
第３回福岡地域審議会次第 

 

と き：平成18年11月10日(金)午後2時 

                     ところ：福岡庁舎４階会議室 

 

１ 開会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 助役あいさつ 

 

 

４ 議事 

 

 

 

(1) 報告事項 

報告第４号 高岡市総合計画策定について・・・・・・・・・資料１～資料６ 

        

報告第５号 福岡地域の主な事業の平成18年度予算措置状況【新市建設計画】 

・・・・・・・・・・・・・資料７ 

・・・・・・・・・・・補足説明資料 

 

 

(2) 審議事項  

審議項目第５号 平成19年度予算（福岡地域の新市建設計画関連事業）について

の意見 

 

(3) その他 

 

 

 

５ 閉会 



高岡市総合計画策定について 

 

 

1． 総合計画のスケジュールについて       資料№－1 

 

2． 総合計画策定推進体制            資料№－2 

 

3． 総合計画審議会委員組織表                  資料№－3 

 

4． 総合計画審議会各部会の主な検討分野     資料№－4 

 

5．  施策体系の階層構造             資料№－5 

 

    6．  新しい総合計画の骨子の概要について      資料№－6 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営企画部 都市経営課 



       総合計画策定のスケジュール 資料No１
17年度 平成18年度 平成19年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

まちづくり
　　アドバイザー

総合計画審議会

ワーキンググループ

　
 
策
定
委
員
会

 
総
合
計
画

（基本構想）

（事業計画）

フレーム検討部会
（人口・財政・土地利用の
３部会)

市民アンケート
タウンミーティング
市民フォーラム
意見募集(HP,広報等)

議　会

福岡地域審議会

・委員
・幹事
・計画
　 主任

委員
公募
12人

●発足(6月9日)　　　　　　　　　　　  ＜総会、部会において審議＞
●委嘱　　　　　　　　                  ●基本構想素案骨子                     　●基本構想答申
（市長からの諮問、組織、部会の設置）                 ●基本構想中間まとめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業計画答申
●

課題について多方面から研究・検討
●発足　　　　　●研究課題の中間まとめ
　　　　　　　　　　　　　　●研究課題のまとめ

　　　　　　　　　　・各課での基本構想主要施策の実施状況点検
●5月23日発足
　　　　　　　　　　・ワーキングの課題研究に応じて、資料等作成

　　　　　　　　　　・審議会の審議及びワーキングの研究結果を踏まえて基本構想素案作成

・各課での新市建設計画事業計画施策の実施状況の点検

・審議会の審議及びワーキングの研究成果を踏まえて事業計画案を作成・提示

 ●発足　　　 　　　  ●フレーム原案のとりまとめ

●市民アンケート
　　　　　　　　　　　　　　　　　●タウンＭ(12中学校区)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8月～11月)　　　　　　　　　　　　　　　　　●市民フォーラム･タウンＭ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    (5地区)
                                  　　　 ●県外・市外転入者アンケート            ●パブリックコメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(HP,広報等による意見募集)

基本
構想

議決

事業
計画
報告･
承認

●第1回会議(3月15日)東京
　　　　　　●第2回会議(5月1日)高岡
　　　　　　　　　　　　　　　●第3回会議(7月27日）東京                                     ●第4回会議

　       ●地域審議会　  ●地域審議会   　●地域審議会



総合計画の策定推進体制                                                                   資料No２

市民
アンケート

調査

市民
フォーラム

・タウンミーティン
グ

･パブリック･コメン
ト(H.Pや広報等によ

る意見募集）

総合計画審議会
　　　　委員55人、参与2人

①総括部会

②にぎわい部会
③たのしみ部会
④やすらぎ部会
⑤ふれあい部会

②～⑤は各部会13人
　（非公募10人、公募3人）

市　長 市議会

　　　　　総合計画
　　　　　策定委員会
　

　

　

委員長　　助役
副委員長　助役、収入役
委　員　　教育長、水道局長、各部長、
　　　　　福岡総合行政センター所長、
　　　　　消防長、市民病院事務局長

　　　幹事・計画主任

幹　事　　各課課長
計画主任(調整)　主管課
　　　　課長補佐、主幹等
計画主任　各課課長補佐、
　　　　　主幹、副主幹等

　　　　フレーム等検討部会

　　（部会名）　　　　（部会長）
①人口フレーム部会　経営企画部長
②財政･経済ﾌﾚｰﾑ部会　経営企画部長
③土地利用構想部会　都市整備部長

ワーキンググループ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（課題研究）
　　各グループ　10人

①にぎわいグループ
②たのしみグループ
③やすらぎグループ
④ふれあいグループ

　　　　（審議委員）　　　　　　　　　　　　　　　（市の職員）
公募による　　　　公募によらない　　（関係課）
委員　　　　　　　委員　　　　　　　計画主任（調整担当）　　 若手職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画主任若干名
各グループ　3人　各グループ　2人　　各グループ　3人程度　　　各グループ　2
人

答申基本構想・事業計画諮問

・基本構想提案
・事業計画報告

・基本構想議決
・事業計画了承

意見交換
市への指示
審議会の補助

参加

意見交換

福岡地域
審議会

まちづくり
アドバイザー



　　資料No３　高 岡 市 総 合 計 画 審 議 会 委 員 組 織 表
　（５０音順・敬称略）

会　長　西頭　德三（富山大学学長） 副会長　竹平栄太郎（高岡商工会議所副会頭・高岡ｱﾙﾐﾆｳﾑ懇話会会長）

参　与　向　栄一朗（高岡市議会議長） 参　与　大井　正樹（高岡市議会副議長）

部会名 総括部会 　にぎわい部会　 　たのしみ部会 　やすらぎ部会 　ふれあい部会

地域産業 教育･文化ｽﾎﾟｰﾂ、男女平等･共同参画 保健・医療･福祉、生活、環境 観光、国際交流･国内交流、社会資本整備・都市景観

副会長

部会長 竹平栄太郎 前田　一樹 石黒　厚子 宮田　伸朗 渡邉　康洋
（高岡商工会議所副会頭） (富山大学芸術文化学部学部長) (北陸経済研究所主任研究員) (富山短期大学教授) (富山大学芸術文化学部教授)

(高岡ｱﾙﾐﾆｳﾑ懇話会会長)

公募に 会　長

よらない 西頭　德三 穴田　甚朗 荒谷　啓子 小林　福美 菅野　克志

委員 （富山大学学長） (高岡市農業協同組合代表理事組合長） (高岡市体育振興会副理事長) (高岡市食生活改善推進協議会会長) (高岡商工会議所青年部会長)

(土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会委員)

板谷　勝義 石橋　弘行 澤田　英明 菅本　　昇

にぎわい部会長 (高岡商工会議所地域産業活性化　 (高岡市PTA連絡協議会会長) (高岡市社会福祉協議会会長) (たかおか観光戦略ﾈｯﾄﾜｰｸ会議委員)

前田　一樹 　　　　　　　　常任委員会委員長) (ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡・取締役支配人)

(富山大学芸術文化学部学部長) 國本　樹郎 泉　　治夫 中井　美幸 立浪　重建
(伝統工芸高岡漆器協同組合理事長) (高岡市文化財審議会委員) (富山県建築士会高岡支部女性部会会長) (三協･立山ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱常勤監査役)

たのしみ部会長 (富山県ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄ協会会長)

石黒　厚子 酒井　敏行 河本　浩一 中島　晴美 辻　やす子
(北陸経済研究所主任研究員) (高岡市商店街連盟専務理事) (福岡中学校PTA会長) (高岡市環境と経済の好循環のまちづくり協議会会員) (地域女性ﾈｯﾄ高岡会長)　

（地球温暖化防止推進員高岡市代表）　

やすらぎ部会長 田嶋　達也 竹内　浩子 中村　範子 土門　浩文

宮田　伸朗 (連合富山高岡地域協議会議長) (高岡市芸術文化団体協議会副会長) (保護司)　 (高岡青年会議所理事長)

(富山短期大学教授)

林　　道子 向　富士子 挽　　喜一 羽場　光明

ふれあい部会長 (ＪＡ高岡女性部部長) (男女平等推進市民委員会委員) (高岡市民生委員児童委員協議会会長) (高岡南部地域活性化推進協議会会長)

渡邉　康洋 (県男女共同参画推進委員高岡連絡会会長） (㈱ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ代表取締役社長）

(富山大学芸術文化学部教授) 元井　實　 森田　喜義 深島　丘也 水名　昭二
(伝統工芸高岡銅器振興協同組合理事長） (日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ高岡地区協議会会長) (高岡市医師会会長) (高岡市連合自治会会長)

山﨑　清孝 米田　淳一 堀　まり子 山中　路代

(元福岡商工会青年部長) (高岡市中学校校長会会長) (高岡市身体障害者協会会長) (高岡市都市計画審議会委員)

（県建築士会高岡支部まちづくり委員会委員長）

公募委員 中山真寿美 雄川友美子 尾野寺正徳 冨田昇太郎

水野　俊雄 上嶋　欣也 田中　尚美 中井　明子

室谷美乃里 山口奈緒美 水谷　佳代 中村総一郎

市議会 向　栄一朗

議　員 大井　正樹 大井　弘 松崎　義彦 荒木　泰行 山沼　茂敏

関係行政 新川　稔　

機関 (富山県知事政策室参事）

人員 ９名【部会長４名は重複】 １３名(うち女性３名） １３名(うち女性６名） １３名(うち女性７名） １３名(うち女性３名）

委員総数　　　５５名 参与　　　　　　２名



資料Ｎｏ４高岡市総合計画審議会各部会の主な検討分野

総括部会 にぎわい部会 たのしみ部会 やすらぎ部会 ふれあい部会

地域産業
教育・文化スポーツ、
男女平等・共同参画

保健・医療・福祉、生活、環境
観光、国際交流・国内交流、

社会資本整備・都市景観

将来ビジョンの構築 工業の振興(52)                      義務教育・幼児教育の充実(60)       子育て支援対策の推進(56) 広域観光の推進(55)

将来フレーム等の検討 商業・サービス業の振興(52)    青少年の健全育成(59)                   高齢者福祉の充実(56)                 観光資源の発掘と保存・活用(55)  

　　人口フレーム(33) 農林水産業の振興(52) 次世代育成の推進(59)                   地域福祉の推進(56)                    イメージアップ・誘致活動の強化(55) 

　　財政・経済フレーム(79) 地域産業・伝統産業の振興(52) 家庭教育の充実(59)                     障害者(児)福祉の充実(56)            環日本海地域を含めた多様な交流の推進(72)    

　　土地利用計画(41) 高度情報化の推進(51) 高等学校･大学･地域との連携(60)    児童福祉の充実(57) 国際感覚の醸成(72) 

市民参加・協働によるまちづくり
の推進

企業誘致の推進(52)                生涯学習推進体制の充実(62)          生涯現役・健康づくりの推進(58) 国際化に対する基盤整備(72)

行財政改革の推進(74)            雇用・勤労者福祉の充実(53)    生涯学習基盤の整備(62)                介護予防の推進(58)                    コミュニティ・自治会活動の促進(71)

行政運営の効率化(74) 金融対策の充実(53) 生涯学習機会の充実(62)                保健・医療体制の充実(58)           ボランティア・NPO の育成(71) 

健全な財政運営(74) 産業間の連携促進(53)             芸術･文化活動の促進(64)              消費生活の向上(67)                    
北陸新幹線、能越・東海北陸自動車道の建設
促進(50)

広域行政の推進(74)     文化施設の整備･協力体制の充実(64) 環境保護思想の高揚(65)              広域交通・幹線道路網の整備(50)

情報公開の推進(74)       文化財の保存･活用(64)                環境保全対策の促進(65) 地域公共交通体系の形成・整備(66)

計画の推進 万葉のふるさとづくりの推進(64)    緑化の推進(70)                          生活道路の整備(66)

スポーツ指導体制の充実(63) ごみ減量化・資源化の推進(65) 市街地の整備(50)                           

スポーツ施設の充実と効率的な活用(63) ごみ処理施設の整備(66) 高岡駅・新幹線新駅周辺の一体的整備(50)

生涯スポーツ活動の充実(63) 交通安全・防犯対策の充実(67)     歴史的景観の保全・活用(69)

男女平等･共同参画の意識啓発(73) 防災・雪対策の充実(66)              良好な都市景観の創出(69)

男女平等･共同参画社会の推進(73) 消防・救急体制の充実(67) 港湾の整備・活用(50)

住宅・居住環境の整備(66)

河川・海岸の保全・整備(70)

総合斎場の整備(66)

（　）内の数字は、新市建設計画における該当ページ

○右の４つの部会で審議
を　進める上で、必要な
調整事項の審議する。

○とくに基本構想の策定
作業について､各部会・
総会での審議の前に、基
本的な方向・内容を定め
るとともに、部会の意見
を集約･調整するなど、中
心的な役割を担う。



資料No５施策体系の階層構造

基 基

本 本

構 構

想 想

基
本

計
画

事 実
業 施
計 計
画 画

都市像

まちづ
くりの
目標

政　策
　・
施　策

事　業

生き生き市民都市　高岡
水・みどり・人
光輝く躍動のまち　高岡

水　みどり　新しい風
キラッと福岡

施策１０８
主要施策　 ４１

〇　活力ある産業都市

〇　人間尊重の福祉都市

〇　こころ豊かな文化都市

〇　うるおい生活都市

〇　美しい環境とゆとりある
　　　　　　　　　住みよいまち福岡
〇　健やかで活力にあふれた
　　　　　　　　　　 豊かなまち福岡
〇　文化の薫り高く
　　　　　ふれあいのあるまち福岡

〇　交流と魅力あふれる元気なまち
〇　多様な産業・豊かな伝統を受け継ぐ
　　　　　　　　　　　　活力とにぎわいあふれるまち
〇　輝かしい歴史・文化資産を生かした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個性豊かなまち
〇　快適な環境と美しい自然にあふれたまち
〇　市民とともにつくる温もりとふれあいのまち

旧高岡市総合計画　第８次事業計画 旧第８次福岡町総合計画 　　新　市　建　設　計　画

主要施策
　（政策）
　　４１

基本方向
　　 ６

主要事業　　５６９ 主要事業　　８６

施策　１０６

施策の柱　１２

主要事業　　２３８

基本方針
　 　５

　　主要施策
　　（政策）１８

施策　６９

（政策）

事業費(5年間)  276,146百万円 事業費(5年間)  9,036百万円 事業費(10年間) 475,821百万円

基本構想　H13～H22　１０年間
事業計画　５年毎

基本構想　H1６～H2５　１０年間
実施計画　５年毎 計画期間　H1７～H2６　１０年間



資料 No６ 

『新しい総合計画の骨子』の概要について 

 

 

 

１ はじめに   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 (1) 総合計画の目的と役割 

 (2) 総合計画の構成・期間 

 (3) 新市建設計画の反映 

 

２ 基本構想   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 (1) 策定の趣旨 

 (2) 計画策定の背景 

  ① 時代の潮流 

  ② 高岡市の現状と重点課題 

 (3) 目標年次と目標（想定）の総人口 

 (4) 土地利用の基本的方向 

 (5) 将来都市像 

 (6) 都市像実現のためのまちづくり目標 

 (7) 施策の大綱 

 

３ 事業計画（基本計画・実施計画）   ・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 ３－１ 基本計画   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

    １ 序論－計画の基礎条件－ 

     ・ 人口、年齢階層別人口、世帯数 

     ・ 財政状況 

     ・ 商品販売額、工業出荷額 

     ・ 土地利用構想（ブロック別、中心市街地、新高岡駅周辺） 

    ２ 第一章「重点プロジェクト」 

    ３ 第二章「計画の推進に向けて」 

    ４ 第三章「各論」 

 ３－２ 実施計画   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

    １ 序論 

     ・ 財政フレーム 

     ・ 計画の考え方 

    ２ 主要事業 

 

○ 資料編    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 １ 市民アンケートの結果概要 

 ２ 計画策定の経過 

 ３ 審議会委員名簿・要綱 

 ４ 用語の説明 
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１ はじめに  

 

（１）総合計画の目的と役割 

 

○目 的 

地方自治法（昭和２２年法律第 169 号）第 2条第４項の規定に基づき、議

会の議決を得て基本構想を定め、本市の総合的で計画的な行政運営を図るこ

とを目的とします。 

  ○役 割 

本市のまちづくりの目標を示す最上位計画であり、分野・部門別に策定さ

れる個別の諸計画は、総合計画との整合性が図られることとなります。また、

市民と行政の相互の適切な役割分担を明確にし、市民の行うまちづくり活動

の方向を示す指針となることを期待しています。 

 

（２）総合計画の構成・期間 

 

○総合計画は、「基本構想」及び「事業計画（基本計画・実施計画）」で構成

します。 

 

・基本構想は、平成１９年度から平成３３年度までの１５年間 

    地方自治法第２条第４項に基づいて策定するもので、市民と市がともに目

指す本市の将来像とまちづくりの目標を明らかにし、それを実現するため

の施策の方向性を示すものです。 

 

・ 事業計画（基本計画・実施計画）は､平成１９年度から平成２３年度まで

の５年間 

 

    基本計画：基本構想に掲げた都市像を実現するため、具体的な施策を体系

的に明らかにするものです。 

    実施計画：基本計画で示した施策を効果的に実現するために、必要な主な

事業について、内容、年次、事業費等の概要を明らかにするもの

です。また、毎年度、事業の状況をローリングし、社会経済情勢

に著しい変化が生じた場合には、計画期間の途中であっても、内

容の見直しを行うなど柔軟な対応を図っていきます。 

 

（３）新市建設計画の反映 

    

基本構想においては、合併にともない策定された新市建設計画のまちづく

りの理念を踏まえるとともに、事業計画では、新市建設計画の主要事業が着

実に推進できるよう留意していきます。 
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２ 基本構想 

（１）策定の趣旨 

高岡市は、平成１７年１１月に旧高岡市と福岡町が合併して誕生しました。新

しいまちづくりを進めるにあたっては、市の内外における様々な新しい動き、大

きく変化を続ける時代の潮流や複雑・多様化する住民ニーズにも的確に対応しな

がら、旧市町の一体化、市全体の均衡ある発展と市民福祉の向上を図っていくこ

とが求められています。 

さらに、平成 19 年度の東海北陸自動車道の全線開通、能越自動車道の整備、平

成 21 年度の高岡開町四百年の節目、平成 26 年度までの北陸新幹線の金沢までの

開業というチャンスを活かし、県西部地域全体の発展に寄与できる個性豊かな中

核都市として、本市が持続的な発展をしていくことも求められています。 

以上のことを踏まえ、基本構想は、まちの将来像やそれを実現するための施策

の大綱を明らかにし、市民と行政が一体となって取り組む、まちづくりの指針と

するものです。 

 

（２）計画策定の背景 

①時代の潮流 

・ 超高齢社会、少子化社会の到来 

・ 高度技術・情報化の急激な進展 

・ 地球規模での環境問題 

・ グローバル化、ボーダレス化 

・ 防災・防犯など安全な暮らしへのニーズの拡大 

・ 市民の価値観と生活様式の多様化 

・ まちづくりへの市民参画の高まり 

・ 地方分権の進展と行政の広域化      などの項目ごとに内容を記述 

 

②高岡市の現状と重点課題 

【まちづくりの歴史（Ｓ４０年代から）と今日的な課題】 

－記述の視点－ 

アドバイザー意見の反映  ＝ 残すものと、新しく作るものを明確にして、

都市整備を推進していく姿勢、ブランド等 

個性を磨き、個性を発信  ＝ 個性を生かすまち（自然・歴史文化） 

合併効果を最大限に活用  ＝ 自然、土地開発、歴史文化等   

    

～交流の時代のまちづくり～ 

・ まちづくりのキーワードは「交流」 

・ 高速交通網の進展 

・ 富山県の中の高岡市（県西部の中核的都市） 

・ 日本の中の高岡市(飛越能地区の広域交流都市) 
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・ 世界の中の高岡市（港を活かした環日本海への玄関都市） 

 

などの項目ごとに内容を記述 

（３）目標年次と想定人口 

この基本構想の目標年次は、平成３３年度（西暦２０２１年度）とします。

想定人口は、「○○万人」とします。 

   

－グラフ（全体人口の推移予測）－ 

 

（４）土地利用の基本的方向 

・ 自然環境保全を主たる目的とする地域 

・ 農林業を主たる目的とする地域 

・ 都市的利用を図る地域       などの区分で大まかな土地利用を記述 

  

  －土地利用構想概念図（市全体）－ 

 

 

（５）将来像など【審議会の意見を聞きながら策定します】 

   

－例示－ 

  

○将来像『水 みどり 人 光り輝く躍動のまち』 

 

○都市像 

 
・ 市民にわかりやすい言葉で表現する 

・ 15 年後の社会を見据え、市が進めるまちづくりの方向を明確に示す。 
 

 

 

○まちづくりの目標 

  

都市像を実現するため、何本かの「まちづくりの目標」の柱を立て、その内容

について記述します。 

・ 高岡の特色を表す高岡らしい表現など 

・ インパクトのある表現など 

・ 部会名（ふれあい、にぎわい、たのしみ、やすらぎ）を入れる工夫を 

 

① ○○○○のまち 

   ② ○○○○のまち 

   ③ ○○○○のまち 

    ・ 

・ 

       ・ 
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（７）施策の大綱【審議会の意見を聞きながら策定します】 

 

 前述の「○つのまちづくりの目標」を柱として、めざす都市像を具体化する基本

的な方向を定めます。 

 

＊柱ごとの主な施策やその内容・項目について記述します。 

 

大綱（体系のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－都市像－ 

Ⅰ.○○と○○のある○○なまち Ⅱ. Ⅲ. 

１ 交流の基盤づくり ２  3   

○北陸新幹線、能越・

東海北陸自動車道の建

設 

○ ○ ○ 

・ 北陸新幹線の早期完成の促進 

・ 能越自動車道、東海北陸自動車道の建設促進 

・ 高速自動車道ＩＣ周辺整備促進 

・ 能越自動車道ＩＣアクセス道路の整備促進 

・ 幹線市道の整備 

・ ○○ＩＣ周辺の周辺整備 等々 

     ・ 

     ・  

政 

策 

（
基
本
的
方
向
） 

施
策
の
項
目 

施 
策 

 

主
な
事
業 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

実
施
計
画 

ま
ち
づ
く
り
の 

目
標

・・・・ 

－将来像－ 

「水 みどり 人 光り輝く躍動のまち」 
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３ 事業計画（基本計画・実施計画） 

○事業計画の構成 

  事業計画は、「基本計画編」と「実施計画編」で構成します。 

・ 基本計画では、施策の体系に沿って項目別に現況と課題を検討し、取り組むべ

き施策の方向などを示します。 

・ 実施計画では、施策ごとの主要事業について、事業の実効性を担保するために

概算事業費・実施時期・実施主体などを示します。 

 

○成果に重点を置いた「評価指標」を設定 

 基本計画の目標について数値化が可能なものを、市民にわかりやすい指標とし

て設定し、その達成状況を定期的に公表していきます。 

 例示 

 

指 標 項 目        平成１８年度末現況  平成２３年度目標 

 

Ⅰ やすらぎのある生活福祉都市 

 ① ボランティア団体における登録者数  △△△△人      ○○○○人 

 ② インターネットによるボランティア  △△件        ○○○件 

  情報の利用件数 

 ③ 高齢者福祉サービスの目標水準    △△箇所       ○○箇所 

  （対 65 歳以上人口１万人当たり）   （0.0 箇所）      （0.0 箇所） 

 ④ 介護・支援を必要としない高齢者の  00.0％        00.0％ 

  割合 

 ⑤ 高齢者の生きがいづくり事業参加者  0,000 人        0,000 人 

 ⑥ 出火率               0.00％        0.00％ 

（人口１万人あたりの出火件数） 

 ⑦ 事件発生件数（子どもを対象とした） ○件         ○件 

 ⑧ 三大生活習慣病による死亡率     00.0％        00.0％ 

 ⑨ 一般廃棄物再生利用率        00.0％        00.0％ 

 ⑩ 障害者の実雇用率          00.0％        00.0％ 
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３－１ 基本計画 

１ 序論－計画の基礎条件－ 

前提となる主要指標の将来推計及び土地利用方針を示します。 

・ 人口、年齢階層別人口、世帯数 

・ 財政状況 

・ 商品販売額、工業出荷額 

・ 土地利用構想（ブロック別、中心市街地、新高岡駅周辺）  

などを記述 

 

２ 第一章「重点プロジェクト」 

  基本構想に掲げる○つ柱のまちづくりの目標を実現するための具体的な施策や

主要事業は、第二章の各論において総合的・体系的に示すものであるが、今回の

計画では新たに、本市が県西部の中核的都市として持続的な発展をしていくため

に必要なまちづくりの重点プロジェクトを設ける。プロジェクトは施策の体系を

横断的に関わり、先導的、重点的な施策・事業を掲げるものである。 

 

・ 高岡市の今後のリーディングプロジェクト 

・ ３～８の重点的取組みを明確にし、高岡らしさを創造していく。 

例）交流のまちプロジェクト、まちなか居住、子育て      などを記述 

イメージ 

 

＊重点事業は、各論において体系的に示される事業中の再掲となる。 
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３ 第二章「各論」 

・ 基本構想のまちの将来像（まちづくりの目標）と基本方針を体系別に整理 

・ 現状と課題、基本方針、施策の内容、   などを記述 

イメージ 

 

政策（まちづくりの目標実現のための基本方向） 

まちづくりの目標 
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３－２ 実施計画 

１ 序論 

・ 財政フレーム 

・ 実施計画の趣旨  などを記述 

２ 主要事業 

・ 基本計画の施策体系ごとに主要事業を一覧表で提示 

・ 事業名、概算事業費、事業期間、実施主体  

・ 事業費総括表  などを記述 

 

 

○ 資料編 

１ 市民アンケートの結果概要 

・ 満足度、まちづくりへのニーズほか 

２ 計画策定の経過 

・ 諮問、答申 

・ 主要な策定経過 

３ 審議会委員名簿・要綱 

・ 部会、ワーキング 

４ 用語の説明     

などを記述 
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10
団体営林道事業
（道整備交付金） 42,085

・林道小野八谷線は未舗装のままで路面洗掘が
　激しいので舗装整備を行う。
　（平成18年～平成20年の事業費63,000千円）
・林道花尾尾崎線は行き止まりとなっているため、
　林道尾崎線と接続することにより、地域の木材搬出等
　の利便性の向上を図る。
　（平成18年～平成21年の事業費125,000千円）

小野八谷線は、延長600ｍで11月契約予定。
花尾尾崎線は、延長288ｍで11月契約予定。

小野八谷線　延長600ｍ　21,180千円
花尾尾崎線　延長288m   20,905千円

12
農業生産基盤整備事業
（かんがい排水）
【県事業の負担金】

25,597
農業用用水路の整備（総事業費 320,000千円）
・上向田地内　施行延長220m
・馬場地内　施行延長240m

上向田地内　8/9～3/15の工期で契約済。
馬場地内は地元協議中で未契約。

基幹水利補修

13
県単独農業農村整備事業

9,900
公共（国庫補助）事業の採択基準に適合しない小規模な土
地改良施設の整備を行う。
・沢川、矢部、一歩二歩地区　計3地区

・矢部地区（事業費2,600千円）と、
　一歩二歩地区（事業費4,500千円）は
　契約済みで、12月20日竣工予定。
・沢川地区は不採択。

用水改良

17
農業生産基盤整備事業
（経営体育成）
【県事業の負担金】

2,045
大型圃場1ヘクタールに再整備
(総事業費 15,000千円)

補完暗渠2,000千円増額し契約済（計17,000千円）
現在、換地計画策定中。蓑島地区

蓑島地区（区画整理・暗渠排水・客土）

20

土地改良施設管理事業
（農業水利施設保全対策事業
五位庄頭首工補修）
【県事業の負担金】

10,166
五位庄用水の小矢部川取水口を整備
（総事業費 139,000千円）

総事業費を10,000千円減額し、129,000千円。
工期を7月21日～3月15日で契約済。

頭首工

22 県単林道改良事業 10,000

・鞍馬寺（あんばいじ）線、林道上野2号線は道路拡幅、
　側溝整備をすることにより、路面洗掘の防止と通行の
　安全を図る。

・鞍馬寺（あんばいじ）線は、延長168ｍで
　9月8日～11月30日の工期で契約済。
・上野2号線は、延長110ｍで8月31日～11月30日
　の工期で契約済。

鞍馬寺線　延長168ｍ
上野2号線　延長110ｍ

55

生
活
環
境
部

合併処理浄化槽設置整備事業 6,053

下水道事業計画区域及び農業集落排水事業区域等を除く地
域を対象に、生活排水対策として、主として居住用に使用
される住宅に合併処理浄化槽を設置する者に補助金を交付
する。
※合併処理浄化槽
　　　・し尿と生活雑排水を併せて処理するもの。

375,000× 6基＝2,250,000円
494,000× 1基＝  494,000円
　計　　　7基＝2,744,000円

５人槽…高岡375千円*4基+福岡375千円*5基
７人槽…高岡438千円*41基＋福岡494千円*5基
10人槽…福岡854千円*2基

26
特別養護老人ホーム等施設整
備事業

27 老人保健施設建設助成事業

29 身体障害者施設等整備事業 8,560 近隣市に設置された障害者福祉施設の旧福岡町建設負担分 同上
セーナー苑(170,000円)、渓明園(126,410+574,050
円)、マーシ苑(852,387円)、花椿(6,836,272円)

福岡地域の主な事業の平成18年度予算措置状況【新市建設計画】

産
業
振
興
部

24,417 近隣市に設置された老人福祉施設の旧福岡町建設負担分

小矢部清楽園、砺波やなぜ苑、城端きらら、庄川ケ
アポート、福岡アルテン赤丸、小矢部ほっとはうす
千羽、福光やすらぎ荘、福野福寿園、井波いなみ、
砺波庄東、砺波南部、小矢部健康センター、井波
ディサービスセンターなど

福
祉
保
健
部

備　　　考No

 2006.11.10審議会資料（単位：千円）

事業名（予算要求事業）
補正後
事業費

事業の概要 事業の進捗状況（平成18年9月末）

右記施設の建設負担分を継続して予算化している。

1
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備　　　考No 事業名（予算要求事業）
補正後
事業費

事業の概要 事業の進捗状況（平成18年9月末）

5 公共道路改良事業 306,000

・矢部石名田線　H13～19　H18：用地、改良工事
・古村向野線　H17～18　H18：散水管布設工事
・福岡上蓑線　H17～22　H18：用地・補償、歩道改築工事
・荒屋敷下老子線　H18～23　H18：用地、歩道改築工事（補正）

・矢部石名田線…H18橋梁下部工事発注準備中
・古村向野線…H18散水管布設工事一部発注
・福岡上蓑線…H18物件調査中・用地測量完了
・荒屋敷下老子線…H18設計完了・用地測量発注

40 準用河川改修等整備事業 4,400
・亀川　H17～継続　　　維持改良（河床ブロック）
・古川　H18着手（黒石川改修計画と取合調整）

・亀川…Ｈ18工事発注
・古川…県、土地改良区と調整中

亀川・古川　（護岸改修等）

41 克雪施設整備事業 28,400
・土屋馬場線他の継続地区　消雪施設整備

・土屋番場線…Ｈ18消雪配管工事発注
・八日市島早稲田線…Ｈ18消雪配管、機械設備工事発
注
・下向田線…Ｈ18消雪配管、機械設備工事発注
・赤丸住宅4号線…Ｈ18消雪配管工事発注

土屋馬場線・八日市島早稲田線・下向田線・荒屋敷
線

49 市単独道路新設改良舗装事業 108,280
・地域に密着する生活道路（市道）整備
　関係事業負担金等含む

７路線工事発注（うち３路線完了）

52
市営住宅住戸改善事業
（旧公営住宅ストック改善事
業）

42,525
・西干場3号棟壁面補修工事
・西干場1・2・3号棟電気温水器取替工事

西干場市営住宅3号棟外壁等改修工事
…H18.9月着工(工期 H18.9.12～H18.11.20)
西干場市営住宅1～3号棟電気温水器設置工事
…H18.8月着工(工期 H18.8.29～H18.11.30)

53
まちづくり総合支援事業(魅力
ある地域環境整備事業等）

10,000
・岸渡川線景観整備事業（歩道環境整備）
　　　（歩道照明、カラー舗装）　H16～

10月工事発注 岸渡川線景観整備

1 福岡駅前土地区画整理事業 50,000 事業認可及び実施計画の承認のための測量、調査等(補正）
都市計画決定に向けて、関係機関と協議中。発注は１２月都市
計画決定後予定。

基本設計、土地評価、地区界測量、計画書作成業務委託
施行区域面積　　約１１ｈａ

3 街路事業 2,200
高岡市の都市計画道路網について、「富山県都市計画道路
見直しの基本的指針」に基づき必要性及び事業の実現性等
を検討し、各路線の計画の妥当性を検証する。

6月業務委託の契約締結 都市計画道路見直し（旧市町併せて）

38 都市公園整備事業 661 地元の公園の維持管理に伴う公園愛護協力会への補助金
一歩二歩児童公園ほか26公園に対する補助金554,000
円支出

公園愛護協力会補助金

44 消防庁舎建設事業 386,051
老朽化した福岡消防署を移転改築して高岡市西部の消防・
防災拠点の充実強化を図るもの

地質調査が完了し、設計業務を委託して基本設計・実
施設計を策定中

福岡消防署移転改築（Ｈ18～Ｈ19）

45
消防設備整備事業
（消防ポンプ車等）

15,000
老朽化した小型動力ポンプ積載車を普通消防ポンプ自動車
に更新して消防力の充実強化を図るもの

9月15日事業完了し、山王分団に配備済み 非常備消防ポンプ自動車更新（山王分団）
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資料No７

備　　　考No 事業名（予算要求事業）
補正後
事業費

事業の概要 事業の進捗状況（平成18年9月末）

58
地区自由塾整備事業（旧大
滝・赤丸幼稚園活用整備事
業）

1,015

幼保一元化施設整備に伴い廃園となった幼稚園（現在は公
民館）を隣接する公民館・体育館・グラウンドと一体的に
利用し、地区コミュニティ施設として整備するため、旧福
岡町で作成した基本構想をもとに地区住民と協議を行い基
本計画を策定し事業化を目指すもの

本年５～９月にかけて大滝・赤丸両地区内において、
住民や地区の諸団体・サークルの意見や要望をお聞き
し、これらを参考にしながら、現在、基本計画を策定
中であり、平成１９年度の事業化を目指している。
両地区の旧幼稚園を地域の特性を生かした施設として
活用するため、現公民館・トレーニングセンターと渡
廊下で接続し、グラウンドと併せ地区コミュニティ施
設として一体的な活用を図りたいと考えている。

基本設計策定

32
福岡小学校大規模改修・
耐震補強工事

1,800
福岡小学校の改築と幼保一元化施設整備を連携して検討す
るため、隣接する公共施設を含めた敷地の測量を行うとと
もに、庁内ワーキングによる調査研究を行っている。

福岡小学校敷地を含む福岡新地内約４ヘクタールの現
況敷地測量図をもとに、各施設の配置や整備のあり方
等について検討中であり、年度内に方針を策定する。
福岡小学校の耐震対策については、今回の検討結果や
整備手法の問題、市内全体の学校施設の耐震診断結果
を踏まえた検討が必要である。

測量業務

37 西山歴史街道整備活用事業 2,000

旧福岡町では「富山福岡西山丘陵整備基本構想」が策定さ
れている。この事業は、新市の一体化を進める上でも効果
的であると考えられるので、18年度予算では旧高岡市域を
構想に加えて旧福岡版の基本構想に加筆修正し、新高岡市
版の基本構想を策定する。（委員会運営費・コンサルタン
ト業務委託費）

基本構想策定に伴うコンサルタント業務委託契約を8
月に締結。
現在、基礎資料の作成にとりかかっている。また、地
元西五位地区の加茂自治会の協力を得て、鴨城・加茂
横穴墓群の遊歩道整備・看板整備を市民協働型の事業
として、花と緑の課と連携して進めている。

旧福岡で作成した西山丘陵整備基本構想に高岡市分
を加筆修正（Ｈ18～Ｈ19）

8
中山間地域総合整備事業
（農村公園等）

43,000

能越自動車道の土砂採取場跡地で面積約14,000㎡にパーク
ゴルフ場を整備し、今年度に測量及び設計を委託する
（6,000,000円）
用地については土地開発基金で取得したものを市が取得す
る（37,000,000円）
・施設の概要（18ﾎｰﾙ・倉庫・トイレ）

測量及び設計委託の業者入札を11月7日に行い、測
量・設計については年度末までに完了する予定であ
る。
また、用地については、土地開発基金で取得したもの
を年度末までに市が取得する（買い戻す）予定であ
る。

西明寺パークゴルフ場の整備
・設計測量（6,000）
・用地取得（土地開発基金より取得37,000）

16 西町・橋上町地区整備事業 1,059 福岡庁舎周辺地区将来ビジョンを策定するもの 6月まちづくり支援業務委託契約
将来ビジョン策定（H17～18)
協議会開催（4回）、視察研修（1回）
まちづくりだより配布

56 集会所整備事業 1,600
古村集会所トイレ水洗化工事
（県道の改良に伴い事業化がＨ18年度に変更）

古村集会場設計協議中
下水道工事完了後、工事発注予定

古村（赤丸）集会所の下水道接続工事

1,142,814
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■団体営林道整備（道整備交付金） 

山村地域の環境改善と林業従事者の就業環境の改善を目的として、林道の開設と舗装を

行います。 
 
■農業生産基盤（ほ場・農業用用水・農道など農業を行うために必要な生産基盤設備） 
国内外の産地間競争の激化等に対応し、効率的かつ安定的な農業生産を行うため、より

整備水準の高い生産基盤整備を進めます。また、農村地域は生産の場と生活の場が渾然一

体となっており、農業生産基盤整備は地域・農村整備的な側面も有し、災害防止効果も高

いことから、ほ場整備事業、農道整備事業、かんがい排水事業、（用水路、排水路整備）な

ど農業生産基盤整備を進めます。 
【主な例】 

 水がかれた時にも安定して水を確保するため山間部に造成されたため池 
 水田や畑地における区画整理、トラクター等の大型農業機械を入りやすく整備したほ場 
 農業に不可欠な水を確保するための農業用用排水路 
 生産した農産物を市場まで輸送するための農道 
 用水施設（ダム、頭首工等）及び排水施設（排水路、排水機場等）の整備など 

 
■農業農村整備 

水は命の源であり、土は豊かな恵みを与えてくれます。農業農村整備は、この水と土を

相手に、自然との共生を図りながら営まれている農業を支援するため、水田で必要な農業

用水を確保するためのダムや堰の建設、営農条件を改善するための水田、畑の整備、農産

物などを運搬するための農業用道路の整備、農村の環境整備などを行っている事業の総称

です。 

 

草地開発 
老朽ため池

地すべり防 ダム 
ほ場整備 

ポンプ場 ほ場整備 
集落道 

農道 ポンプ 

集出荷場 集落排水 
かんがい排水

ほ場整備 

畑地帯総合土地改良 

排水事業

干拓 
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■合併処理浄化槽   パンフレット参照 
 

■福祉施設整備事業（特別養護老人ホーム等施設整備事業など） 
特別養護老人ホーム等施設などの建設にあたっては、設置運営法人が主に国と地方公共

団体から補助金を受けて進めてきました。旧福岡町は、砺波地方の市町村または社会福祉

法人が設置した施設に対して償還金補助等を行ってきました。事業費はその負担分につい

て予算化したものです。 
 
■道路事業 

道路は、活力ある経済・社会活動を支える最も根幹的社会資本であり、その整備にあた

っては、地域住民のくらしの向上、安全性、快適性の向上、地域の連携や地域振興に貢献

するため、事業の効率性、事業効果や必要性を考慮し、進められています。 
また、いわゆる生活道路と位置づけられる道路については、地元自治会等、地域の方々

の要望に基づき、その是非も含め、必要性、経済性、緊急性、地域性をよく検討したうえ

で、地元住民の皆さんの協力も得ながら実施しています。 
 
■河川改修事業 

河川改修事業は、洪水を安全に流下させ、市民の生命財産を守り、市民生活に潤いを与

えるため、河川改修と合わせて河川周辺の環境整備などを行うものです。 
 その具体的な事業としては、河川の屈曲の整正や川幅の拡幅。堤防の築造・拡幅・嵩上

げ。河床の浚渫・掘削。逆流防止や内水排除のための水門・排水機場の設置。水質が悪化

している河川に、別のきれいな川の水を導水する浄化対策といった事業があります。 
 

■市営住宅住戸改善事業 

高度成長期（昭和４０年代）の既設公営住宅は、今後一斉に更新期を迎えることになり

ますが、財政面・事業面から、多様な活用による平準化と効率的かつ的確な供給が必要と

なっています。地域の公営住宅の実情を踏まえて、地域住宅計画に基づき、公営住宅スト

ック総合改善事業などが進められています。 
 
■まちづくり総合支援事業（魅力ある地域環境整備事業） 

自然・文化・歴史など地域の特性を活かしながら、優れた景観づくりや安全で快適なま

ちづくりなど魅力ある地域環境を整備します。（小公園等公共空間の整備、まちなみの保

全・環境整備、公共サインの整備、ライトアップ等の事業、市町村道における景観にマッ

チしたモデル的なデザイン照明設備等の整備などが整備対象としてあげられます） 
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■街路事業 

都市計画道路は都市の骨格をなす道路であり、都市内交通の円滑化や、市街地における

日照・通風の確保などによる居住環境の向上等を目的とした長期的視点から、将来の土地

利用計画や交通需要予測を踏まえて計画されているものです。 
街路事業は、道路事業のうちこの都市計画道路について、都道府県知事や国土交通大臣

の認可を受けて施行するものです。 
 
■公園愛護協力会 

高岡市が管理している公園は、近隣の住民の皆さんで結成されているボランティア団体

によって公園の美化活動を展開しています。このボランティア団体は、公園愛護協力会と

いう名称で、概ね各公園を単位に組織され、公園の清掃や除草を中心に、施設の点検、利

用マナーの啓発などを行っています。皆さんに親しまれるきれいな公園は、多くの方々の

努力によって成り立っています。公園を利用される皆さんに利用マナーをしっかり守って

いただくとともに、こうした愛護活動に、より多くの方々が参加できるよう市では支援制

度の充実に努めています。 
 
■富山福岡西山丘陵整備基本構想（西山歴史街道整備基本構想調査費） 

 西山丘陵は、小矢部川とほぼ平行に連なっている標高 100～200m の小山で構成され、丘

陵の上からは砺波平野を一望することができます。丘陵部は、古くから居住に適した環境

にあり、古墳や城館跡、古代の北陸道に比定される「山根往来」が存在しています。 

以上のような背景を踏まえ、西山丘陵に位置する個々の文化財等がそれぞれバラバラの考

え方で整備されていくことのないよう丘陵全体を「西山歴史街道」というコンセプトでく

くり、歴史・考古学及び都市・地域計画面からの裏付けを持った「丘陵全体の整備に向け

た総合的な考え方」（整備・活用の方向性）を確立することを目的としています。 
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■西明寺パークゴルフ場 

 西明寺パークゴルフ場の建設用地は、能越自動車道建設用土砂採取場として、平成８年

に林地開発申請を行い、約１.８ha の跡地利用について地元西明寺集落との協議し、人が集

まる施設で地区に活気が戻る施設（最終的な地元の要望としてパークゴルフ場の建設）を

市（旧福岡町）で用地買収したものです。 
 西明寺パークゴルフ場建設計画については、現在、国交省が林地開発完了届を県に提出

するための準備をしており、完了届が受理された時点で、市でも平成１８年度に測量・設

計業務を実施し、平成１９年・２０年度の２カ年で別紙計画図に基づき整備する予定です。 
 

 

■集会所整備事業 

地域の文化向上と福祉増進に寄与するため、福岡地域に３２の集会所が設置されていま

す。集会所整備事業費は、集会所の新設・増改築等に要する経費を計上しています。 
 
※注 この補足説明資料は、皆さんにわかりやすいように一般的な解釈を一部補足説明したものです。 
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