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第１０回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２１年１月２６日(月)午前１０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、新井経営企画部長、須藤総務部長、水上都市経営課長、増川道

路建設課長、平田体育保健課長、西本体育保健課副主幹、吉澤財政課主幹、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、宮林地域振興課長、角田経済振興課長、上子健

康福祉課長、窪田市民生活課課長補佐、杉野地域振興課課長補佐 

 

○委員（50 音順）  

上田久之委員、越後護委員、上嶋美智子委員、窪谷芳光委員、倉久俊委員、中島秀恭

委員、中山安治委員、西野惠美子委員、濵木慶子委員、梁瀨温子委員、山﨑透委員、

山崎美惠子委員、山田儀作委員 

 

○ 欠席者  

竹島健委員、中村清志委員 

 

１ 開  会                         午前１０時００分 

【事務局】 

本日は、お忙しいところご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

ただいまから、第１０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） 
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なお、本日は石澤市政顧問がお見えでありますので、ご紹介させていただきます。 

 

２ 会長挨拶 

【事務局】 

それでは、まず、倉会長からごあいさつをお願いします。 

【会長】 

改めまして新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

第１０回福岡地域審議会の開催にあたり一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は橘市長様をはじめ市ご当局の皆様、並びに審議委員の皆様には、大変お忙しい

ところご出席いただき誠にありがとうございます。 

早いもので合併して丸三年余りになり、四度目の新年を迎えました。この間、福岡地

域における新市建設計画は着実に実施されてきました。 

昨年も、大滝工業団地や西明寺パークゴルフ場が完成しましたし、福岡中央地区の幼

保一元化施設や福岡小学校改築準備など文教ゾーンの整備事業も進められています。 

合併以来、先頭に立たれている橘市長様をはじめ関係の皆様方の、一体化や福岡地域

の発展へのご尽力に対し、改めて敬意と感謝の意を表します。 

今後共、合併時の合意事項の実現に向け、引続きご配慮賜りますよう、お願い申し上

げます。 

さて、本年はいよいよ開町４００年という記念すべき年であります。数々のイベント

を通じて、新市の一体感や合併の効果が一段と進むよう、そして、単に過去を振り返る

だけでなく、未来に向かって新たな発展を期する年になるよう願っています。 

また、新年早々、福岡に関するうれしいニュースが相次ぎました。一つは、菅笠製作

技術が国の重要無形民俗文化財に指定と答申されたこと、もう一つは、滝田洋二郎監督
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の「おくりびと」がアメリカのアカデミー賞外国語映画賞部門にノミネートされたこと

です。これらの明るい話題が今年のスタートダッシュの力となるよう期待します。 

一方、米国発の金融危機はその後世界的な不況に発展し、特に昨年秋から景気が急激

に悪化して、かつてない程深刻な事態に陥ろうとしています。高岡市をとりまく状況も

極めて厳しくなっています。 

このような中で、高岡市や福岡地域の発展と、住民の安全・安心を実現して行かなけ

ればなりません。そのためにも、意識改革に努め、柔軟な発想で、極限まで知恵を絞っ

て、地域作りに取組んでいく必要があります。 

本日は、主要事業の状況報告や、新年度予算編成等の説明ですが、実りあるご審議を

お願いし、併せて今年が皆様方や高岡市並びに福岡地域にとり、良き年となりますよう

心からお祈り申し上げ、私のあいさつとさせていただきます。 

３ 市長あいさつ 

【事務局】 

どうもありがとうございました。続きまして、橘市長からごあいさつを申し上げます。 

【市長】 

皆様改めまして新年明けましておめでとうございます。 

今年は、２００９年（平成２１年）、また高岡市にとりまして開町４００年、そして

合併して４年から５年目に入る時期であります。今、倉会長さんから昨年からの取り組

みについて、また現状についてまとめてお話いただきました。お蔭様でこの地域審議会

も１０回を数えることになり、新市建設計画に盛り込まれた事業は、これはまた新高岡

市の総合計画にも盛り込まれております。 

これらの事業の進捗状況や、これらの事業を実現していく上で必要となる様々な調整

などについて、審議委員の皆様から様々なご意見をいただく中で進んできているという

こと対し先ずお礼申し上げます。 
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福岡地域からは、新高岡市を牽引する元気をいただいております。先ほどの菅笠製作

技術が国の重要無形民俗文化財に指定という答申がされたこと、また、滝田洋二郎監督

の「おくりびと」の更なる活躍など、新市全体にいい影響を与えていただいていると思

っております。 

福岡町では三番目となります福岡中央地区の幼保一元化施設・幼児学園についても整

備が進んでおり春には開設の運びとなります。また、過日、福岡地域でも北陸新幹線高

岡一歩二歩・江尻高架橋工事が着工の運びとなり、今後、能越自動車道に沿って北陸新

幹線の工事が見えてくることとなります。 

この後、文教ゾーンの整備、福岡中央地区の整備がありますが、中央地区のまちづく

りにつきましては本日報告いたしますが、ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫の整備のこと、

また、マルチメディアセンターのことなどから始めまして、換地計画を練りながらまち

づくりのための国の補助事業も導入して夢を形にする時期に入ってまいります。 

また、総合グラウンド整備のことについては、第９回の地域審議会でも埋蔵文化財の

関係でいろいろ検討していることをお話させていただきましたが、今日までその後の進

捗状況や検討について、後で報告させていただきご理解もいただきたいと考えておりま

す。 

さらに、福岡南部地区の簡易水道事業も始まりました。また、庄川左岸の国営農地防

災事業に関連して荒又川等については中長期的に相談をさせていただかなくてはなら

ないと考えております。また、五位山地区では淵ヶ谷小学校の問題などいろいろなこと

があり、馬場谷・甚徳川の問題も頭にあります。 

このように福岡地区全体での各地区の問題について一つ一つ前進をしていかなけれ

ばならないと思っております。 

ただ今、ちょうど新年度の予算編成を行っているところでありますので、皆様からの

ご意見をいただく中で、２月中旬までに予算をまとめていきたいと考えており、また、

次回の審議会でもその状況について報告させていただきたいと考えております。 
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最後に、本年４月から福岡町商工会が戸出、中田の商工会と合併し、新しく高岡市商

工会として石澤会長さんのもとでスタートすることになっております。これもまた高岡

市南西部地区、また商工業界に活力を吹き込んでくれるものと思っております。 

このように一つずつ皆様のご意見とともにまちづくりを進めたいと思いますので、ど

うかよろしくと申し上げてご挨拶といたします。 

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、中村委員は欠席との連絡をいただいております。本日の会議は１５人の委員の

うち１３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、倉会長よろしく

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２件、②その他３件となっております。 

【議長】 

それでは、「報告第 20 号 総合グラウンド整備事業」について、説明をお願いしま

す。 

【体育保健課長】 

 それでは、「報告第 20 号 総合グラウンド整備事業」につきまして、お手元の資料

１に従いまして説明をいたします。 
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（体育保健課から説明） 

【議長】 

それでは、説明のありました、ただいまの件について何かご質問はございませんか。 

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。 

【委員】 

 今後の取り組みについてお伺いします。一歩二歩が用地として資金や所要期間によっ

て不適であることは分かりましたが、立野、石堤、若しくはそれ以外の総合グラウンド

候補地があるとお聞きしましたが、平成２６年度までに基本計画も策定し工事も完了す

ることが可能なのかお聞きしたい。 

 それと、一歩二歩より他の候補地が資金面、工期においてどのような点で良いと判断

されたかについて、現況若しくは進捗状況を教えて下さい。 

【議長】 

 それでは、お願いします。 

【体育保健課長】 

 今後のスケジュールですが、適地の選定を急ぎたいと思っております。平成２２年秋

口には用地を取得したいと考えております。また、現在絞り込んでいる用地につきまし

ても埋蔵文化財が所在します。その調査には約一年半かかりますが、平成２２年秋口に

用地を取得後、約一年半調査に見込んでおります。 

 そういうことでありますので、調査が終わります平成２４年度にはすみやかに工事に

取りかかりたいと考えております。それで、平成２６年度には工事を完了してまいりた

いと考えております。 

それから経費の差については、ハード整備の経費や用地費についてはこれからですが、

現在の私どもの試算で明らかに差があるのは、埋蔵文化財の調査費であります。その点
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について要望のあった土地を中心に検討しておりますが、他の候補地は想定地内に約３

分の１から４分の１の面的な文化財の広がりがあり、調査費は、その面積に比例すると

見込んでおります。 

【議長】 

 ありがとうございました。他にありますか。 

【委員】 

 私は、一歩二歩に住んでいます。私たちの住んでいる近くにすばらしい施設ができる

と期待をしていました。また、土地の地権者の方々も先祖代々の土地を手放す覚悟をし

ていらっしゃったと思います。夢を膨らませていましたが、市として苦渋の決断をされ

たと思いますが、埋蔵文化財が出たことを喜んでいいのか戸惑っています。 

 私は、ご説明を聞いて納得はしていますが、地権者の方々がすっきりされているのか

どうか、昨日の説明でも理解はされているかと思いますが、どうかしこりとかわだかま

りが残らないよう、そして、新たな候補地を選定されたときにはなるほどと、私たちに

とっても良かったと思えるように進めていただきたいと思います。 

【議長】 

 今の件について市から何かありますか。 

【副市長】 

 今の濵木委員さんの発言に関連してですが、昨日一歩二歩自治会の総会に出席し、こ

れまで決定している経過について説明させていただきました。内容については、こちら

の時系列に従った経過と課題について説明しました。 

 地元の方々には期待が大きかった分、落胆も大きかったようです。不満もあったよう

ですが、最終的にはご理解いただいたものと思っております。それと、これが単に総合

グラウンドの問題だけでなく、国道８号の拡幅の問題や能越自動車道のインター化の問

題などもセットになって進められていたような認識をお持ちのようでした。 
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 そういうことについては、今後の課題として私たちも胸に収めて進めていくと言うこ

とも約束として申し上げてきました。補足として説明させていただきました。 

【議長】 

 他にございませんか。 

【委員】 

 関連して二点ほどお願いします。一つには、このことについては我々も理解しており

ます。長年の夢でありますので是非隣接地に用地の選定をよろしくお願いしたいと思い

ますが、市長さんのお考えをお聞きかせ下さい。 

 二点目は、現在の旧福岡町営グラウンドが今後どうなるのか、そして整備計画がある

ならお聞かせ下さい。 

【議長】 

 はい、それではお答え願います。 

【市長】 

 この総合グラウンドのことに関し、一歩二歩の皆さんに心の準備もしていただきなが

らこういうことになり、また、埋蔵文化財の問題が出てきて紆余曲折があり、最終的に

は昨日の自治会総会で説明を聞いていただきありがたかったと思っておりますし、また、

大変申し訳なかったと思っております。 

 この後は、能越自動車道のパーキングのインター化と言う問題も残っておりますし、

また、この地区の地域要望もいろいろあると聞いております。こういったことを一つ一

つ解決しながら、この地域として発展していく努力を市としても取組んでまいりたいと

思います。 

 また、隣接地でいいものをということですが、合併協議でも旧市町境の隣接地周辺と

言うことになっておりますし、皆さんから良かったというところを早急に選定して良い

ものを建設して、皆さんに喜んでいただきたいと思います。また、進捗についても報告

させていただく機会もあるかと思います。 
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 また、町営グラウンドについては、文教ゾーンのいろいろな構想の中で存続すること

を決めています。気軽に使えるグレードのあるグラウンドにという要望もいただいてい

ますので、小学校の改築のあと連続的に取組んで末永く皆さんに使っていただきたいと

思っております。どのようなものにするかについては、段階をおってご要望もお聞きし

ていきたいと思います。 

【議長】 

 ありがとうございました。他にございませんか。 

【委員】 

 当初の総合グラウンドについて予算として１８億と言うことが出ておりましたが、福

岡地区での建設と言うことでこの金額だったと思いますが、このことについてはどのよ

うにお考えですか。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【副市長】 

 合併時に旧高岡市と協議した総合グラウンドにつきましては今の１８億ということ

でした。ざっくりとした金額では２０億ほどが想定されていました。その後、検討委員

会を経てつくろうとしている総合グラウンドは、金額的にはそれを相当オーバーしてい

ます。当初は福岡だけの予算でつくろうとしていましたが、それでは困難となってきま

したので市全体として考えていく方向になったということは確認しております。 

 それと、立地の場所が一歩二歩ではなくなったけれど、旧高岡市での立地となった場

合にはどうするのかと言うご質問かと思いますが、新市に引き継いだ時点までさかのぼ

り確認しましたが、新高岡市にとって必要な施設を造るのが合併特例債の趣旨でありま

すので、立地場所が福岡でなくなったからと言ってそれを使わせないということではな

く、特例債を充てるものとして、全体として夢を実現するためにそれを使っていこうと

いう方向で進んでおります。 
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【議長】 

 はいありがとうございました。他に何かありますでしょうか。 

 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。 

【議長】 

 次に、「報告第 21 号 ミュゼふくおかカメラ館運営整備事業」について、説明をお

願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 

 それでは、「報告第 21 号 ミュゼふくおかカメラ館運営整備事業」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。お手元の資料２をご覧ください。 

（福岡教育行政センターから説明） 

【議長】 

それでは、説明のありました、ただいまの件について何かご質問・ご意見がありま

したらお願いします。 

【委員】 

 ミュゼふくおかカメラ館は、平成１２年に開館以来全国にも稀なカメラの博物館とし

て福岡の観光の目玉となっていると思っています。 

そこで、指定管理者制度については平成１８年度から市のいろいろな施設で導入され

て来ていますが、市が運営して来たカメラ館に来年度からこの指定管理者制度を導入す

るとされた理由をお聞かせ下さい。それと今回指定管理者となる高岡市民文化振興事業

団の概要を説明していただきたいと思います。 

【議長】 

 はい、それではよろしくお願いします。 
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【福岡教育行政センター所長】 

 なぜこの時期にカメラ館をというご質問ですが、カメラという特殊なもので指定管理

者制度の導入はなじまないと言う考えもありましたが、検討していく中でカメラという

特殊なものであっても指定管理者による管理や整理が可能と言うことがはっきりして

きました。 

その他いろいろ環境整備をして４月から実施可能と判断いたしましたので、４月１日

から実施ということになりました。 

 それから、高岡市民文化振興事業団の概要ですが、平成２年４月に財団法人として設

立され、ただいま高岡市民会館に事務局が入っております。 

 理事長が、橘高岡市長で、主な事業として市民の文化及び教養の普及向上に関する事

業、生涯学習に関する事業、それと市の設置する文化施設の管理運営事業を行っている

団体であります。 

 平成１８年度から高岡市の生涯学習施設の高岡市民会館、高岡市立博物館、高岡市美

術館等５つの施設の指定管理者となっております。 

【議長】 

 はいありがとうございました。よろしいでしょうか。 

【委員】 

 指定管理者制度が導入される４月から何か新しい試みやサービスの向上について何

か考えていらっしゃいますか。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【市長】 
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 先ず、経緯とか事業団の概要は今お話したとおりですが、高岡市民文化振興事業団で

は、高岡市立博物館、高岡市美術館、高岡市万葉歴史館などの博物館機能を一体的に管

理しております。 

 ミュゼふくおかカメラ館については、ここ数年入館者も増えていい傾向にあります。

今後は、博物館、美術館、カメラ館の学芸員の相互交流を図り、一つの視点からだけで

なく展示の企画や集客などの取り組みについても、いろいろな視点から知恵を出して行

きたいと考えております。また、共通的な取り組みや集客についても連携していくこと

に主眼をおいております。 

 今、カメラ館にはいいスタッフがそろっているわけですが、そこだけにいますと視野

が狭くなりますし、いろいろなところを見てもらうことにより将来中味が充実するかと

思います。また、人的な面や一体性を持たせることによる相乗効果も期待しています。 

それから、収蔵庫を所有していくことによりカメラ館のプロジェクトとしては、土地

を使い切り仕上がってきますが、この後マルチメディアセンターのあり方についてもこ

こ一年をかけて検討をしていきます。 

併せて旧北陸街道の町並みの景観の整備などいろいろなことが繋がっていきます。な

かには滝田洋二郎氏の関係も検討してみてはというご意見もあります。このように膨ら

ましていきますとまちづくりの拠点として福岡駅前、カメラ館周辺、文教ゾーンと一つ

の軸が出来てくるのではと思っております。よろしくお願いします。 

【議長】 

 はい、ありがとうございました。他に何かありますか。 

【委員】 

 一つには、狭いところに造られるようですが場所は何処でしょうか。それと、時代は

デジタルカメラの時代です。歴史ですが３０年から４０年かと思いますが、先日もテレ

ビで開発の歴史を放映しておりました。一年前には日本カメラ博物館でデジタルカメラ

の歴史を展示しておりました。 
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 こういったことを開町４００年の事業と併せてやっていただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

【議長】 

 今のご意見について何かありますか。 

【福岡教育行政センター所長】 

 先ず、デジタルカメラの件ですが、歴史が浅く所蔵しておりません。貴重なご意見で

すので今後検討させていただきます。 

それから、収蔵庫の予定位置ですが本館の西側、現在砂利の駐車場になっております

が、そこの場所を考えております。 

【委員】 

 事業をいろいろ行ったときに駐車場等の問題が発生しませんか。 

【福岡教育行政センター所長】 

 カメラ館周辺の駐車場は限られておりますので、幼保一元化施設の駐車場、体育館の

駐車場等のスペースの活用も検討していきたいと思います。 

【議長】 

 他に何かありますか。 

【委員】 

 呉西と呉東の人にカメラ館のことを聞くと、呉東の人からカメラ館に行ったとよく聞

きます。宣伝方法と、またこれからどうしていかれるのかお聞きします。 

【議長】 

 はい、よろしくお願いします。 
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【福岡教育行政センター所長】 

 宣伝については、企画展を中心にテレビ、ラジオ、新聞でのスポット広告を実施して

おります。先ほど市長からも話しがありましたが、来館者が増えており２万２千人弱で

ございます。多くは広域利用の方ではないかと思っております。平成１９年度のアンケ

ートでみますと高岡市・呉西が３７％、呉東からの利用者は３５％です。大体同じよう

な数値となっております。石川県とその他県外の３％を含め２８％が県外の来館者とな

っております。それで、来館者でメールアドレスが利用出来る方へは、ダイレクトメー

ルで案内をしております。また、来館者でリピーターが多い状況にあります。 

 今後ですが、これまでと同様に新聞、テレビ等のマスコミでのスポット広告、またメ

ールアドレス登録者へのダイレクトメールで送付等を強化していきたいと考えており

ます。 

【委員】 

 なぜこんなことを言うかと言いますと、新聞をみていますと、愛知から高岡の道の駅

に来て氷見へ行く買い物ツアーが４０００円程度で出来ると載っています。私のところ

にも旅行会社の関係者が来ていろいろ交渉して行くことがあります。こうした人たちへ

のＰＲ活動を行っていただきたいのと、デジタルカメラの使い方や身近な活用方などの

講習をカメラ館で行っていただければ来館者も増えていくかと思いますので検討して

いただければと思います。 

【議長】 

 今は要望ですが何かありますか。 

【市長】 

 総括的なことになりますが、増築もし新しくなる機会に今いただいたご意見を参考に、

博物館的にはどうか、また新しい試みとしてデジタルカメラや映画との連携はどうかな

ど、いろいろ膨らませていきたいと思います。 

 また、福岡地区では観光ボランティアも立ち上がってきていますし、また、高岡の道

の駅からも近くですので道の駅でのＰＲも大切です。まちの中のマルチメディアセンタ
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ーや雅楽の館などいろいろ施設も散策していただければ、違ったかたちで駐車場の問題

も解決できると思います。 

 本日いただいたご意見を高岡市民文化振興事業団に伝えて、今年、来年と出来ること

から取組んでいきたいと考えております。 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかに何かありますか。 特にないようでしたら、これで

報告事項を終了したいと思います。それでは、その他の議案にはいります。 

（２）その他 

【議長】 

 それでは、その他に入りますが３件ありますので最初に「平成 21 年度予算編成方針」

について、説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

それでは、「平成21年度予算編成方針」について、ご説明いたします。 

（資料№3で地域振興課から説明） 

【議長】 

ただいま説明のありました、「平成 21 年度予算編成方針」についてご質問等ございま

したらお願いします。 

何かありますでしょうか。 

【委員】 

 合併特例債について２点お伺いします。 

一つには、合併特例債は大変貴重な財源ですがその財源をこれからどのようなことに

使われるのか。また、その使うための基準があるのでしたら教えてください。それと、
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現在どのような事業に使われているのか。新聞ではこれまで２１％が使われていると書

いてありましたが、この後残る合併特例債をどのようなことに使われるのか教えて下さ

い。 

もう一つは、合併により旧両市町が合併特例債を使う権利を得ましたが、新聞により

ますと３０％が市の負担の借り入れになると書いてありました。基本的な余剰財源は南

砺市よりも大分少ないと聞いています。そこで、合併特例債についてもろ手を上げ使う

ことにより最終的には市民の負担になってくるという心配がありますが、そういったリ

スクを回避する方法があるのかという、この２点についてお伺いします。 

【議長】 

 それでは、お願いします。 

【経営企画部長】 

 合併特例債ですがこれは新市を建設するに当って新市の一体化を促進するようなこ

とやバランスの良い施設配置を図ること、新市の骨格となるハード事業を中心に認めら

れており、事業費の９５％に起債を充当することが出来ますが、当然この９５％は返済

していかなければなりません。ただ、その返済に当り７割が地方交付税で措置されます。 

そういうことで、国費も入れながら返済していき、施設は残っていくということになり

ます。 

 合併に当り新市建設計画と言うものをつくりそれに合併特例債を充てることにし、両

市町でこの特例債を折半しようということが決められました。それで、両市町で合併特

例債に適合した事業をそれぞれ新市建設計画に載せ、それを新高岡市の総合計画に位置

づけ取組んでいる状況にあります。 

 この中には、旧市町で合併前から計画されていた事業もありましたので、そういった

ものも含め合併特例債が充当できるものであります。現在のところ充当しているもので

大きいものは、総合斎場であります。それから不燃物処理場、埋立処分地の整備に使っ

ております。福岡地区では福岡消防署の建設、福岡地区の幹線道路の整備（福岡上蓑線、

荒屋敷下老子線等）などに使っております。高岡で大きいものは、現在のＪＲ高岡駅の
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整備に使っております。これは以前から計画がありましたが財源を有効に活用させてい

ただいております。それから、東五位の西部老人福祉センターなどに使っております。 

 今後は、福岡地区で大きいものは、福岡駅前の土地区画整理事業、中央地区のまちづ

くり事業、福岡小学校の改築事業、それから今回のミュゼふくおかカメラ館の増築もあ

りますが、こういった事業について事業の進捗状況に応じて充当していきたいと考えて

おります。 

 このように合併特例債は新市のまちづくりにありがたいものですが、借金は借金です。

この点については全体の起債の発行状況、これまでの起債の償還状況をみながら出来る

だけ償還の範囲内で、合併特例債を含めた全体の起債発行について起債残高を抑えてい

くよう留意していきたいと考えております。平成２０年度につきましては総合斎場もあ

り難しい状況ですが、基本的には持続可能な財政運営の中で合併特例債を使っていきた

いと考えております。 

【議長】 

 はいどうぞ。 

【委員】 

 合併特例債について、先ほど報告のありました総合グラウンド事業での使い方によっ

ても、この合併特例債が変ってくると思います。福岡中央地区のまちづくりでは、まち

づくり交付金などあります。これまで第１回の審議会から示されている計画事業や予定

外の新たな事業もありますが、この辺で一度整理していただき可能な範囲で結構ですの

で、次回の審議会で合併特例債の使用状況、予算であるとか予定事業について示してい

ただければと思います。 

【議長】 

 今のご意見について何かありますか。 

【経営企画部長】 
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 これから、平成２１年度の予算編成を行っておりまして、その中で合併特例債を充て

こむ事業もあります。こうした作業をしまして平成２１年度予算が成立した段階で平成

２１年度含め皆さんにお示ししたいと考えております。それから、総合グラウンドも合

併特例債を活用したいと思っております。そういう意味でも平成２６年度までに完成し

たいということで考えております。 

【議長】 

 はい、ありがとうございました。他に何かありますか。 

【委員】 

 総合グラウンドについて、合併に際し旧福岡町で合併特例債を充て事業として考えら

れていたものですが、状況の変化の中で現在の時点ではそれがどうなのかなということ

もあるかと思います。 

それで、住民にとって良きものであるなら、最初の予定が多少変更になろうともそれ

で良くなることであれば、先に決めていた予算の使い方について変更になってもやぶさ

かでないと思います。 

 私たち住んでいるものにとって良くなるよう、柔軟な考え方で現時点での対応を考え

ていただければと思います。 

【市長】 

 大事なところであります。福岡消防署、西明寺パークゴルフ場などいくつかのものは

完成しました。これから、使った状況とか合併特例債をどういったことに使っていくか

出していくのですが、残っているものが比較的大まとめなものです。福岡中央地区のま

ちづくりといってもこれは大きくそう言っていますが、その中の具体的にどんな事業に

使うかはまだ決まっていません。 

 平成１７年の１１月からスタートして、最初は事業として分かりやすいものであった

のですが、だんだん大くくりになってきています。例えば福岡小学校の改築とか大くく

りとなっています。それで、中央地区と言っていますがこれはどうするのかとか、町全
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体として取り組んでいるこの辺はどうなのかとか、これから後半戦に入っていく中で練

っていかなければなりません。 

 これから事業が進んでいかなければ分からないところもあります。それぞれ見直しな

がら、これから良いものに使えたと言えるかたちになっていけばと思います。この辺は

状況をみながら考えをお示しして、ご意見をいただいて進めていきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

【議長】 

 ありがとうございました。他にございませんか。 

【委員】 

 予算とは外れますが、合併当初の約束事で職員の削減がありましたが、着々と進んで

いるということです。私が言いたいのは健康福祉センターに旧福岡町の時代には健康福

祉の拠点として保健師や栄養士がいてこの地区のそれらのことを守っていました。 

 ところが、現在健康福祉センターに行きますと社会福祉協議会にはある程度のスタッ

フがいらっしゃいますが、健康福祉課、健康増進課分室には職員はいらっしゃいますが、

いつも一緒な方がいらっしゃらない。日替わりでいらっしゃるのかその辺が気になりま

す。 

 それから、２階では子育て支援センターが大変にぎわっています。かわいいお子さん

や若いお母さん方がたくさんいらっしゃいます。前にも言いましたが、若いお母さんた

ちが栄養生活面での相談がいつでも出来るスタッフをそろえていただけないかと思い

願っています。 

【議長】 

 はい、お願いします。 

【健康福祉課長】 
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 健康福祉課長でございます。手元に詳しい資料はありませんが合併前の旧福岡町時代

の職員は十数名だったかと思います。その後平成１７年１１月に合併し、福祉と健康保

健部門で前とほぼ同数の職員が配置されました。 

その後、様々な業務の見直しの中で高岡市全体の福祉業務で福祉保健部のそれぞれの

課に業務が移管され、それに伴って職員もそこへ異動して行ったと言うことであります。 

 それで、現在、健康福祉課職員は私を含め３名、それと健康保健部門の保健師と言う

ことで１名が配置されております。健康福祉課は、福岡地域の保健福祉の総合的窓口と

しての業務を担っております。それから健康増進課は、保健師ですが栄養の相談ですと

か小さいお子さんの育児の相談ですとかそういった業務を担っております。 

 福祉部門は、大変間口が広いと思います。それから福祉の制度については、新しい制

度の導入や制度の変更ということで、福岡地域の皆さんからの質問、相談に的確にお答

えしていきたいと考えております。それから、健康福祉課の業務の本課は福祉保健部の

各課がありますので、こちらで的確な答えが出来ない場合や分からないときは、それぞ

れ本課に確認を取りながら窓口に来られる皆さんにはそこで用務を終えていただける

よう努めてきております。 

 それから、平成２０年４月に健康福祉センター内に子育て支援センターが開設されま

した。はじまりました４月にはお子さんだけの数ですが５００名程度が、それにお父さ

んお母さんが、なかにはおばあちゃんが付いて来庁されています。こういったことで健

康福祉センターも大変賑わうようになってきました。それから、高齢者の方の健康教室

も開催されており、教室を終えられて元気にお帰りになる姿もよくお見受けします。ま

た、食生活改善推進員の皆様方のいろいろな研修会の開催もあり、健康福祉センターを

多くの方々に利用していただいていると思っております。 

 施設も新しく設備も充実しておりますので、市民の皆さんにご利用いただき、また団

体の方にも大いに活用していただければと思っております。 

ＰＲも兼ねましたけれども、私たち職員といたしましては、明るく適切に窓口等の対応

に努めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【議長】 
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 他に何かありませんでしょうか。 

【議長】 

 特にないようですので、次に「福岡中央地区のまちづくり」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長】 

 それでは、「福岡中央地区のまちづくり」につきまして、お手元の資料４で説明させ

ていただきます。 

（資料№４で福岡駅前まちづくり推進室から説明） 

【議長】 

それでは、ただいま説明のありました件について何かご質問はございませんか。 

【委員】 

 質問ではありませんが、福岡中央地区まちづくり検討委員会のメンバーです。３月に

計画案が決定されるということで、これをみてどうなるのか心配される方もいらっしゃ

ると思います。それで少し発言させていただきます。 

 中央地区のまちづくりと言うことで、中央の一部の地権者の方たちだけが良くなると

いうことではなく、検討委員会ではこの地区が高岡市全体の中でどういう役割が出来る

かとか、ここが訪れる方からどうのように思われるのか、実際に住んでみて住む方が年

を取っても住んでいきたいのか、いろいろな点から意見が出され検討されております。 

 ３月には計画案が決定されるので、次回の審議会ではこうしたことについてお示しで

きると思います。福岡総合行政センターや先ほどの健康福祉センターについても、市の

南部地区や西部地区の方が少しずつおみえになっていると聞いています。これからも厳

しい状況かとは思いますが、拠点として置いて欲しいと言った行政センターですので、

広域的に利用していただけるよう進めていただきたいと思います。 
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また、そういうようなまちづくりをしていきたいと思いますので、いろいろ疑問を持

たれて方もいらっしゃると思いますが、次回まで見守っていただきますようよろしくお

願いします。 

【議長】 

 ただ今はご意見ですが何かありますか。では、他にご意見・ご質問はありませんか。 

【委員】 

 まちのなかの交流の場とありますが、まちが元気であるのは交流が盛んで賑わいがあ

ることだと思います。そこで、その中でボランティアの活動が力となると思います。ボ

ランティア活動の拠点となる場所をこの中で考えていただきたいと思います。 

 ボランティア団体はいろいろ道具や荷物を持っており置く場所に苦慮しております。

ボランティアが活動しやすいように、そして賑わいのあるまちとなるように、ボランテ

ィアの活動拠点となる場所をこの中で確保していただきたいと思います。 

【議長】 

 ただ今は、ご意見・ご要望ですが何かありますか。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 今、ＪＲ福岡駅舎東側に元の役場の中央公民館分室の機能を持った施設を考えており

ます。住民が主体となっていろいろできる施設にしていきたいと検討しております。 

町の中心市街地にはいろいろな既存施設がありますが、それらの施設の整合性や利用

方法を検討し、空き店舗などの活用も含めて考え、皆さんのご意見をお聞きしながら、

そういった活動拠点が出来ればいいと私は思っております。 

 また、いろいろなご意見をいただきたいと思います。 

【議長】 

 ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。 
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【議長】 

特にないようですので、次に「高岡開町 400 年記念事業（福岡地区）の推進」につい

て、説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

 それでは、「高岡開町 400 年記念事業（福岡地区）の推進」につきまして、お手元の

資料５に従いまして説明をいたします。 

（資料№５で地域振興課から説明） 

【議長】 

それでは、ただいま説明のありました件について何かご質問はございませんか。 

【委員】 

 自治会が主体となる事業に五位山地区からもあがっているようですが、こういうと

きに疑問に思うのですが、市民と協働という事業の進め方がよく言われています。事

業が盛んで人がいるところはいいのですが、私たちが住んでいる五位山とか人の少な

いところは、事業を実行する人手の確保が難しいのです。 

 とかく、行政では予算がついたからと何かやらなくてはということで、予算先にあ

りきのようになっているようにみえます。いやいやでも各地区で押し進めるというや

り方は、こういう記念事業だけでなくていろいろなところで行政主導というか、そう

いうかたちで進められる事業が多いのではないかと思います。 

 行政では、担当が代わって新しく事業を進めるときに、これまで地域で事業をやっ

ていた人たちに事業の矛先がいくということで、地域で新しく人を育てるというか人

材を育てるまで、なかなか時間がないのではないかと思います。 

 それで、これまで活動していた人たちが、また次から次と事業を受け持つというこ

とになりますが、小さいところではそれも必要かと思いますが、行政が方向付けをし

て住民が一生懸命ついていくという時も必要であるかと思います。 
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 折角の記念事業ですから後から地域に残るようなものを願っておりますので、行政

としても手法として市民との協働ということについて、バランスの良いやり方で進め

ていただきたいと思います。 

【議長】 

 ただ今は、ご要望と言いますかご意見かと思いますが、市民との協働という大変大

きな問題でして今すぐ全体に対するお答えも難しいと思いますが、何かございますか。 

【市長】 

 開町４００年記念事業ですが、市民参加と高岡の発信と言うことをキーワードにし

ています。市域内ではできるだけ多くの方に参加していただき、楽しみ、思い出に残

していただくということで、市域外の方たちにはこんな元気な町が北陸のこの地にあ

るということを感じていただくことかと思います。 

 昨年の一年前イベントから始まりいくつかのことが進んできた中で、参加された

方々に良かったと言っていただけることが良いことかと思います。福岡地域では木舟

城跡で駐車場の用地をご寄付いただいき整備しましたし、それから、高岡木舟町との

交流で木舟から木舟町まで歩いていただき、一緒に総登城まつりにも参加し盛り上げ

ていただきました。 

 また、三日市では古文書の整理をしたいということで、高岡で携わっている方も含

め一緒に取組まれており、これをきっかけとして古文書が解読され残ります。それか

ら、源太良太鼓さんでは開町４００年に向けた新曲作りも聞いております。それぞれ

のものを出来るだけ増やしていき、いろいろなことが在ったということで進めていき

たいと思っております。 

 これでお答えしたかと思いますが、そのほか五位山地区ではご苦労をおかけしてい

るかもしれませんが、竹の子まつりで多くの人が来られるようになって、入口の方で

駐車場の整備もしました。 

それから家族旅行村のことや、先日私も見てきたのですが淵ヶ谷小学校ですけど休

校になった当時のままで残っておりびっくりしました。これは公民館との関係をはっ
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きりさせなければなりませんが、ここを高岡の管弦楽団の練習会場として使用させて

いただいており、地元の方との交流も芽生えております。こういったことを大切にし

て進んでいきたいと思っております。 

それから、福岡地区の皆さんのお陰で開催できる行事を少し紹介させていただきま

す。３月２７日から第６回全国ホープス選抜卓球大会、また１０月３日には宮内庁雅

楽「高岡公演」を万葉まつりに併せて高岡市民会館で予定しております。また、アー

トＭですが、いつもの時期とずれますが１０月中旬での開催が予定されています。 

こういったことも含めいろいろと花が開き、後に何か残っていけばと思っておりま

す。ＰＲも含め申し上げましたが、よろしくお願いします。 

【議長】 

 ありがとうございました。その他何かありますか。 

【議長】 

 特にないようですので、その他で提出されている案件はこれで終わりますが、これ以

外で何かありますか。 

 特にないようですので、事務局から何かありますか。 

【事務局】  

次回の第１１回福岡地域審議会は、５月末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。  

なお、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で放映される

予定です。日時は、１月３１日（土）の午前７時、午後１時、午後９時から、また、２

月１日（日）の午前１０時、午後１時、午後７時からのそれぞれ約２時間で６回を放映

される予定です。 

【議長】  

 これで本日の予定されていた項目について、全て終了させていただきます。 
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５ 閉 会                        午前１１時３０分 

【事務局】 

 それでは以上をもちまして、第１０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。 


