと進んでいきますが、委員の皆さんからいただ
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きましたご意見は、各担当部局に伝えていただき、できるだけ前向きに取り入れていた

だきたいと思います。  

５ 閉会 

【会長】 

これをもちまして、第5回福岡地域審議会を閉会します。  

午後４時３０分 


