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第２回福岡地域審議会会議録 
 
 
と き：平成18年4月27日(木)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、高田助役、岩坪経営企画部長、荻原総務部長 
 
【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、小山春木委員、島倉初美
委員、神代久子委員、竹島勝彦委員、中川謙三委員（副会長）、中島秀恭委員、浜木能雄
委員、林 正之委員（会長）、日和祐樹委員 
 
【欠席者】 
河原誠一委員、山本克彦委員 
 
【事務局】 
佐伯福岡総合行政センター所長、竹田福岡総合行政センター次長、司辻地域振興課長、 
山口経済振興課長、横山市民生活課長、矢部健康福祉課長、橋本福岡教育行政センター副
所長、 
稲垣地域振興課主幹、橘地域振興課副主幹 
 
【司会】 
司辻地域振興課長 
 
 
１ 開  会   

【司辻課長】 
 本日は、お忙しい中ご出席賜りまして、まことにありがとうございます。 
 ただいまから、第２回福岡地域審議会を開催いたします。 

ここで、市側の出席者をご紹介いたします。 

橘市長でございます。 
高田助役でございます。 
岩坪経営企画部長でございます。 
荻原総務部長でございます。 
佐伯福岡総合行政センター所長でございます。 
竹田福岡総合行政センター次長でございます。 
このほか、事務局からは、福岡総合行政センターと福岡教育行政センターから各課長が

出席しております。 

まず、橘市長からごあいさつを申し上げます。 

２ 市長あいさつ 

【橘市長】 
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本日は、第２回福岡地域審議会を開催しましたところ、委員の皆様には、何かとご多用
の中、ご出席を賜りましてまことにありがとうございます。 
第 1 回目は予算編成前であったわけですがいろいろとご意見を賜り、また、前段では福

岡地域で６地区に分けて開催したタウンミーティングでもいろいろなご意見を賜りまし
た。旧福岡町から引き継いでおりますいろんな事項もございまして、そういうものを勘案
して、平成 18 年度当初予算を組ませていただいたところであります。 
新市建設計画や、旧町の構想の中で手掛けてきたもの、あるいはこれからさらに調査が

必要なもの、これからさらに議論を進めるもの、いろんな形で分かれてきましたが、とり
あえずはまず、新市建設計画に従った形でスタートを切れたものと思っております。 
本日は、「平成１８年度予算をこう組みました」といったことをご報告しながらも、新

市建設計画にいろんな事業が組み込まれていますが、この中で特に福岡地域に関わりも深
く、またいろいろとご議論をいただいた方がよいと思われる「福岡駅前の区画整理の問題」
「幼保一元化の問題」「五位山にかかる山村振興計画の問題」の３つの課題につきまして、
特に抽出しまして、皆様の忌憚のないご意見を伺いながら、またそれを参考にしながら、
より良いものにしていこうと思っている訳でございます。 
 今後とも、「水・みどり・人 光り輝く躍動のまち 高岡」という当初決めました１つ
の目標に向かって進んでいきたいと思います。本年度５～６月と進んでいきますと、いよ
いよ新市建設計画を土台にした、新市の総合計画の策定作業に入っていきますが、その中
で将来像や新幹線ができた後はどんな形に新市が一体化して変わっていくだろうか、こう
いったことも含めまして、第 3 回・第4 回審議会や、いろんな場面で、皆様のご意見をい
ただきながら、進めていけるものと思っています。 

本日はよろしくお願い申し上げます。 

【司辻課長】 

続きまして、林会長からごあいさつをお願いいたします。 

３ 会長あいさつ 

【林会長】 

本日はお忙しい中、市長はじめ当局、また委員の皆様にもご出席賜りまして誠にありが
とうございます。 

第 1 回目は１月３０日に開催し、今日は第２回目でございます。前回はルールづくりで
あったり、スケジュールのお知らせであったり、終わりには新市建設計画についての説明
があったりしました。いよいよ今回は具体的事項について審議するということでございま
す。今、市長さんのお話がありましたように、３つのテーマについて、具体的対応を今後
どうするか、提言することになると思っております。 

とりわけ、平成 18 年度、新年度予算について去る３月議会で議決され、今日、示され
たわけでありますが、皆様にも事前に資料が配られています。皆さん、くまなく見ていた
だいたと思っておりますが、今日の会議では的確な発言・提言がいただければと思ってお
ります。 

【司辻課長】 
 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、本日は山本委員・河原委員は欠席とご連

絡をいただいております。また、中川副会長は都合によりまして会議の途中ご退席される
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と聞いておりますのでお伝え申し上げます。 
本日の会議は、１５人の委員のうち１３名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。 

４ 議事 

【林議長】 
 それでは、さっそく議事に入らせていただきます。 

議事の進め方は①報告事項、②会則などを決める議案事項、③市長への諮問事項などを
審議する審議事項、と３つに区分けしてございますが、本日は、報告事項２件、審議事項
３件の議事で進めさせていただきます。 

（１）報告事項 

まずは報告事項、「報告第２号 高岡市全体の平成 18 年度当初予算」「報告第３号 福
岡地域の新市建設計画における平成 18 年度予算」について、一括して事務局から説明を
お願いします。 
 

【司辻課長】 
 それでは、「報告第２号 高岡市全体の平成 18 年度当初予算」、「報告第３号 福岡
地域の新市建設計画における平成 18 年度予算」につきまして、お手元の資料１、資料２、
資料３をご覧ください。 

（資料に基づき説明） 

【林議長】 
 はい、ありがとうございました。ただいま事務局より、平成 18 年度の予算について説
明がありましたが、橘市長には、福岡地域の新市建設計画事業について、積極的に取り
上げていただき、誠にありがとうございます。盛りたくさんの予算化がされているとい
うことで、厚くお礼申し上げます。 

それでは、ただいま、事務局より説明のあった「報告第２号 高岡市全体の平成 18 年
度当初予算」及び「報告第３号 福岡地域の新市建設計画における平成 18 年度予算」に
ついて、何かご意見などございますか。 

（以降、議長の指名発言は省略します） 

【委員】 

事前に配布された資料と変わっているか。 

【司辻課長】 
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変わっていませんが。 

【委員】 

予算のこれは（資料３）違うのではないか。 

【橘副主幹】 

同じものですが、詳しいものになっております。 

【委員】 

内容は変わらないのか。 

【橘副主幹】 

はい。 

【林議長】 

備考欄に説明などが記載され、より詳しくなっています。配布した前回資料には備考欄
が書いてなかったようです。 

【委員】 

２つのことについて発言する。 

１つは、石堤小学校から赤丸に向かう谷内川に架かっている橋が小さいということ。三
日市から小矢部川にあるところの道路、８０ｍぐらいが狭い。合併したら直ぐに着工する
と旧石澤町長から聞いているが、平成１８年度予算に計上されているか。 

２つ目は、赤丸幼稚園が廃園になった跡地の利用について、今、横で公民館として使っ
ているが、赤丸公民館と石堤公民館を比較すると、石堤は職員（嘱託・非常勤など）がい
て、地区の連絡センターとして戸籍関係の事務なども行っている。しかし、赤丸は公民館
としてだけである。公民館の内容を統一されるのか。福岡地域は従来通りか、旧高岡市に
寄せるのか、旧赤丸幼稚園を公民館に改修するとなればその辺の兼ね合いがあるわけで、
今でなくてもいいので、回答いただければ。公民館として幼稚園を使う場合のやり方がち
がってくるので。 

【林議長】 

今の話は、谷内川の京田橋の拡幅でしょうか、新設でしょうか、について。また、幼稚
園跡地の利活用については調査費が付いているようでありまして、運営の在り方について、
ということだと思います。福岡の場合は公民館主事、石堤には職員も配置されています。 

【司辻課長】 

赤丸幼稚園の再利用につきましては、今年度、調査費がつきまして、利活用について計
画づくりを行う方向で考えていますので、それらを含めまして検討されていくと思ってお
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ります。また、谷内川の橋の件、三日市から赤丸の道路の件につきましては、市単独事業
でありまして今確認していますので、後ほどお答えいたします。 

【委員】 

谷内川の改修に合わせてするのか、仮橋をかけて当面はいくのか。 

【委員】 

公営バスの老朽化したバス停の改修について、順次改修すると回答されているが、予算
はどのように組まれるのか。 

また、ルートの延長について、延長すると小学校の登下校に時間を合わせられるのか。
公営バスは住民の方も乗られる。高齢者や身障者の方も乗り降りされるので、乗り降りに
時間が掛かり、現在、到着に最大で３０～４０分も掛かっているものがあるが、ルート延
長によりますます、到着に時間が掛かるのではないか。 

また、登下校では、歩く子どもだけが危ないのではなく、公営バスには不審者が乗る場
合もありえるわけで、バス通学が全く安全というわけではない。子どもが安全に登下校す
るにはスクールバス化するとか、公営バスの延長においても登下校の時間はこれまで通り
の運行をするとか、そういった考えはあるのか。 

【司辻課長】 

 現在、公営バスはスクールバスとしての性格も兼ね備えているのも事実です。ルート延
長は、旧福岡町と旧高岡市の境界線上の地区についても住民の皆さんが広く利用できない
か今年度、検討するというものです。仮に延長になりましても、住民の皆さんに時間的な
ロスや子どもさんの登下校時に支障を来すといったことがないよう十分配慮して検討し
ていきます。 

また、バス停の更新については、安全面を最優先にたくさん子どもが乗るバス停から順
次更新していきます。ちなみに１７年度は４カ所、１８年度は２カ所更新の予算を計上し
ています。スクールバス化については、ルート延長の検討の中でどんな方法がよいかを含
めて検討していきたいと考えています。 

【委員】 

 市道岸渡川線地域環境整備（歩道カラー舗装、歩行用街路灯の設置事業）と関連して、
昭和２６年に寄付いただいた桜の木が樹齢５５年の老木になりつつある。この整備事業の
中で桜の木を残していただけないか。 

【司辻課長】 

 岸渡川は県で管理していますが、過去の河川改修の中では一部古い桜の木の横に新しい
木（小さい木ですが）を植えていっており、道路だけが良くなるのではなく、周辺環境も
保全してこそ事業の目的が達成されるものと考えておりますので、桜の保全・更新は関係
部門が協力して進めていくものと考えています。 

【委員】 
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 市の下水道事業（特別会計）予算は、昨年度９４億８０００万円から今年度９２億１０
００万円と減っているが、また山王地区は能越事業で分断された計画になっているが、こ
れらを含めて福岡地区の下水道事業はどうなっているのか。 

【司辻課長】 

 福岡地区の予算につきましてはこれまで通り４億６０００万円組まれており、順調に計
画通り進められています。これまでと変わりありません。 

【竹田次長】 

先ほど委員質問の道路改良の件につきましては、建設部に問い合わせたところ、市町合
併に伴う重要課題に入っているということで、どういう流れで進めていくか、河川との関
連をどうするか、これらについては地元の方々とも十分協議して進めていきます。小矢部
川にあがる道路については、地元の方々に加えて、国土交通省ともいろいろ協議をしなく
てはなりません。これらについて十分に協議を進めていきたいということであります。 

【林議長】 

 委員に申し上げますが、下水道会計の９２億１０００万円の中に今課長が申し上げた４
億６０００万円が入っております。 

【委員】 

 分かりました。 

また、介護保険だが、１５％アップしているが、保険料はどの程度になるか。 

【岩坪部長】 

 介護保険事業の大きな伸びの原因は、要介護認定者の数やサービス利用者の増加が１つ
の要因になっています。今１つは旧福岡町分が一部事務組合（砺波地方介護保険組合）か
ら市の特別会計に移行してきたということで増加しました。それともう１つは、制度の改
正があり、一般会計で行っていた事業を特別会計で実施するといったことで、特別会計で
事業化されたものが増えたこと、この３つの要因で大きくなっております。 

【委員】 

 具体的にはどのくらいになるのか。例えば保険料では。 

【岩坪経営企画部長】 

 今、介護保険料につきまして、個々のデータは持っておりませんので。 

【林議長】 

 予算の説明の中で新市建設計画にかかわるものを主体としてご発言いただきたい。 

【委員】 
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平成１９年度からは集落営農や農業法人などの担い手が中心となる農業になっていく
と思う。集落営農や農業法人の組織は、県下では６０％近くに達しているところがあるが、
旧福岡町では５０％以下で、担い手中心の農業を進められることは農家にとって痛手であ
る。集落には廃農がでている。資料１の本領地区の事業は、市の予算だと思いますが、来
年からは品目横断的経営安定対策という新たな制度が始まることになり、集落ではたいへ
ん関心が高い。担い手に農業経営が移行していくと１級河川とか普通の河川・用排水の草
刈り、えざらい等には若い人に出てもらえない。小矢部市ではこの件について関心が高ま
ってきており、集落で検討されている。農家だけの問題ではなく地域住民も考えていかね
ばならない問題である。福岡５地区では「住みよい村づくり推進事業」を各種団体で活発
に進めている。これらの考え方を進められたらどうか。市で５月申し込みということで聞
いている。大量にこの案件が申請された場合、国・県の関係もあるが、どのくらい受け入
れられるかわからないが、このような制度があるので一生懸命やっていきたい。行政から
の力強いご指導・協力をお願いしたい。 

【竹田次長】 

 今、高岡市には、旧高岡市と旧福岡町の高岡市農協といなば農協の２つの農協があり、
水田農業プランについても今年度まではそれぞれ２つの農協でやっていく。現在、担当課
でそれぞれの農協と協議しながら今年の秋までには、平成１９年度から始まる一体化した
新しい水田農業プランを作る予定であります。その中には今言われた国の施策であります
品目横断の問題、集落営農の問題、農地保全の問題、農家・非農家の役割をどうしていく
かなどのさまざまな問題についても盛り込まれていくだろうと考えています。いずれにし
ても農業の環境が変わってきています。後継者がいない、特に富山県は第一種兼業農家が
９０％を超えているといった中で、そういった問題への対応もプランに盛り込まれていく
と思っており、今後、農業関係者の意見を聴きながら進めることになると考えています。 

【林議長】 

他にありますか。特に意見などがないようでしたら、次に進めていきたいと思いますの
で、よろしいですか。予算報告につきましては終わらせていただきまして、個別の審議事
項に入らせていただきます。 

 

（２）審議事項 

【林議長】 
 続きまして、審議事項に入ります。 

最初に、審議項目第２号 福岡地域の新市建設計画事業 ① 駅前地区土地区画整理事
業について、事務局から説明をお願いします。 
 

【司辻課長】 
 それでは、お手元の資料４を開いてください。皆さんのところにはカラーの資料「事業
の計画案」が入っていると思います。 

（資料に基づき説明） 
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【林議長】 
 ただいま事務局から、審議項目第２号 福岡地域の新市建設計画事業 ① 駅前地区土
地区画整理事業について、説明がありました。これより、皆さんの活発なご意見をお願い
します。 

なお、ご意見は、議長の指名のもと、発言をお願いします。 

今日は、この３つの案件につきましては、市長さんにそれぞれ個々のご質問のお答えは
差し控えていただき、最終的に市長さんのお出ましで、総括的に 3 件の案件についてご意
見をいただこうという思いをしております。質問に対する関係部課長からのお答えはして
いきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

それでは、皆さんのご意見をお願いします。駅前地区土地区画整理事業について、何か
ご意見がありますでしょうか。 

【委員】  

能越の無料化はどうなっているか。 

【司辻課長】 

 今のところ事業主体である国、県からどうこうといったことは、何も聞いていません。 

【委員】 

 今日、議論するのは国道・駅前広場・駅前線だけか。赤い枠線内の全体のことなのか。 

【司辻課長】 

 都市計画決定は赤ラインと３点（国道 8 号・駅前広場・駅前線）の範囲で決定したいと
いうことであります。赤ラインの中がどうこうといったものではありません。例えば、公
園を広くしたらどうかとか、ロータリーを大きくしたらどうかといったご意見をお願いし
ます。 

【委員】 

前の計画と違うのではないか。 

【司辻課長】 

町時代の昔の計画をおっしゃっていると思いますが、今回は都市計画決定を行いたい区
域としての計画（計画図案）を見ていただいています。 

【委員】 

私は前のものしか聞いていないので、変更でこうなったと考えていいのか。 

【林議長】 
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駅前地区土地区画整理事業のエリアとして都市計画決定が予定されている図面が示さ
れているわけです。 

【委員】  

国道８号は立野まで４車線化で進められている。その後が２車線になるか４車線にな
るかによって、都市計画決定区域内は、将来、車線の拡幅などのやりなおしが生じるの
ではないか。 

【竹田次長】 

 国土交通省では東五位小学校から西高岡駅口まで、４車線で平成１８年度完了を予定
しています。中央分離で４車線でということです。福岡地域の計画区間を除いて、そこ
から小矢部市芹川地区までは現在、事業計画はないというふうに聞いています。ただ、
市としては福岡地域の計画（駅前地区土地区画整理事業）がされているのだから、立野
からサンバリーの入り口まで、さらには大滝交差点（岸渡川）から小矢部市芹川地区ま
では、国交省に、片側 2 車線になるか、ゆったり2 車線で 20ｍになるかは別にして、当
然、引き続き整備をお願いしていく。駅前地区土地区画整理事業は平成３０年までの息
の長いスパンなので、国土交通省にお願いして両側からせめてきていただくことなども
考えてもらう。全部が 4 車線にならなくても一定程度道路幅を確保できるように努めた
いと考えています。 

【委員】  

周りが２車線（片側）になっても、福岡町の区域だけは２０ｍ（当都市計画の幅）の
ままなのか。 

【竹田次長】 

途中でがくんと狭くなるのも変である。当然、市の要望として、国土交通省と調整が必
要であると考えています。 

【委員】  

肝心なところが決まらないのに、区画整理事業で国道をさわって、将来、またやり直
しといった問題がでてこないか心配である。 

【竹田次長】 

駅前地区土地区画整理事業の考え方を国交省と協議しながら、市としては、駅前につ
いては駅前地区土地区画整理事業の中で整備していきます。駅前地区土地区画整理事業
は都市整備部、道路改良（国道８号の拡幅）は建設部が、事務レベルで相互の連絡調整
を行いながら国土交通省と協議していきます。出来れば、今年度の国の要望事項に上げ、
国道８号の未整備区間を早期に整備していただくよう国に要望していくべきと、担当者
レベルで、現在検討しているところです。 

【委員】  
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福岡は菅笠の町である。駅前の蓑川の水を利用して福岡町の菅をＰＲする菅田（面積は
小さくてもよい）を作ったらどうか。 

【林議長】 

駅前地区土地区画整理事業の中で菅田をつくったらどうかということか。 

【高田助役】  

ただ今のご意見、たいへん貴重なご意見かと思います。福岡町の顔をどう見せていくか
がこの事業の一番大事なところであります。菅は福岡の重要な産物です。多くの来訪者は
菅田をご覧になったことがないと思います。菅田の現状維持といった大きな課題を水田と
同じように持っているわけですが、そういった問題も含めて皆さんにこういった課題を周
知するにはどうしたらいいか考えながら、貴重なご提案として研究させていただきたいと
思います。 

【委員】 

 全国の農協の大合併に伴い３０００の農協が９００にまで減った。福岡地区においても
支店の数を再編し少なくして、来年４月からスタートする。５月の総代会で支店の名称と
場所を決定しなければならない。駅前から離れた方がいいのではないかと考えていたが、
地元の役員とも協議して、町の発展・活性化に反対してもだめだと考え、来年 4 月からの
町内６農協支所の合併の際には、当分の間、現駅前店（旧農協本店）で営業することにな
るが、駐車場がないので市の方で配慮いただきたい。駅前地区土地区画整理事業は約 10
年後の平成３０年に完成するわけだが、その前に改装して駐車場も確保しておきたい。 

また、小矢部の中心商店街は市街地再開発事業などの整備後たいへんりっぱなものにな
ったが、夜になるとほとんど人も通らないと聞く。それではいけないということで、道路
を偶数月、右と左に駐車よしといったユニークなことをやっておられる。 

【高田助役】 

 福岡地域の農協６支所が１つになって駅前の現在のところで集約されると聞いており
ます。駅前地区土地区画整理事業の完成目処は約１０年先で、当面、駅前でお願いしたい
と思います。駐車場についても当面は農協の倉庫などを利用していただくことでお願いし
ます。 

【委員】  

地権者がおられますので先走ったやり方はしたくない。 

【委員】  

図面を基に説明があったが、（計画が変わっているのは）町の要望からの変更か。国か
ら等の変更か。今後はこれを基に説明するのか。 

【高田助役】 
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 基本的には町時代の計画をそのまま引き継いでいます。若干、北側で面積が増えたかと
思っていますので、先ほどの委員がおっしゃった「広いのが狭くなった」という認識とは
逆に理解しています。ほとんど町時代の計画と変わらないものであります。 

委員のおっしゃったものはずっと昔のもので、新市が引き継いだ段階で広がったもので、
基本的には継続だということです。 

【委員】 

 分かりました。 

資料４の「今後の対応」のところで、未調査の方々とあるが、調査はだいぶ終わってい
るのか。 

【司辻課長】 

 平成１７年４月～８月実施の過去の調査では、当時の世帯数１４２世帯のうち、未調査
世帯が１６世帯でした。その段階で区画整理に関しては「協力する」と「条件付協力」を
合わせて、８６％の賛同を得ています。 

【林議長】 
 よろしいですか。はい。それでは、時間もないので、ご意見はまた後ほどお願いするこ
とにしまして、次に進みたいと思います。 

それでは、審議項目第３号 福岡地域の新市建設計画事業 ② 幼保一元化施設整備事
業についてと、審議項目第４号 福岡地域の新市建設計画事業 ③ 山村振興事業につい
て、一括して、事務局から説明をお願いします。 

【司辻課長】 
それでは、お手元の資料５をご覧ください。審議項目第３号 福岡地域の新市建設計画
事業 ② 幼保一元化施設整備事業について、ご説明します。 

（資料に基づき説明） 

続きまして、お手元の資料６をご覧ください。審議項目第４号 福岡地域の新市建設
計画事業 ③ 山村振興事業について、ご説明します。 

（資料に基づき説明） 

 

【林議長】 
 ただいま事務局から、審議項目第３号 福岡地域の新市建設計画事業 ② 幼保一元化
施設整備事業と、審議項目第４号 福岡地域の新市建設計画事業 ③ 山村振興事業につ
いての説明がありましたが、何かご意見がありますでしょうか。 

【委員】 
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 あおぞら幼児学園、福岡ひばり園の幼保一元化施設が開園され 1 年が過ぎようとして
いるが、実際にそこに通う保護者・子どもにどのような変化、メリット、デメリットが
あったかを調査されたか。 

【司辻課長】 

具体的には調査していませんが、両方の園から、問題・苦情や要望は行政センターに
届いていないので順調に進んでいると考えています。 

【委員】 

 今後、調査されるのか。是非、調査していただき、メリット・デメリットを今後予定
されている中央施設の建設に活かして欲しい。 

また、幼保一元化施設に老人のディサービスを加えたらどうか。介護保険料がどんど
ん高くなっていくのは目に見えている。これからは介護予防が大切である。お年寄りは
子どもが好きで、子どもは（実際、中学校で生徒に聞いたら 40 名の内２～３名と同居率
が低いのに驚いている。）お年寄りに習うことが多い。今の子どもたちは、老人を知ら
ないし、老人は隠されたところに追いやられている。そうではなく、みんなが憩える、
みんなが楽しめる、そういった場所は、お年寄りの生きがいにもつながり、介護予防、
ひいては介護保険料の削減にもつながるのではないか。地域通貨制度などを取り入れる
ことにより、ボランティアの輪も広がり、人と人の交流ができ、人がにぎわう住みよい
まちになり、地域が活性化されるのではないか。 

【委員】 

 子どもの施設とお年寄りの施設を一緒にする場合は、小さい子どもは感染症にかかり
易いため、免疫の低下しているお年寄りに移るとたいへんであるので、看護師とか医療
関係従事者を１～２人程度配置し、小さい子どもから高齢者まで元気に明るく楽しく生
活できるシステムを取り上げていただければと思う。 

【司辻課長】 

貴重なご意見として、計画立案の際、参考にさせていただきます。 

【委員】 

 建設場所は文教地区がいいのではないか。おにいさん・おねえさんの顔が見られるし、
教育グラウンドもあるし、あそこがいいのではないか。 

【司辻課長】 

 ご意見を踏まえ検討することになります。ご意見は担当課に伝えます。 

【委員】 

孫が通っているので幼保一元化施設の感想について参考までに発言する。校舎が広く
てのびのびしている。保育園には０～２歳児の小さい子どももいて、年長児もそういっ
た小さい子どもと交流ができて、年齢の層が厚くなり、教育的によい環境である。また
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音楽面で優れ、楽器の訓練がされ、こんな小さい子どもがこんな素晴らしいことができ
るだろうかといった内容であった。ほうぼうから小学校へ上がるのでアンバランスにな
らないようにと思う。 

子どもがどういった温もりの中で育ってきたか、非常に大事なことで、山王幼稚園が
公立の時に思ったことは、地域の方々やお年寄りと交流があった。当時和やかで温かい
教育がされていたが、統合（幼保一元化）により、できにくくなっているのかなと。 

私立・公立と区別していていいのかという疑問があるので、先生方の交流研修会があ
ればいいのではないか。相互学びあうのかなと。 

他には、バスもでているが乗車は自由。 

新しくできた幼保一元化施設ですが、環境的には素晴らしいと思っている。 

【林議長】 

市長の日程には次の予定が入っておりますので、ここで市長からのご発言をお願いし
たいと思います。 

【橘市長】 

もう少しご意見もあることだと思いますが、この段階までのお話をさせていただきます。
平成１８年度予算のこと、こちらから提出した３つの問題について、いろいろご議論いた
だけたかと思います。個々にお話のあったことについては担当の方からお答えしています
が、こうしたらいいのではないかといったご提言のあったところは、それを踏まえて前向
きに取り組んでいきたいと思います。また、ご質問のあったところについては、だいたい
は担当の方から答えがあったのではないかと思っております。 

駅前地区土地区画整理事業については、赤線でくくったところをこれから都市計画決定
しなくてはなりません。都市計画決定に当たっては、県の審査もあり、今後変更がでてく
るかもしれません。変更があれば、その段階でまた、さまざまな形でお知らせしていきた
いと思います。また、国土交通省ではこの福岡地域はゆったり２車線で、ということにな
っております。国道 8 号の拡幅は東五位まで来ており、もう少し続ける予定になっており
ますが、実は高岡側の事情では、その先の進捗はなかなか難しいのではないかといった感
じを持っております。平成町のところ交差しておりますね、そこまでいくのはかなり難し
いのではないかと思っております。そんな感じを持ちながら、国土交通省は、先に福岡地
域のゆったり２車線に入っていく段取りではなかろうかと。東五位からの区間をどうする
かは、駅前地区土地区画整理事業が平成３０年までの事業ですので、まだまだ先の話であ
ると、国土交通省ではそういうふうに考えておられるのかなと思っております。 

幼保一元化については、いろいろ貴重なご意見をいただき、また、通っておられる方の
ご感想についての調査は私どもまとめる上で大事かなと、ひばり園は私も見せていただき
ましたが、たいへんりっぱな環境ではないかと思います。その中で具体的に子どもたちが
どういうふうに育っていくか、またお父さん、お母さんがどう受け取っておられるかを知
ってから、最終的に建設予定地を含めて答えを出していきたいと、こんな思いを今日持ち
ました。 

山村の方は、ご意見がまだ出尽くしておりませんが、五位山の方では森の祭典もありま
す。ご発言があればまた、それを踏まえたかたちで進めたいと思っております。 
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今度、秋にお会いできるかと思いますが、その頃までにまたいろんなことが進んでいる
と思います。今日、総合グラウンドについて話がでていませんが、少し触れたいと思いま
す。 

「青空の下で行うスポーツの中でどんな需要があるのか」といったことについて調べる
ことにしています。そういうものを調べていけば、また具体的な話に入っていけるのでは
ないかと思います。熟度が上がってくればここで議題にして、委員の皆様といろいろご意
見をいただきながらキャッチボールを進めていきたいと思っております。よろしくお願い
します。 

本日はありがとうございました。 

【林議長】 

ありがとうございました。市長はここで退席されます。 

（市長退席） 

【林議長】 

会議を続行させていただきます。２案件についてご発言をお願いします。 

【委員】 

保育園は熱が出るとみられないということで、保護者は子どもを迎えに行かねばならな
いが、働いている保護者は、仕事中にすぐに迎えにいけない場合もある。 

入善町には病後児保育があると新聞で見たが、そういったものがあれば親は安心して預
けることができる。 

【高田助役】 

幼保一元化施設整備事業を３つの審議事項の中に入れたのもなるべく早く取り組みた
いという思いがあったからです。２つの幼保一元化施設においても 1 年も経ちますとそれ
なりの成果・問題点が、少しずつ見えてくる時期かと思います。それぞれの幼児・児童に
とりましては卒園を待って見なければわからない部分もありますが、新市としてはなるべ
く早く福岡町の幼保一元化施設整備事業を完成させたい、話が整い次第、なるべく速やか
に行いたいといった思いがあります。２つの施設のアンケートなどの調査については具体
的には行っていませんが、その成果を踏まえながら、どういうかたちがよいか模索し、次
の施設整備に活かしていく予定であります。その上で官・民いずれのかたちがよいかにつ
いても検討していきたいと思います。 

建設場所は「文教地区」といったご意見をいただきました。住民の方々の貴重なご意見
として十分に検討しながら、新しい場所の選定に踏み出していきたいと、今後の方向とし
て今、考えているところであります。 

【林議長】 
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福岡地域の３分の１を占める山村地域の計画でございます。これにつきましてもご意見
をお願いします。 

【委員】  

淵ケ谷小学校の利活用について早く決めてほしい。高岡のまちにはものづくりの伝統が
ある。ものづくりをしたい若者に部屋を利用してもらうのはどうか。金沢あたりでは部屋
を利用したい人たちがたくさんいると聞く。そういう人に解放したらどうか。地元の人た
ちもそこへ見学にいく。専門知識を市内小学校へ出向いて教える、あるいは小学生が訪れ
て教えてもらう、そういったかたちで利用ができないか。 

【司辻課長】  

山村振興事業が３期まで終了しまして、現在、中山間地域総合整備事業として実施して
います。平成 19 年度からは新たな山村振興事業（名前が変わりますが）になっていきま
す。平成 18 年度中に計画を立て、平成 19 年度の採択に向けて、取り組んでいくことにな
るわけです。その中にいくつかのメニューがあり、今のご意見を参考とさせていただきな
がら、関係課で計画策定に向けて、進めさせていただきます。 

【林議長】 

市の単独事業ではなく、国の補助事業で山村振興計画を立てるということです。平成
18 年度中に計画策定をしたいというお答えでした。 

【委員】 

 ここはすばらしい自然の恵みがあるところ。花、生き物、サンショウウオも見つけるこ
とができたが、水が流れていたところに台風で土砂が埋まってサンショウウオがいなくな
ってしまった。子どもたちは非常に悲しんだ。自然をもう一度取り戻す方法がないか。ど
うすればよいか分からないが、子どもにとっては非常に良い体験活動の場である。例えば
長休みの期間に校舎の活用や宿泊を伴うかどうかは別として、中山間地域を知る、散策す
る、生き物について学ぶ、子撫川やプールもあるので、後ろがなだれ危険地域なのが残念
であるがそれがなければ、安全で素晴らしい体験学習ができる場であると思う。総合学習
の時間にここへ行きたいと言った子どもがいた。道が分からないのでどうしたらよいか迷
っていたら、地元のおじいさんが藪をどかして連れて行ってくれたそうだ。そうやって作
品を仕上げた。ここは、子どもにとっては大変魅力ある場所。公民館としても機能してい
るので地域の方との交流を含めて子どもの自然体験の場として活用したらどうか。 

【高田助役】 

そのまま使えないので、使い方にふさわしい施設に修理して活用することになります。
どのように使うのがよいか研究させていただきたい。しかるべき時期までには実現させた
いと思います。 

【委員】 

西山歴史街道整備活用事業は、残念ながら調査費程度で２００万円ぐらいですが、山村
振興事業と合わせたかたちで進めていただけないか。地元の意見も盛り込んで進めていた
だけないか。 
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【司辻課長】 

旧福岡町で策定した西山丘陵整備基本構想は旧福岡版ができていまして、区域が旧福岡
までです。それを旧高岡まで広げて新市一体化した基本計画といいますか、高岡側を含め
て調査したものを策定するというのが、西山歴史街道整備活用事業です。平成１８・１９
年度の２カ年で調査をしていくことになっております。完成すれば非常に価値のあるもの
になるだろうと考えております。もう１つ、遊歩道整備（西山の加茂・馬場地区）も１０
０万円ほどですが、地元の方々と協力して作るという予算が認められています。 

【委員】 

中山間地には歴史的遺跡も多く、観光の目玉となるところがたくさんある。観光利用と
して商業振興とからめて開発していただけたらと思う。また、開発の際には自然への影響
を配慮しながら進めてほしい。 

また、福岡町のさくらまつりには、多くの施設からお年寄りが訪れた。バリアフリー化
が進み、車いすを利用してのびのびと桜を見られる場所は少ない。駅前地区土地区画整理
事業を含め、バリアフリー化、自然への影響を踏まえて、商業振興・観光開発を進めてほ
しい。 

森の祭典と福岡町との関係は。 

【山口課長】 

「第７回とやま森の祭典」は、５月２５日、山ぼうしのピクニカル広場をメイン会場に、
県・高岡市などが主催して、緑に関係する団体が集まります。従来の植樹祭・育樹祭が１
つになって、年 1 回「とやま森の祭典」として開催されるようになりました。 

植樹・育樹の活動、山の自然をどう守るかをテーマに、食の関係では、竹の子ごはん・
大漁なべの試食・地域の特産品の展示などのイベントが高岡市で開催されますので、是非、
みなさん、ご参加ください。 

【林議長】 

もう一つ、商業振興・観光開発の件について、回答をお願いします。 

【委員】 

ご回答けっこうですので、そういうふうに進めていただけたらと、思っている。森の祭
典はたいへん楽しみであるが、富山県は全国で観光のワースト１の県であり、どうＰＲし
ていくか大きな課題でもある。 

【司辻課長】 

貴重なご意見であります。取りまとめ、関係課へ反映していただくよう伝えていきたい
と思います。 

【高田助役】 
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「第７回とやま森の祭典」の実行委員長として、多くの方に来てほしいと思います。山
で育つ樹種が限られる中で何種類か植えて、富山県で育つ、福岡町で育つ、県産の杉など
の植樹・育樹を進めていくのがねらいであります。良い森づくりを考えていくというのが
開催の目的であります。 

今年の大雪、昨年の台風などで、山が随分荒れています。それを目にしながら、そうい
った環境での森づくりを考える絶好のチャンスでもあると思います。そういった視点や問
題意識でご覧いただき、1 人でも多くの市民の皆様にご来場いただけたらと思います。 

【林議長】 

それでは、前に戻りまして、先ほど、2 名の委員が手を挙げておられましたので、どう
ぞ。 

【委員】  

駅前線を途中で切っている（計画案には都市計画区域外は色が付いていない）がなぜか。
ここまで伸ばせばよいと思うが。 

【司辻課長】 

ここに書いてあるものは、国と市が協議した現時点の計画です。 

【委員】  

国土交通省の問題か。 

【司辻課長】 

国土交通省の問題ではなく、今後、段階的に計画されるものと思っております。 

【林会長】 

今の区画整備事業のエリアではここまでだが、そこをする場合は他の事業を入れなけれ
ばやれないということであります。 

【高田助役】 

 あくまでも駅前地区土地区画整理事業の１つのまとまりとして考えているわけで、駅前
線については茶色の線、その先は青い線で延びていて旧北陸線まで書いてあるわけであり
ますが、青い線のところは、将来的にはそうしたいという思いが図面に表してあるのであ
りまして、今回の駅前地区土地区画整理事業の中には入っていません。別であるというこ
とです。 

【委員】 

夢みたいなことだが、駅をコンパスで回して輪を描いたとき、コンパスの中心として福
岡駅がどうなっていくかとても気になる。人が寄るまちづくりの中心としてどのようなビ
ジョンが描かれているのかを知りたい。 
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高校生も乗り降りするので、待ち時間を有効に使える場所として図書館のようなもの、
また若者のエネルギー発散の場として広場みたいなものがあればよいのではないか。北陸
線を活かしながら、そこを中心にして人が寄ってくるようにするにはどうしたらよいか。 

【高田助役】 

折角まちづくりを行うのであるから、そこには夢が盛り込まれていなければ事業完成時
に成功したといった満足感は得られないのではないかと思います。 

福岡町時代には南側についてもいろいろ検討してきましたが、現在、稼動中の大きな工
場の敷地をどうするかといった問題があるため、現時点では、駅前に限定して、何とか事
業を進めていきたいと思っています。本来、駅南を含めた広域的な計画があるべきなので
すが。 

高岡市では３つの大きな課題をかかえています。１つが新幹線高岡駅、２つ目が在来線
高岡駅です。この２つの駅が高岡市を左右する大きな事業になっていくと考えますが、福
岡地区としては、この２つの駅に３つ目の駅として福岡駅を加えていただき、市の西の顔
として、何としてもしっかりしたものにしておきたいわけです。高岡市あげて行いますが、
地元の熱意が大きな支えにもなるわけです。中心となって活動しておられる区画内の住民
の方々が準備委員会を設置し、既に５回の委員会を開催されました。福岡庁舎の方へも足
を運んでいただき、「計画を早く進めてほしい」といった要望を承りました。それらを真
摯(しんし)に受け止めまして、市側としても少しずつですが、具体的に実現をしていくた
め、一生懸命、進めているところであります。 

福岡駅前を開発するということで、JR からも要望をいただいています。それぞれの町
内で、この駅前地区をどうしていくか議論していく段階に入っています。「わが家はどう
なるのか」といった議論から「福岡町の顔としての駅前をどうしていくか」といった大所
高所に立ったレベルの議論まで、それぞれの考え方、立場で議論をしていただいています。
反対・賛成のさまざまな声があるわけですが、福岡駅前を区画整理していくことについて
は大方の方々からご賛同を得ているものと思っております。 

本日は、中心市街地を上手に使っていくという観点から、福岡地域全体の問題として、
審議会の皆様のご意見もいただきたいと思います。平成３０年度を完成目処とした場合、
できることは限られます。時間的制約の中では残り期間が少なくなってきました。この事
業をフル回転で取り組んでいく所存でございます。 

【委員】 

新幹線高岡駅と在来線高岡駅の供用開始後を見越して、福岡駅がアクセスしやすい、例
えばパークアンドライドの活用など、福岡に住む人だけでなく周辺の地区、戸出に住む人
も福岡駅を利用しておられる方がございますが、そういった方々も利用できるように、在
来線の第 3 セクター化の問題を含めてどうなるか不透明な部分も多いが、アクセスの利便
性が向上するよう構想を進めてほしい。 

【高田助役】 

「例えば福岡駅が在来線として第 3 セクター化されたとき、どのように運営されていく
か」といったことなども想定しながら考えていかねばならないと思います。第 3 セクの問
題についても高い関心を払い、住民が発信・発言していくことが大事です。駅はまちの顔
であると同時にＪＲの問題でもありますのでいろんな角度から考えなければなりません。
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福岡駅は戸出に限らず砺波からも利用されており、かなりたくさんの利用者がおられます。
駅の無人化、有人化など駅の運営そのものに対しても私たちの民意といったものがなくて
は、決まっていかないのではないでしょうか。そういう意味では、駅はかたちではなくて、
活かして使っていけるものにしたいと、そういうことで委員の皆様にはいろいろ研究をお
願いし、ご意見もいただきたいと考えています。 

【委員】 

商工会の理事会で、商工会としても準備委員会の段階から参加し地元の委員の皆さんと
一緒に研究を重ねていくことに決まったことを報告する。 

【委員】 

町内で耳にしたことだが、「町時代では小学校の入学・卒業式には町長がでておられた。
なぜ、助役にでてもらえないのか」といった声がある。 

【高田助役】 

新市では、旧福岡町時代と違うことは随分ありまして、合併によって調整をしていかね
ばならないことが更にでてきました。卒業式・入学式には町長が必ず出席していました。
新高岡市ではたくさんの小学校があり、数をこなさなければならないといった物理的なこ
ともありますし、また教育委員会の括りの中での処理が行われていて福岡においても同じ
ように行われたこともありまして、新市になった新しい環境に１日も早く福岡が慣れてい
くことが必要なのかなと思っていました。しかし、いろんなところから「なぜ、来てくれ
ないのか」といった声を聞くにつけ、率直に言って、それをどう受け止めてよいか迷って
います。福岡町は統合の小学校、幼保一元化をしております。そういう意味では、ごあい
さつに行くことはできないこともないですが、新市になった環境で私たちはどうしていけ
ばいちばんよいか、これは皆さんともご相談しながら取り組んでいきたい新しい課題なの
かなと思っております。要望に沿うこともやぶさかではありませんが、ご理解いただきた
いと思っております。 

【委員】 

町の顔は助役だと思う。また、助役の顔を知らない人も多いのではないか。そういった
ことから出ている声だと思う。 

【林議長】 

はい。時間も相当立ちましたので、審議事項は終了させていただきたいと思います。 

【林議長】 

今回、委員の皆さんからいただきましたご意見は、第２回福岡地域審議会での意見とし
て取りまとめ、各担当部・課に伝えていただきたいと思います。 

（３）その他 

【林議長】 
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それでは、次回、第３回福岡地域審議会の開催予定について、事務局から連絡をお願い
します。 

【司辻課長】  
 次回の第３回福岡地域審議会は、新年度予算要求に向けて開催したいと思いますので、
１０月頃の開催予定でございます。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。  
 

５ 閉会 
 
【林会長】 
これをもちまして、第2回福岡地域審議会を閉会いたします。 

 
閉会 午後４時２０分 


