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第６回福岡地域審議会会議録 

と き：平成１９年１０月２２日(月)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、

山口農業水産課長、小崎福岡駅前まちづくり推進室主幹 

 

○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、竹島勝彦委員、中島秀恭委員、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、中川謙三委員（副会長）、日和祐樹委員 

 

○その他 石澤義文市政顧問 

 

○事務局 竹田福岡総合行政センター所長、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、 

 

１ 開  会                          午後２時００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６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 
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【事務局】 

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、第 6 回の審議会を開催しましたところ、委員の皆さん方には忙しい中、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。4月に開催した前回の 5回目の審議会では新市の総合計画の基本構想や平成 19 年

度予算の概要等についてお示しし、審議をいただきました。今回の審議会では、皆さん

に事前に資料をお配りしてありますように、報告案３件、審議案件１件について審議い

ただきます。特に今回は皆さんが関心を持っておられる総合計画の基本計画について、

また、新市としての重要な事業について提出されておりますので、慎重なご審議をいた

だきたいと思います。 

なお、昨年私たちがこの審議会の委員に就き、来年 1 月には任期満了を迎えます。今

回が、私たち委員としての最後の審議会となると思われます。そういうことで、皆さん

方には思い残すことなく後悔のないよう積極的なご意見・提言をお願いします。 

それでは皆さんよろしくお願いします。 

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６回の地域審議会ということで、週明けのお忙しい中、皆さんにはご出席い

ただきありがとうございます。今ほど林会長さんのお話にもありましたように、本日は、

一つには総合計画が基本計画まで仕上がってきましたが、それについてご報告し、新市

建設計画との連続性をご確認いただければと思っています。さらに、二つ目には合併し

て概ね２年が経過しようとしていますが、今日は午前には市政顧問会議があり、さらに

夜には大滝地区でのタウンミーティングが予定されており、このあと福岡地域の６地区
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を最初に全市をまわり皆さんのご意見をお聞きします。そういう意味で、この２年を振

り返る時期ではないかと思っております。また、いろいろな事業が一つ一つ進捗してき

ておりますが、それについても皆さんのご議論をいただきながら、併せ、過去２年間６

回の審議会の総括という意味も含め、ご意見をいただければ幸いと思っております。 

いろいろと盛りだくさんなことを申し上げましたが、本日は、この時間を大切に慎重

なご審議を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、小

山委員、中川委員、日和委員の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、となっております。 

まず、最初に、報告事項、「報告第 10 号 高岡市総合計画基本計画」について、坂

下都市経営課長から説明をお願いします。 

【都市経営課長】 

それでは、「報告第 10 号 高岡市総合計画基本計画」につきまして、本日配布して

おります、お手元の「高岡市総合計画タウンミーティング版」によりましてご説明しま

す。 
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（説明） 

【議長】 

 ただいま坂下都市経営課長から、「報告第 10 号 高岡市総合計画基本計画」につい

て、高岡市総合計画タウンミーティング版と資料１により説明がありました。また、高

岡市総合計画基本計画書も事前に配布してありましたので、ご検討されているかと思い

ます。この総合計画基本計画につきまして、この後、報告及び審議事項となっています、

幼保一元化施設整備事業から第５期山村振興事業を除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】 

高岡市と合併して２年近くになります。今日まで旧市・町の制度の違いからいろいろ

と問題が起きていることもありますが、新市建設計画については、比較的手厚く配慮い

ただきありがたく思っております。私は、外の地域のことは良く分かりませんが、私の

地域では旧の赤丸幼稚園がコミュニティ施設に改修されたり、農業生産基盤整備事業が

採択されたりうれしく思っております。 

そこでお尋ねしますが、総合計画基本計画について、私どもが要望しておりました準

用河川の馬場谷川、甚徳川の改修について総合計画のどこに入っているのかお尋ねしま

す。もう一つは、石堤の六日市から小矢部川の堤防に至る上り坂の道路で市道１２３号

線・向野六日市線の拡幅、それと旧町からの市道２２２号線・上向田赤丸線の赤丸と石

堤の境界に架かる橋梁とその取り付け道路の整備について、この二つは合併後一番先に

実施するとの旧町の石澤前町長さんの発言で、これは市長さんとの約束であると聞かさ

れております。この整備についてみえてこないのはどういうことなのかお聞きしたいと

思います。 

【市長】 
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尾畑さんのご発言にお答えしたいと思います。まず馬場谷川、甚徳川ともに、谷内川

水系にも関連するわけで、整備については県事業になる部分もあります。福岡地区の自

治会連合会の要望にもあげられており、市としても谷内川の改修について事業推進を県

にお願いしているところであります。また、谷内川に係る橋梁の問題についても、谷内

川の改修が進捗することに伴って、この道路整備も重要だと思っております。また、石

澤前町長さんからも申し送りを受けております。一番大事なことは谷内川の改修を急い

でいくことで県に対して強く働きかけていきたいと思います。道路の整備について予算

的には生活道路整備の中に入っており、事業実施が可能になれば急いでいくようしてい

きたいと思います。 

【委員】 

もう一つ、六日市から小矢部川の堤防に至る道路についてはどうですか。 

【市長】 

要望としていただいている路線の中から、順次やっていくことになると思っておりま

す。予算的には生活道路整備に入っています。福岡地域の方々からいただいている要望

の中から全体の進捗を見ながら着実に取組んでいくことになると思っています。 

【委員】 

 ただ、これはですね合併したら直ぐやりますと言われてきたことであるのに、その進

捗状況について情報が全く入ってこないのはどう言うことなのでしょうか。 

【福岡総合行政センター所長】 

 先日、市全体の問題については、福岡町地域自治会連合会として市長さん副市長さん

等へ要望されております。また、それとは別に道路などの事業については、建設部長、

関係課長に、各地区の自治会連絡協議会の会長さんも入って要望の説明に来ていただい

ております。その中で全体の計画、進捗状況についての話が出ており、特に赤丸地区の

会長さんからも赤丸地域の事業について要望されており、全体の計画、進捗状況、概ね

今後５年間の計画をお示しすることになりました。また、各自治会や各種団体から要望

された事項について新年度予算要求と併せ、整理しながら回答できるよう準備を進めて
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いるところであります。来年１月から２月頃には、今言われた事業等について今後の計

画等が提示されるものと思っておりますのでよろしくお願いします。 

【委員】 

谷内川に架かる橋については、地元としても大変難しいことは分かっている。したが

って仮橋を架けてやっていくのか、県の河川改修後の川幅を検討して整備していくのか、

やっぱり約束したことは出来なければ伝えてもらわないと困ると思っております。それ

がないので不審に思っております。 

それともう一つ、準用河川の改修についても新市建設計画の中には入っているのかも

しれないけれども、県の農業基盤整備で馬場谷川、甚徳川整備ということが固有名詞と

して入っているのです。それなのに、この総合計画の中にはその名称が一つも入ってい

ない。いったい手をつける気かあるのかないのかはっきりお聞きしたい。 

【都市経営課長】 

お答えしますが、総合計画の基本計画の中では個別の事業は記載してはいませんが、

たとえば準用河川整備ですけど、この基本計画書のページ７３を見ていただきますと、

施策の実現に向けた主要事業の、事業名河川改修整備事業、事業の概要で河川名を載せ

ており、要望のありました馬場谷川、甚徳川につきましてもこの等の河川に含まれてい

るものと思っております。 

【委員】 

ただですね、河川改修について２千万円や３千万円で終わるような事業なら何にも言

いませんが、何十億と掛かるような事業、いや何十億掛かるかどうかは分かりませんが、

そういうような事業の河川名を載せないのはおかしいのではないかと思います。 

馬場谷川は、五位庄用水からの水も含め全部放水することになっているが、馬場谷川

へ流すときは山、山地の水ですよ。何も農家からの受け取る水ではないですよ。山地か

ら受け取る水は、行政で処理してもらわないと。われわれにやれと言われても無理な話

ですよ。だからこういうことをどのように考えているのかお聞きしたい。 

【市長】 
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今おっしゃることは、そのとおりなのかと思いますが、基本的に下は谷内川に抜けて

いくものですから、下から上へと言いますか、やはり谷内川の改修を進め、馬場谷川、

甚徳川の水を安心して流せるようすることが先決でないかと思います。 

事業の手法としては、準用河川の改修と農業関係の排水の事業があるのですが、今お

っしゃるように農業関係でやれば地元負担が発生します。ですから、趣旨からすれば河

川事業が本筋だと思いますが、谷内川の改修を進めながらそれでも受けきれないとなれ

ば、どうするのかと言うことも、今後地元に入らせていただき整理しながら検討してい

きたいと思います。 

また、事業の進捗状況についてもおっしゃるように事業が進捗しているか、いないの

か、しないのならそれはなぜなのか、はっきりさせていく必要があると思っております。

合併関連の３道路事業とそして２河川の事業についても、状況をお知らせしていかなけ

ればならないと考えておりますのでよろしくお願いします。 

【委員】 

われわれとしては、まだ言いたいこともあるのですが、タウンミーティングもありま

すので、また、それぞれその時にお話させていただきたいと思います。 

【議長】 

 ただいまのことについては、最後の要請のところでも申し上げたいと思っておりまし

たが、準用河川の改修については、下八ヶ佐賀野用水の関連もあるということもありま

すのでよろしくお願いします。 

【委員】 

 資料１の新ＩＣ設置事業の進捗状況についてはいかがでしょうか。 

【市長】 

 福岡パーキングエリアのＩＣ化については、現在線形等について調査している段階で

あります。まずこのＩＣの無料化が望ましいのですが、国県で検討されている状況です。

来年には東海北陸自動車道が開通により能越自動車道を経て氷見までつながり、交通量
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も増えてくると思いますし、国の流れも高速料金を引き下げる方向にあります。そうし

た状況の中で良い方向で解決出来ないか注視しているところであります。そういうこと

で現在の状況としては、もう少しお時間をいただきたいと思っております。 

【委員】 

 どうも進んでないようですね。県や国土交通省の関係もあるのでしょうけれど、私は

県に言えばいいのか、国に言えばいいのか分かりませんが、是非市長さんには精力的に

取組んでいただくことをお願いしたいと思います。 

【市長】 

 はい、承りました。状況等の変化がありましたら、また対応していきたいと思います。 

【委員】 

 もう一つですが、福岡パーキングエリアのＩＣ化については乗入れの関係で、能越自

動車道と平行して整備される北陸新幹線の工事との関係があると思います。素人考えで

はありますが、ＩＣの工事と新幹線の工事は同時でなければならないのではないかと思

います。国、県との関係もありますが、この新幹線との関係も非常に関連してくること

で、そういう意味では、いっそう急がなければならないのではないのかと思います。 

 それと、福岡ＩＣからのアクセス道路の整備ですが、上蓑で中断しております。この

市道荒屋敷下老子線は県道本保福岡線に接続しておりますが、これが本保福岡線のバイ

パスになると聞いております。また、ＩＣへのアクセス道路としても兼ねると聞いてい

ます。私どもとしてははっきりしたことは聞いていませんが、県道のバイパスと言うこ

ととなれば市でなく県の所管になるのでしょうが、この整備について県の方へはたらき

かけていただきたい。また、現在の状況が分かればお聞かせ願いたい。 

【市長】 

 二つのことについてお話があったと思います。先ず新幹線との関連については大変大

事なポイントでお話されたと思います。また、おかげさまで福岡地域での新幹線の事業

についてご理解をいただきありがとうございます。このことは、福岡地域での新幹線の

事業を進める上で、後から禍根を残すことがあってはいけないことだと思います。ＩＣ
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から来る取り付け道路との切り分けについては、鉄道運輸機構さんとよく相談をしてい

かなければならいけないことで、後から道路が出来ないということがないような対応を

考えさせていただきたいと思います。 

 また、市道荒屋敷下老子線については、現在一部使用しながら道と道の間を抜こうと

しており、大変お世話になりながら進めております。県道本保福岡線につきましては、

石澤前町長さんからも、県へはたらきかけることで引継ぎを受けております。そのほか、

県道小矢部伏木港線、福光福岡線などの道路も含め新市建設計画に位置づけてあります

ので、欠かさず県に要望していきたいと思います。ただ、要望してどう受け止められる

かはありますので、これもしばらく時間をいただきますようよろしくお願いします。 

【委員】 

 福岡には大小の河川があります。その河川に架かる橋の要望ということで発言させて

いただきます。最近小さい子供たちが橋の手すりをくぐってしまう光景を目にします。

こうしたことからくぐりやすい手すりや高さの低い手すりの橋について、また、橋につ

ながる道路のスロープが急になっているところなど、特に障害者の方や車椅子を利用さ

れる方への配慮の面などから、こうした点についても県に伝えていただければと思いま

す。 

【市長】 

 市の所管する部分、また県の所管するところなどもありますので、ご発言の趣旨をし

っかり受け止めて進めていきたいと思います。 

【委員】 

 福岡町が合併してどうだったかということについて、職場や近所などで聞いてみると

１０人が１０人あまり良くないと聞きます。それは、それで率直な意見だと思います。

今基本計画を示していただき、その中で今後いろいろなものが出来るということで希望

はあるのですが、ただ、人と人をつなぐソフトの面が、この計画にどれだけ盛り込まれ

ているのかなと思います。道路を整備する、駅前を整備するなどハード面を整備して、

お金をどれだけつぎ込んでも、そこに住む人が魅力を感じないと何にも意味がないと思

います。 



10/23 

 それで私が聞きたいことは、資料の２ページの完了した計画事業の福祉専門学校整備

補助事業の計画廃止ということについてです。先ほど言いましたようにハード事業をど

れたけしても、人がいないと、それが活用されないと意味のない魅力のない町になると

思います。実際、現在の旧の福岡町は死に体のまちだと思います。やっぱり人を増やし

物流を増やし商業を活発にしていく上で、こういう学校を誘致することがとても魅力の

あることだと思います。それが、ここでは廃止となっていますが、この経緯や今後の人

口増加施策についてお聞きします。 

【市長】 

 島倉委員さんからの話は、大変大切な部分だと思います。計画はどうしてもハードに

偏ってしまうところがありますが、問題はハード面だけでなくてソフト面だと思います。

制度を含めてソフト面をどうするかだと思います。そこには賑わいをどうするか、行政

と住民の距離をどうするかなどありますが、お金をかけないでやっていけるところは一

生懸命やっていきたいと思います。 

 それと、福祉専門学校整備補助事業についてですが、これは新市建設計画が策定され

た当時この事業をやってみようかという事業者さんがいらっしゃって、その後、今はそ

の時期ではないということで断念されたため、そういう事業者さんの強い意志があって

はじめて成り立つ補助事業であるので廃止になったという経緯があります。 

 それではどうするかということですが、この地域には福岡高校があります。昨年も野

球で頑張りましたし、英語の特色のある学校ということで福岡地域以外からの通学生も

あります。そういうことでこれを大事にしながら、また、これから土地区画整理事業も

始まります。道路が広がればそれでいいということでなく、そこに賑わいというものが

ついてこなければ意味がないということは、おっしゃるとおりです。 

従いまして、現在高田副市長さんを中心としてまちづくり懇談会を開催しておられま

すが、土地区画整理事業をやるからには、新しい福岡町の顔としてソフトの伴った土地

区画整理事業として仕上げていくことが大切だと思っております。ここ１、２年の換地

計画をつくる中で、始める前が大事だと思っておりますので、いろいろなお知恵を拝借

しながら進めていきたいと思います。 

【委員】 
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 資料１の№２７の幼保一元化施設整備事業（福岡中央）についてですが、資料３を見

ますとよく分かるのですが、この民営化施設を担当される法人はもう決定されたのでし

ょうか。（はいとの声あり）はい、決定されたのですね。福岡には３つの幼保一元化施

設があり、一つは公立、もう一つは民間、そして今度の施設ですが、どこが運営される

か分かりませんが、それぞれ特色あると考えていいですね。といいますのは、福岡小学

校へ入ってくる子供たちの様子を見聞きしますと、どのように小学校を支えたらいいの

か、幼稚園のことが分からないのではということで発言しています。また、どのように

してそれが決まったかも分かりませんので。それについて教えていただければいいので

すが。 

【事務局】 

それについては、報告第１２号でまた報告しますのでよろしくお願いします。 

【委員】 

 資料１の西町・橋上町地区整備（土地区画整理事業）についてですが、これは、駅前

の土地区画整理事業と一緒に行っていくのかということと、黒石川改修とも関連してく

るのではないかと思います。黒石川改修については、なかなか進捗しておりませんが、

これが進みこの辺一帯を整理しますと立ち退きの方なども出てくると思います。何年か

かかるか分かりませんが、これについて黒石川改修と併用して進めていけばいいと私は

思います。 

【市長】 

 資料に記載してありますように丸に括弧というのは、まさにおっしゃった趣旨が反映

されているのではないかと思います。駅前の土地区画整理事業については、まだ換地が

終わっていないという段階ですが熟慮しながらこれを進め、ご発言の趣旨を受け止めさ

せていただき、この計画の中で検討し進めていきたいと思います。ご要望は承っていく

ということでよろしくお願いします。 

【議長】 

 よろしいでしょか。 
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【委員】 

 はい。 

【議長】 

時間も大分経過しました。ご意見が無いようでしたら次に進みたいと思います。なお、

いろいろまだあるかもしれませんが、平成２４年度からの第２期計画の中ででも対応し

ていっていただければと思います。 

それでは、「報告第１１号 平成１９年度主要事業（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。 

【事務局】 

 それでは、「報告第１１号 平成１９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。 

（地域振興課長説明） 

【議長】 

ただいま事務局より、「報告第１１号 平成１９年度主要事業（福岡地域新市建設

計画）」について説明がありましたが、関連がありますので、「報告第１２号 福岡

地域新市建設計画事業」について資料３から６についても一括して説明をお願いしま

す。 

【事務局】 

 それでは、「報告第１２号 福岡地域新市建設計画事業」につきまして、お手元の資

料３から６に従いまして説明をいたします。 

（資料３、４、６福岡教育行政センター所長説明、資料５経済振興課長説明） 

【議長】 
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ただいま事務局より、「報告第１１号 平成１９年度主要事業（福岡地域新市建設計

画）」「報告第１２号 福岡地域新市建設計画事業」について説明がありました。それ

では、ただいまの報告について、ご発言、ご質問がありましたらお願いします。 

 

【委員】 

 資料２の№３３と資料４の総合グランド整備事業について、候補地の選定状況と現

在までの進捗状況についてお聞かせ下さい。 

【福岡教育行政センター所長】 

 候補地の選定については、まだこれからという状況です。まず、総合グランドとして

の機能や規模等についてどうしたらいいのか、県内施設の資料収集と調査を行っている

段階です。今後１０月３０日の第２回総合グランド施設検討委員会にこうしたことを諮

る予定になっております。高岡市の総合グランドとしてどのような施設にしたらいいの

かということについて、この検討委員会の中で検討していただきながら決めていこうと

いうことで、３回程度の開催を予定しております。今回が２回目で、こちらからある程

度の案を示し、３回目にはまとめをしたいと考えております。 

【委員】 

 資料２のページ３の№４４消防署建設事業について関連して、総合計画の基本計画書

ページ８１を見ますと、救急件数が年々増加しております。そこで、救急車の台数や救

急救命士についてはどのように検討されているのかお尋ねします。 

【市長】 

 ご指摘のように、このことについて火事については皆さんのご協力により少ない件数

で推移しておりますが、救急車の出動要請については、高齢化社会が進展する状況の中

で増える傾向にあります。そうした状況下で一定時間の中で搬送していくとういうこと

が大原則だと思います。それについて、今は一定の時間で行われているということでそ

れはそれでいいのですが、今後それが保てないということになれば、救急救命士の増員

や救急車の増車ということも考えなければならないと思います。 
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 現在、福岡消防署の建設も進んでおり、完成すれば福岡地域だけでなく市西部地域の

エリアのカバーにもつながります。また、南部出張所についても新高岡駅周辺で移転改

築する計画をたてておりますが、そういったことで解消しながら一定時間を保っていく、

そして、件数の増加によりそのサービスの提供が厳しくなれば、また増車ということも

考えていかなければならないと思います。こうしたことにより安心していただけるよう

努めていきたいと思います。 

【議長】 

 よろしいですか。それでは、先ほどの上嶋委員さんの質問についてお願いします。 

【市長】 

 幼保一元化施設の引受け法人についてですが、どのように決めたかは資料にもありま

すように、高田副市長さんをはじめ学識経験者の方、保育所、幼稚園、保護者の方々も

入って検討され、２件の応募があったのですが、皆さんの衆議で決定されたわけです。 

 そういうことで、これで私立のものが２、公立のものが１で合わせて３つになります

が、それぞれが特色を出しながら、やがてここで育ったお子さんたちが福岡小学校に入

学していくわけです。基本的には子供たちにとっていい形で幼稚園から保育園、保育園

から幼稚園へとスムーズに移っていけるよう良いものにしていきたいと思っておりま

す。 

【委員】 

 小学校に入学してくる１年生は、その状況が多様化してきており、先生方は大変ご苦

労されているようです。子供たちや孫をみていると自己主張が強すぎる子ばっかりです

から、どのようにしつけていけばいいか祖母として家族として悩んでいるわけです。小

学校の先生方が子供たちを受け入れる時に、根本的な面で教育的な内容が一致している

ことが必要だと思います。特色というものも大事だと思いますが、それがどのように影

響するかと問われると私も答えづらいところですが、公的な考え方と私立的な考え方に

は大きな違いがあります。その辺の考え方を皆さんが踏まえて、幼稚園というものを考

えているか気になったので質問させていただきました。もちろん３つの幼稚園を競争さ

せるということは思っておりません。 
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【市長】 

 小学校から何かありましたら、連携をとってもらうということもありますし、また、

それぞれ大事な基礎をおさえることは行っていると思いますし、ご意見を踏まえながら

運営に気をつけていきたいと思います。 

【委員】 

 資料２の№５８の赤丸・大滝地区コミュニティ施設整備事業ですが、閉鎖された幼稚

園施設を有効活用されるものだと思いますが、子供たちや、高齢者の方も利用されると

思います。また、市内には二上まなび交流館があり、子供たちが宿泊学習で利用したり

しますが、その外にも子供たちが利用する施設がたくさんあります。また、コミュニテ

ィ施設なども子供たちや高齢者の方が利用されていると思います。しかし、市内のこう

した施設にはＡＥＤ装置が無い施設もあり、是非、これらの施設について考慮していた

だくようお願いします。 

【委員】 

 関連して質問しますが、このコミュニティ施設の運営についてはどうされるのか。公

民館と併用しているものですから公民館でやられるのか、自治会に任せられるのかお聞

きします。 

【市長】 

 ２つありましたが、先ずＡＥＤ装置につきましては小学校、中学校、保育所と順に進

めているのですが、ご指摘の二上まなび交流館や他の施設については確認して進めたい

ということでご意見として承ります。 

【福岡教育行政センター所長】 

 コミュニティセンターの管理につきましては、最初から公民館機能として活用してい

ただくということで整備してきましたので、整備後も公民館に併せたかたちで市の方で

運営し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】 
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 農村環境改善センターいわゆるさくら会館ですが、１階には商工会が入るということ

ですが、２階、３階の活用はどうなるのかお聞きしたい。そして、その管理はどこがな

さるのか、商工会が受託されるのかお聞きしたい。 

【課長】 

 さくら会館には、来年４月から商工会が入居されますが１階のみ使用されます。２階、

３階については今までどおり貸室・貸ホールとして住民の方に利用していただきます。

維持管理の形態につきましては、指定管理者という制度の中でさくら会館をどのように

管理していくかはいつも議論されているところです。ただ、４月から商工会が入ったこ

とによってどのように利用されていくかということや、若干の光熱水費等の生活経費を

お互いにどう負担していくかということなど、少し様子をみていかないと分からない部

分もあります。そういうことで、使用の状況をみながら指定管理者制度の中でどうして

いくか決定していきたいと思います。また、来年からとも考えておりましたが、準備も

しづらいところもあり、ここ１、２年は使われ方をみていきたいと思います。 

【議長】 

 私の言いたかったのは、１階のロビーは、小学生がバスの待合や保護者の迎えが来る

までの間利用している状況があります。商工会が、１階を使用されるとそれが閉め出さ

れてしまう心配があります。１階の利用をどのようにされるか検討される中で、その辺

を考慮していただきたいと思い発言したわけです。 

【委員】 

 今の話に関連してですが、さくら会館は農村環境改善センターとして補助金を受けて

建設され、商工会が入ることで目的外使用になるので補助金を償還されると聞いていま

す。それで、駅前の土地区画整理事業で多目的な交流施設の計画もあるようですが、そ

の中に児童館や子育て支援センター、婦人会等も入って、そして商工会もそこに移り入

ったら先ほどの償還した補助金が戻ってこないのでしょうか。 

【副市長】 

 今回、使用目的を変えてしまうわけですね。補助金を償還してしまうと使用目的が変

わってしまうわけで、この後の変更では改めて償還する必要は無くなるわけです。それ
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で、１０年後あるいは何年後になるか分かりませんが、その時はその時でまた都合のい

いように使用を考えればいいことになると思います。 

【委員】 

 商工会が、土地区画整理事業で施設が整備されるまでの期間、さくら会館を借りると

いう形には出来ないですか。 

【副市長】 

 駅前の土地区画整理事業で駅前に何か新しい交流施設が出来たら、それはその時にお

移りになるのでしたら移るということで、そうすればさくら会館は別の目的で使えるわ

けです。そこで、移転されればその後にはさくら会館も文教ゾーンとして活用する考え

方も出てくるわけです。当面のやりくりの中では、商工会はさくら会館にお移りいただ

いて、施設利用についてはあまりコンクリートに考えないで、まちがよりいきいきとし

て動くように考えていけばよいと思っています。 

 

（２）審議事項 

【議長】 

意見が無いようですので、次に進めさせていただきたいと思いますが、以上で報告事

項を終了し、引き続き審議事項に入りたいと思います。 

それでは、「審議項目第８号 福岡地域新市建設計画事業」について、２件の案件が

提出されております。 

最初に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。 

【福岡駅前まちづくり推進室主幹】 

 それでは、お手元の資料７の「福岡駅前土地区画整理事業について」をご覧ください。 

（説明） 
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【議長】 

 当局から説明がありました。先ず①の福岡駅前土地区画整理事業についてのみご審議

をお願いしたいと思います。今説明がありましたように福岡駅前土地区画整理事業に加

え、ハード、ソフトが出来る都市再整備計画を策定し、新市建設計画にない事業も加え

て駅前を整備していこうということであります。住民の方の提案ということも必要にな

ってくるでしょうけれど、こうしたことで駅前の事業が充実してくるものと思います。

是非、皆さんの建設的なご発言をお願いします。 

【委員】 

 いよいよ、若い者に懸かってきたなということで感謝しております。若い者たちで話

しているとやはり人がいないと何にもならない。人が集まるにはどうしたら良いか話を

しております。そこで、基本計画書の６５ページにまちなか居住支援事業、優良住宅団

地支援事業等々、また、住宅資金の支援関係の事業があげられておりますが、これらの

事業について駅前のまちづくりの中に入れていただき定住人口の増加につなげること

は可能でしょか。 

【市長】 

 今進めているこの２つの事業についてですが、まちなか居住支援事業は今年から始め

たのですが、本当に旧高岡の街中の空洞化が進んでいる中心部で、その部分に１軒毎の

ものを入れて、それから優良住宅団地支援事業については、郊外部で３０戸とか５０戸

とかまとまった開発のものに入れていくことにしています。 

それ以外に優良賃貸住宅とか、そんなことも含めてこれまで行ってきた成果のものと、

これは市の単独事業として行っているものですけれど、皆さんがどんな希望、要望を持

っておられるか、たとえば集合住宅という形で援助をするのがいいのか、住み替えにつ

いては換地の中で進んでいく部分もありと思います。こうしたことについて実情を含め

て良く相談させていただき進めたいと思います。 

制度の活用としてはこんなことがあるのですが、新しい制度も含めてよく議論してい

ただき練っていかなければならないと思っております。 

【委員】 
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 駅前の土地区画整理事業の交流施設の計画について、先ほど婦人会、商工会の方が入

ったらというお話がありましたが、福岡小学校は中国の方との交流を進められて友好関

係にあります。数年前にも中国の方が来町されています。しかし、町全体としては国際

的交流の推進には欠けていると思います。 

そこで交流施設にそういった国際交流的なものも入れたら活性化につながると思い

ます。また、石澤前町長さんは日中友好協会の会長さんでもありますので、中国との交

流にこの交流施設が有効活用できると思います。 

【市長】 

 交流施設を含めてどういうものをどういう形にするかは、これから詰めていかなくて

はならないことです。また、それをだれが整備するのかということも含め、みんなで考

えなくてはならない時期になるかと思っています。 

 今言われた女性の方々の意見、また国際交流的なものをという意見など、いろいろな

ご意見をいただきながら交流施設をどういうものにしていくか、また、どういうやり方

で進めていくかなど、検討していかなければならない時期だと思っております。 

 そういうことで正に練っていかなければいけない時期ですので、中島さん、大家さん

の言われたご意見も含め、皆さんのご意見をいただき練っていきたいと思います。 

【委員】 

 能越自動車道が将来無料化になるという話ですが、その時に国道８号が格下げになる

という噂も聞いています。その時、この土地区画整理事業で整備される国道に影響がで

るのか、でないのか。もうここで約束したからいいと言うことなのかお尋ねします。 

【市長】 

 一番大事なところのご質問になってきたかと思います。この計画に書いてあるとおり

国道は国道でということでお願いしております。したがいまして北陸地方整備局さん国

の方にこういう事業をやるので、ここに書いてあります公管金というものですが、国道

の拡幅整備を行うので国に負担していただこうとしております。このスキームで進めて

いこうとしているのが私たちの思いです。 



20/23 

また、この問題と能越自動車道の無料化の問題は次元が別と言えば別、お話のような

ことにすれば次元はつながってくるのかもしれませんが、私どもとしては、それはそれ、

これはこれということでお願いしております。この土地区画整理事業も折角ここまで来

て、まもなく換地ということで、何としても先ずこの事業を成功させていくということ

が大事だと思っております。 

また、一面お話されたようなことからすれば悩ましいのですけど、考え方としては、

この事業は国道でやりたいと思っております。また、能越自動車道も愛知県から石川県

の能登までつながる道路な訳ですから、国民経済的に広い見地から無料化していただき

たいと思っております。ここで申し上げたいのは、国道として事業をやっていきたいと

いうことであります。 

【委員】 

別にやってください。 

【市長】 

 それぞれ頑張っていきたいと思います。 

【議長】 

 外にありませんか。 それでは次に第５期山村振興事業について説明をお願いします。 

【農業水産課長】 

 それでは、続きまして、私の方から第５期山村振興事業についてお手元の資料８でご

説明します。 

（説明） 

【議長】 

 ありがとうございました。第５期山村振興事業でありますが、これはこれから計画さ

れるという事業であります。特に何かご意見はありますか。 
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 無いようであります。それでは、これで審議項目第８号は終了しますが、福岡駅前土

地区画整理事業については、福岡地区にとって１００年の大計でございます。膨大な事

業費も掛かりますが、新しいまちづくりの事業として推進をしていただきたいと思いま

す。 

また、３分の２が山間地の福岡地区におきましては、第５期山村振興計画は非常に意

義のあるものであります。特にやまぼうし、淵ヶ谷小学校跡の利用がポイントになるか

と思いますが、立派な計画を策定されますようお願いします。 

 審議事項につきましては、賛成反対と言うことはございませんが、事業について推進

していただくことをお願いしまして終わらせていただきたいと思います。 

 以上で、本日提出されております報告事項、審議事項についてはすべて終了しました

が、それでは、次にその他に移りたいと思います。 

 

（３）その他 

【議長】 

 ここで皆さんにご提案申し上げたいと思います。 

年内にこの会議が無いとすれば、この第６回の審議会をけじめとして総括と言いまし

ょうか、意見を集約して当局にお願い申し上げたいということで、去る１０月１０日に

事前協議をしていただきまして、今配布した要請書を取りまとめました。これを審議会

の要請ということで市長さんにお渡ししたいと思いますが、確認いたしますがこれでよ

ろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

【議長】 

 ご異議が無いようですから私の方から市長さんに要請書をお渡ししたいと思います。 

【事務局】  
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それでは、林会長さんから市長に要請書をお渡し願いたいと思います。 

（会長から市長へ要請書を渡す） 

【会長】 

 ４項目ありまして、一つには新市建設計画事業で総合計画の実施計画に盛り込まれた

事業の推進について、第１次計画、第２次計画があると思いますが、ご配慮賜りますよ

うよろしくお願いします。 

 二つ目には、特に住民の皆さんの関心の高い市単独の道路改良舗装事業について、重

点要望として要望しているけれどもなかなか受け入れてもらえないという強いご指摘

もいただいております。そういうことで特段のご配慮をお願いいたします。 

 三つ目には、能越自動車道福岡ＩＣからのアクセス道路の延伸や馬場谷川、甚徳川の

改修に関連して谷内川改修など県営事業等の推進について強力に働きかけていただき、

事業が計画的に実施されるよう配慮をお願いいたします。 

 最後にまちづくり等について、協働によるまちづくり推進のため人材等の育成につい

てご配慮をお願いいたします。 

 いろいろ申し上げましたがよろしくお願いいたします。 

【市長】 

 一言要請書をいただいたことに対するごあいさつを申し上げます。 

 ただ今は、これまでの２年間、６回の審議会を踏まえての集約ということで皆様の思

いをいただきました。この審議会では諮問、答申ということはありませんでしたが、新

しい町になって審議会としてはゼロからのスタートで事業も進捗してきて、この場で今

日はハード面のいろいろなご相談ができたかと思います。また、いろいろなご意見をい

ただき、進んだこと、また遅れていること、もっと早くして欲しいということもあった

かと認識しております。 

また、行政と住民の結びつきはどうなのだろう。皆さんの声はどう行政に届くかたち

になっているのだろう。といった合併に伴ういろいろな思いも出てくる時期かと思って
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おります。今日皆様の総意としていただいたご意見を２０年度予算等で真摯に受け止め

ながら、回答すべきことは回答し、ハード面のみならずソフトの面にもご指摘のありま

した点に配慮しながら、身近な行政としてしての役割をしっかり果たしていきたいと思

っております。 

いずれにしましても、今日からタウンミーティングで６地区を回りご意見も頂戴して

まいりますが、この審議会の委員の皆様には２年間ご指導いただいたことに対し林会長

さんをはじめ皆様にお礼申し上げて、また努力しますということで要請書をお受け取り

したごあいさつとさせていただきます。 

本当にどうもありがとうございました。 

５ 閉会 

【会長】 

それでは、以上を持ちまして本日の第６回福岡地域審議会を閉会させていただきます。

長時間にわたりありがとうございました。 

午後４時０５分 


