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第１２回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２１年１１月３０日(月)午前１０時 

ところ：福岡庁舎４階会議室 

 

出席者 

○高岡市 

髙橋市長、高田副市長、新井経営企画部長、坂下総務部長、水上都市経営課長、北道

路建設課長、浅井建築住宅課長、高木都市計画課長、小崎都市計画課主幹、東保教育

委員会総務課長、京田体育保健課長、西本体育保健課副主幹、竹田福岡総合行政セン

ター所長、山口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、楠地域振興課長、窪田経済振興課長、広羽市民生活課課長兼

健康福祉課長、杉野地域振興課課長補佐 

 

○委員（50 音順） 

上田久之委員、上嶋美智子委員、窪谷芳光委員、倉久俊委員、中島秀恭委員、中村清

志委員、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  

越後護委員、竹島健委員 

 

１ 開  会 

【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１２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） 



2/29 

 

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】 

第１２回福岡地域審議会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。 

本日は、髙橋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。 

髙橋市長様には７月の選挙で見事当選され、新たに高岡市政の舵取りを担われること

になりました。改めてお祝い申し上げます。中央並びに地方行政で培われたすぐれた手

腕を、新高岡市の発展にむけ存分に発揮されることとご期待申し上げます。 

また、合併協議の段階から新市建設計画の実施に至るまで、先頭に立って推進してい

ただきました橘前市長様の熱い想いを是非引継いでいただき、当福岡地域に対する格別

のご配慮も併せてお願い申し上げます。 

さて、８月には総選挙の結果、政権交代という大きな変化がありました。さらに１１

月には新しい市議会議員の皆様が選出されました。政権交代の影響はまだわかりません

が、世界的な不況による税収の落ち込みも懸念される等、大変厳しい状況の中、柔軟な

発想で新市の発展を図って頂きたいと思います。 

一方、今年は高岡開町４００年を記念する事業が多彩に開催され、当福岡地域でも、

多くの記念行事が実施されました。これらの事業が、新市と当地域の一体感の醸成や、

今後の新たな発展の原動力となるよう期待したいと思います。 

さて、合併以来丸４年が経過し、私共第２期審議委員の任期も後２ヶ月余りとなりま

した。 
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２年間で６回の審議会を開催しましたが、この間、大滝工業団地や西明寺パークゴル

フ場が完成し、また、当地域３番目の幼保一元化施設も開園しました。現在、福岡小学

校の改築事業や中央地区のまちづくり事業に取り組まれております。 

そのほかの事業も含め新市建設計画の主要事業が、概ね順調に進捗しておりますこと

は、市ご当局をはじめ関係の皆様方のご理解とご尽力によるものと、心から感謝申し上

げます。 

本日は、主要事業の報告及び審議でございます。基本計画から実施計画や運営の検討

の段階に進むものもあります。私共も任期中最後の審議会かと思いますが、実りある審

議をお願いして、私の挨拶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、髙橋市長からごあいさつを申し上げま

す。 

【市長】 

本日は、倉会長さんをはじめ審議委員の皆様にはお忙しい中ご出席いただき、第１２

回の地域審議会を開催する運びとなりました。 

私は、今回、本審議会に初めての出席となりますが、去る７月の市長選挙において、

市民の皆様の温かいご支援とご支持を賜り、高岡市政をお預かりすることになりました。

これまで、この福岡地域にも何度も足を運んでおりますが、衆議院議員となられました

橘前市長様と本日もお見えですが石澤前町長様で合併に向けいろいろ議論され、取り組

まれた熱い思いを受け継ぎ、計画されました主要事業につきましても果実として実現で

きるよう努力してまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げま

す。 
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さて、今年は高岡開町４００年という記念すべき節目の年であり各地域でこれをお祝

いする記念事業が実施されました。特に福岡地域の各地区では、それぞれの地域の歴史

や文化、地域資源を掘り起こしたイベントが開催されました。木舟城跡「月見の宴」で

は、縁ある高岡木舟町との交流も芽生え、今後の交流の継続も期待したいと思います。

こうした開町４００年を契機とした各地域での取り組みや住民の皆さんのエネルギー

を今後の高岡市の発展につなげていきたいと思います。 

さて、この審議会も今回１２回目を迎え第２期目としてはまとめの時期となりますが、

この間、合併時に計画されました事業について、本審議会でも報告・協議させていただ

きながら概ね順調に進められてきたと思っております。現在、取り組んでおります福岡

小学校改築事業、福岡中央地区のまちづくり、ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫整備、西

干場市営住宅の建替えなどをはじめ、新市建設計画において計画された主要事業につい

て、今後も着実に推進していかなければならないと思っております。 

今日は、こうした事業計画や、それぞれの個別事業についてご説明し、またご意見を

いただく中で、これからの取り組みにしっかり活かして行きたいと思っておりますので、

慎重にご審議くださいますよう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、越

後委員、竹島委員に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 
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【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審議事項１件、③その他１件となっております。 

【議長】 

それでは、「報告第 25号 平成 21 年度までの主要事業（福岡地域新市建設計画）の

実施状況」について、説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

 それでは、「報告第 25 号 平成 21 年度までの主要事業（福岡地域新市建設計画）の

実施状況」について、お手元の資料１に従いまして説明をいたします。 

（地域振興課から説明） 

【議長】 

それでは、説明のありました、ただいまの件についてご意見ご質問を受けたいと思

いますが、この後で個別事業として説明のあるものについてはそちらでお願いしたい

と思います。 

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】 

西明寺パークゴルフ場について、この春から土砂崩れにより半分しか使用されてお

りませんが、来春からの施設の使用の見込みなどについて状況を説明願います。 

【福岡教育行政センター所長】 

 今年の２月に法面の土砂崩れがあり、国土交通省において現在復旧工事が進められ

ています。３月に応急工事を行い、６月から８月にかけてチェックしたところ西側法
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面だけでなく駐車場側にも崩落があり、国土交通省の見解では平成２３年３月までか

かるということで工事が進められています。 

 それで、パークゴルフ場については、本年４月から安全面に配慮しＡ、Ｂ面のうち

Ｂ面を閉鎖しております。来年度についてはＡ面をそのまま使用し、Ｂ面については

今年度の工事の進捗状況をみまして安全面を考慮し、来年２月頃まで結論を出したい

と考えております。 

【議長】 

はい、ありがとうございました。ほかにございませんか。特にないようでしたら次

へ進めさせていただきます。 

 次に、「報告第 26 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 26 号 総合グラウンド整備事業」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。 

（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、何かご意見ご質問はございま

せんか。 

【委員】 

現在計画されている野球場は、県営球場と同サイズもしくは少し大きいと聞いていま

す。スタンドの収容人員が約１万人となっていますが、県営球場や城光寺球場と比較し

て今回のものはどういう位置づけになるのでしょうか。それと県営球場が２万人で今回

のものが１万人というのは妥当なのでしょうか。 

また、駐車場は５００台ですが、前回の審議会でも交通アクセスが悪いということで

この５００台という台数が妥当なのかどうか、そして、もしそうであるなら大きい駐車
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場からシャトルバスの運行などにより、交通渋滞を緩和するような考えがあるのかお聞

きします。 

【議長】 

 それではお願いします。 

【体育保健課長】 

 まず、スタンドの収容人員が１万人というのが妥当かどうかということですが、今

お話のあった富山市の富山県営球場が２万人、城光寺野球場が８６００人の収容人員

です。それで城光寺野球場で高校野球の好カードで３０００人前後、ＢＣリーグの富

山サンダーバーズの過去最高の入りでも８０００人ということで、この総合グラウン

ドの野球場は、城光寺野球場を参考に内野席６０００人、外野席４０００人合計１万

人の市民球場として収容人員を設定しております。入場者数の多い高校野球、ＢＣリ

ーグにも十分対応できるものと考えております。 

 二つ目の駐車場については、現在基本計画を策定中ですが約７．８ｈａの限られた

敷地に野球場、多目的広場を設けますと駐車場に活用できる面積も限られてきますが

基本計画の中で５００台から５５０台に増やしております。また、ＪＲ西高岡駅に徒

歩７～８分と近いこともあり公共交通機関の利用促進をＰＲしていきたいと考えてお

ります。 

 また、今ありましたシャトルバスの運行等につきましては、総合グラウンド供用開

始後の利用状況もみながら、駐車場の増設などのことも含め検討していきたいと考え

ております。 

【議長】 

 はい、ほかにありますか。 

【委員】 

 関連して、利用者が農道へ車を止めたりすることも考えられますが、地元の理解は

得られているのでしょうか。 
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【体育保健課長】 

 これまで、地権者の方々とも何度も協議する機会がありましたが、その中で駐車場

の問題も出ており農道へ駐車しないよう強く言われております。城光寺球場の場合は

隣接して霊園の駐車場もありますのである程度対応できましたが、こちらではそうし

たことが難しいことから多くの観客の入場が予想されるときには、事前に公共交通機

関を利用した来場を呼びかけていきたいと思います。地元の方々に迷惑のかからない

よう検討してまいりたいと考えております。 

【議長】 

 はい、ほかにありますか。 

【委員】 

 市民球場と言っても市民はなかなか利用できないのかなと思いますが、多目的広場

の方の内容について家族単位の利用にも対応できるのか教えてください。 

【体育保健課長】 

 総合グラウンドにつきましては、本球場のほかに多目的広場としてサブグラウンド、

ここではソフトボール２面を計画しております。メイングラウンドとサブグラウンド

併せて２面がないと大会運営に支障をきたすということで考えていますが、通常多目

的広場については大会がないときには、家族連れで気軽にボール遊びが楽しめるよう、

また、緑を取り入れた施設となるよう整備を考えていきたいと思っております。 

【議長】 

 ほかにありますでしょうか。 

【委員】 

 この総合グラウンドについては、当初合併特例債を活用し福岡地域で高岡との近隣

で建設が考えられていましたが、埋蔵文化財等の関係で変わってきたと聞いています。

建設地が立野の方に変わったのは分かるのですが、現在、福岡の町民グラウンドは少
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年野球とか朝間野球などに使われていますが、これが立野となると少し遠くなり使い

づらくなると思いますし、また、この計画が福岡地域の活性化のため考えられていた

ものと思いますので、その辺の対応について何かお考えがありますか。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【副市長】 

 まず、これについては今後の課題ということであります。 

総合グラウンドは、旧福岡町から野球場をということで提案した事業ですが、その

後、多目的広場なども含め総合グラウンドというかたちになっております。福岡から

の要望は、野球場を造って欲しいということがベースになっております。 

 今回、福岡地内でないということで距離感があるというご意見かと思いますが、従

前から大きな大会などについては、それぞれの会場へ行っていますからそれほど問題

はないと思います。従来から行っている朝間野球・ソフトなどについては、現在、町

民グラウンドもありますし、小、中学校のグラウンドもありますので、それらの活用

を考えていきたいと思います。 

 とりわけ町民グラウンドについては、東砺波郡、西砺波郡であった時代から、福岡

町には単独の野球場が整ってないということでいろいろ話があったわけですが、今後、

相談しながら町民グラウンドの充実ということで、検討していきたいと考えておりま

す。 

【議長】 

 ほかにありますでしょうか。 

【委員】 
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 確認とお願いですが、この予定地には埋蔵文化財がありますが、この調査に係る予

算額と調査期間についてはどうなっているのか。それと平成２６年度の完成に支障が

ないようお願いしたいと思います。 

【体育保健課長】 

 埋蔵文化財の調査については、来年の６月頃から試掘調査に入りたいと考えており

ます。予算的には、試掘、本掘調査で約１億７千万円を予定しております。平成２６

年度中の完工を目指している関係上、平成２４年４月からは着工しなければならない

と考えております。試掘、本掘の埋蔵文化財調査につきましては平成２３年度中に完

了したいと考えております。 

【議長】 

 ほかにありますでしょうか。 

【委員】 

 雨水対策についてですが、７．８ｈａが舗装やコンクリートになることから短時間

の雨に対して、土地改良の用排水路だけの整備で済むのか、下流への影響が心配なと

ころもありますのでその辺をお聞きします。 

【体育保健課長】 

 農地を転用して施設を整備することから集中豪雨等への対応を十分検討しなければ

ならないわけですが、このことについては地元の用排水路管理者と協議させていただ

きました。それで、敷地内を暗渠化して整備する排水路につきましては、従来よりも

ボックス断面を拡幅し、幅、高さとも十分な大きさを確保し整備することとしており

ます。また、地下に雨水の調整池を設置して万全を期していきたいと考えております。 

【議長】 

 はい、ありがとうございました。ほかにありませんでしょうか。特にないようでし

たら、次へ進めていきたいと思います。 

（２）審議事項 
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【議長】 

 それでは、審議事項に入りますが「審議項目第 12 号 福岡地域における主要事業の

進捗状況」について、５つの事業がありますので、最初に「ミュゼふくおかカメラ館収

蔵庫整備事業」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、「ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫整備事業」につきまして、お手元の資料

３に従いまして説明をいたします。お手元の資料３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、何かご意見ご質問はございま

せんか。 

【委員】 

年間約２万人の来館者があるということで、それを更に増やそうとした増築である

と理解してりおりますが、それによって手狭になった駐車場の整備の考えがあるかと

いうことをお聞きします。それと、地元の市民にとって愛される施設となるようお願

いしたいと思います。古くなった不要なものを収蔵する施設ということでなく、新た

な展示をできるスペースを整備するということであることを是非アナウンスしていた

だきたいと思います。 

【議長】 

では、お願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 

駐車場の整備については、まちづくりの整備計画の中で検討していきたいと考えて

おります。収蔵庫につきましては、より展示機能を持たす形で皆さんにカメラを見て

もらう機会を増やせるよう考えております。また、既来館者へのインターネットを活
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用したメールの配信やテレビコマーシャルの実施を行っており、今後もより一層宣伝

活動に努めてまいり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。 

 次に、「福岡小学校改築事業」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、「福岡小学校改築事業」につきまして、お手元の資料４に従いまして説明

をいたします。お手元の資料４をご覧ください。 

（教育委員会総務課から説明） 

【議長】 

それでは、説明のありましたただいまの件について、何かご意見ご質問はあります

か。 

【委員】 

私の経験ですが、以前に町史を作成するときに教育関係の資料が分散していて困っ

たことがありました。これから半世紀余り学校が続いていくと思いますが、その間の

教育内容や学校と地域の関わりなどを記録として残しておくことが大切なことでない

かと思います。そこで、そうした資料を残しておく部屋を学校の中で確保していただ

きたいと思います。もし、そうしたものを教育委員会で保管されるならいいのですが、

そうでないとすれば小学校で確保していただきたいと思います。 

【議長】 

では、何かお答えはありますでしょうか。 

【教育委員会総務課長】 
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資料のボリュームがどの程度のものなのか把握しておりませんが、今おっしゃった

学習資料は、基本的に学校で保管しております。そのほか地域との関係のものですが、

役所ではそれぞれ文書による保存年限が決まっており、重要なものについては永年保

存として保管していくことになっておりますので、基本的に保管されていると考えて

いただければと思います。 

【委員】 

 私は、以前淵ヶ谷小学校におりましたが、その時の資料が小学校の一教室で保管さ

れております。それが今後どうなっていくか分かりませんが、写真などもありまして

地域の温もりが入った大切なものだと思います。そうした教育関係の資料を何処に保

管するかという理念を行政としてしっかり持っていただきたいと思います。学習資料

などとは別にそうした大切な資料があるわけで、それを理解していただき保管できる

ところを確保していただきたいと思います。 

【議長】 

 私の方からも関連して発言したいと思いますが、例えば今進められている県立高等学

校の再編では、各校の歴史や記念品等をメモリアルホールのようなところに残していく

ことも議論されているようです。それから、高岡市でも小学校の再編が検討されている

ようですが、これから似たような問題が出てくるかと思います。そうしたことから、も

う少し大きな視点で、こうしたことについて考えていっていただきたいという私の希望

も申し上げ、この案件についてはそういう取り扱いでお願いしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

【委員】 

 是非よろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 
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 資料を見ますと２、３階のトイレはスペースを拡大し車椅子の利用も可能とありまし

たが、基本的なことをお聞きしますが２、３階へ昇る手段はスロープですか、エレベー

タですか。 

【議長】 

 はいお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 階段の利用です。トイレのスペースについて車椅子利用も可能といいましたが、児童

が運動などでけがをして車椅子や松葉杖を使うこともあるかと思います。車椅子では２

階、３階へは昇れないわけですけど、こうした児童にとっても使いやすいトイレを整備

するということであります。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 不審者通報システムについて確認ですが、防犯テレビを所々につけるのですか。 

【教育委員会総務課長】 

 児童昇降口を一箇所に集約しておりそこにカメラを取り付け、事務室や２階の職員室

等から出入り口を見渡せるシステムを考えております。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 学校開放について、私も学校開放の経験があり施設を使用後にモップかけをしようと

してモップが汚れていて使うのを躊躇したことがあります。学校としては児童生徒が使

う清掃用具の予算をみることができても、そうした学校開放での清掃用具の予算はない
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と思います。それで提案ですが、学校開放で使用する団体の登録をするときに利用者負

担をお願いしてはと思います。 

 それと消火器にボールが当たって消火液が出て後始末に苦労した経験がありますが、

消火器の周りに柵等したらいいと思います。 

【議長】 

 ただ今の発言はご希望ですが、特に何かありますか。 

【福岡教育行政センター所長】 

 学校開放につきましては、現在登録利用者からモップ交換代の実費を出し合った形で

実施しております。 

【議長】 

 ほかにありますか。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

ろしくお願いします。 

【議長】 

 次に、「福岡中央地区のまちづくり（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。 

【都市計画課長】 

 それでは、「福岡中央地区のまちづくり（福岡駅前土地区画整理事業）」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。お手元の資料５をご覧ください。 

（都市計画課から説明） 

【委員】 

 公共施設用地先行取得について現在まで８名が契約済と説明がありましたが、全体で

何件中８名ということでしょうか。 
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【都市計画課長】 

 全体が１２件でその内８件が契約済ということであります。市が減価補償の関係から

先行買収するもので残り４件についても引続き進めていきたいと思います。 

【議長】 

ほかに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。 

【議長】 

 次に、「福岡中央地区のまちづくり（都市再生整備計画事業）」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長】 

 それでは、「福岡中央地区のまちづくり（都市再生整備計画事業）」につきまして、

お手元の資料６に従いまして説明をいたします。お手元の資料６をご覧ください。 

（福岡駅前まちづくり推進室から説明） 

【議長】 

それでは、説明のありましたただいまの件について、何かご意見ご質問はあります

か。 

【委員】 

 ３の市民の主体的なまちづくり活動に支援する体制づくりとありますが、私たちは

島田邸を活用し高齢者が集う場所として活動しようと計画しておりましたが、その中

で駐車場がないことで集まる際の不便を感じております。是非、都市再生整備計画事

業の中でまちなかの駐車場を位置づけて整備に取組んでいただきたいと思います。 

 福岡小学校の改築やミュゼふくおかカメラ館の収蔵庫整備で駐車場も少なくなり、

まちの中の駐車場も不足していると思います。また、町民グラウンドや福岡小学校の
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グラウンドが整備され車を入れることができなくなってくると、イベント時やさくら

会館などの施設へ車で来る場合に駐車場に困ります。まち全体として駐車場をどうし

ていくかということを検討していただきたいと思います。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 駐車場の問題ですが、先ほどのカメラ館の収蔵庫整備でも話がありましたが、まち

づくり全体の中でも検討しております。 

 まちづくりの中では歩いて廻れる、まちの中の回遊性を基本に考えております。ミ

ュゼふくおかカメラ館や雅楽の館、島田邸など点在しており、それらを歩いて散策し

ていただく回遊してもらうことを考えております。 

 当然、そのためには外から来た人のための駐車場がなければなりません。周辺には

カメラ館やさくら会館の駐車場、それから民間の駐車場もいくつかありますが、なか

なか単独ではということでいろいろ検討しております。また、旧北陸街道の沿線の有

効利用を考えたとき駐車場の確保ということも検討しております。今の段階ではこれ

というところはありませんが、検討していく中で土地所有者とも協議させていただき

たいと思っております。また、福岡駅前の方でも交流センターの駐車場の確保という

ことも検討しております。 

 また、Ｕホールの駐車場がカメラ館の駐車場としても利用されておりますが、個々

の施設で利用する場合の駐車場、また大きなイベント時で利用する場合の駐車場とい

うことで結論はまだ出ておりませんが、現在いろいろ検討を進めている段階でありま

す。 

【委員】 

 今の回遊性を基本とする考えですが、それはこちら側の考え方であって、外から訪れ

る人はそんなことは余り考えていないと思います。今まち中がさびれて郊外へと人が行

くのは、用事で来たときにちょっととめられる場所がないからで、まちなかを活性化す
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るときには車への対応として、駐車場の確保についてぜひ検討していただきたいと思い

ます。 

【議長】 

 本件は要望ということでぜひ検討していっていただきたいと思います。 

【議長】 

 ほかにありませんか。特にないようでしたら、次へ進めていきたいと思います。 

【議長】 

 次に、「西干場市営住宅建替事業」について、説明をお願いします。 

【建築住宅課長】 

 それでは、「西干場市営住宅建替事業」につきまして、お手元の資料７に従いまして

説明をいたします。お手元の資料７をご覧ください。 

（建築住宅課から説明） 

【議長】 

それでは、ただいま説明のありました件について、何かご意見ご質問はありますか。 

【委員】 

 駐車場については、１戸に２台所有する世帯もあるかと思いますが借りることが出来

るのですか。それから家賃についてはどの程度でしょうか。それと、一つの住宅で何坪

くらいの住宅が借りられるのでしょうか。 

【建築住宅課長】 

 まず、駐車場については、確かに１世帯で２台所有していらっしゃる世帯もあること

は把握しておりますが、駐車スペースでかなり広い敷地を占めます。また、低所得者向

けの住宅確保ということもありますので、１世帯１台ということでお願いしております。 
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 また、西干場コミュニティセンターの近くで１０台程度の有料の駐車場がありますが、

現在、入居者からは３、４台程度の申込であり、今回の建替え事業では１戸１台で建設

していきたいと考えております。 

 それから部屋の広さですが、平方メートルで言いますと５５平方メートルで予定して

おります。それで２ＤＫでありますので２つの部屋と１つのダイニングキチン、それに

浴室、トイレが付いて５５平方メートルということで予定しております。 

 家賃については、これから積み上げていかなければなりませんが、２ＤＫ、５５平方

メートルというコンパクトなものですが、建設費の積み上げの中で決めていくわけで、

出来るだけ低家賃となるよう実施設計のほうで配慮していきたいと考えております。 

 それから、市営住宅の場合、入居者の人数、所得、扶養控除などにより幅があります

ので、現在これだけということは差し控えさせていただきます。 

【委員】 

 もう１点ですが、入居者は高岡市に住所のある方、そして働いている方でもいいので

しょうか。 

【建築住宅課長】 

 今言われたように入居者の資格としては、高岡市に住所がある方そして高岡市に住所

を移転して入られる方、それと働いている方です。 

それから、今回は空き地での住宅建設であり解体により移転が必要な方はいないので

すが、現在、西干場団地には簡易平屋建ての住宅に入居されている方もいらっしゃいま

すので、そういった方々の入居も考慮していきたいと思います。 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかに何かありますでしょうか。ないようでしたら、次

へ進めていきたいと思います。 

（３）その他 
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【議長】 

 それでは、その他に入りますが、「旧北陸街道景観形成重点地区の指定」について説

明をお願いします。 

【都市計画課長】 

 それでは、「旧北陸街道景観形成重点地区の指定」につきまして、お手元の資料８に

従いまして説明をいたします。お手元の資料８をご覧ください。 

（都市計画課から説明） 

【議長】 

それでは、説明のありましたただいまの件について、何かご意見ご質問はあります

か。 

【委員】 

建築物・工作物などの基準とありますが、現在、まちの中では本屋さんや肉屋さん

などのお店がなくなって商売がやり難い状況になってきております。こうした中で駐

車場を整備するときに境界の遮蔽物、垣根などの建築物・工作物の基準で商売がし難

くなるものがありますが、どの程度の強制力があるのかお聞きします。 

【議長】 

はい、お願いします。 

【都市計画課長】 

今のご質問ですが、特に商売をしていらっしゃる方々に対する建築物等の規制がど

れだけあるかということかと思いますが、現在、重点地区につきましては、住んでい

る住民の方々の合意形成をしていく中で歴史特性を活かすことが重要ですので、皆様

の努力義務と言いましょうか、皆様で街並みを形成していくため基準というもので、

皆で守っていこうということであります。そして、その基準に合致するものに補助し

ますので、出来るだけ基準の色、形態などに合わせていただければと思います。 
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【議長】 

よろしいですか。はいどうぞ。 

【委員】 

この説明のあった、旧北陸街道福岡景観形成重点地区の指定は、先にありました都

市再生整備計画事業の福岡中央地区のまちづくりとどのような関係、位置づけになる

のでしょうか。 

【議長】 

はい、お願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

先に説明しました都市再生整備計画の５８ｈａのエリアの中で、住民がまとまって

「福岡くらしっく街道の会」を立ち上げていただきましたが、まちづくり交付金事業

の主たる目的である賑わい創出ということで大変重要な位置を占めていただくのかと

思っております。そこで、地域からこうした団体の結成、取り組みが行われていると

いうことをＰＲさせていただきました。 

 今後こうした団体が、活発に前進していただければ、まちの中の賑わいにもつながっ

ていくのかと思っております。これについては、まちづくりの事業の中の一部であるこ

とには違いありませんが、まちづくり交付金事業として直接するものではないというこ

とであります。 

【議長】 

はい、ありがとうございました。ほかにございませんか。 

【委員】 

 今お話があって分かったのですが、先ほどの福岡中央地区のまちづくりに戻ってです

が、平成２１年度の都市再生整備計画事業として蓑川プロムナードなど４事業あげられ、

今後の取り組みとしてソフト事業もあげられておりますが、これにまちづくり交付金を
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充てられるのでしょうか。それと、福岡くらしっく街道の会に対する補助もされるので

しょうかお聞きします。 

【議長】 

はい、お願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

ソフト事業については、今後協議をしていかなくてはならないのですが、もし、福岡

くらしっく街道の会が、イベント実施などソフト事業を行っていただければ、それはま

ちづくり交付金の対象となっていきますが、景観形成については直接まちづくり交付金

が関係してくることはありません。 

 今後は、出来るだけくらしっく街道の会などの団体と行政が一緒になってソフト事業

を組み立てながら、市街地の賑わい創出に努めていかなければならないと考えておりま

す。 

【議長】 

はい、ありがとうございました。ほかにありませんか。 

【委員】 

まちづくり交付金について、国の事業仕分けによる影響などもあると思いますが、今

後は交付金による地方での事業実施の流れになってくると思います。それから、これま

で審議会についてケーブルテレビで収録されていると思いますので、それらを整理して

これからの審議会に活かされることも可能かと思います。また、これまでの審議会での

経緯や事業の進捗などについて、次の審議委員さんへ引き継いでいけるようお願いした

いと思います。 

それから合併による経過措置となっている事柄などについても整理して、今後の審議

会で示していただけるようお願いしたいと思います。 

また、合併特例債については折半ということでそれぞれ積み上げたものを考えており

ました。その合併特例債の取り扱いの中で総合グラウンドが当初福岡での建設を考えて
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おり福岡分の活用を予定していましたが、それが変更となってきてそれについて総事業

費における合併特例債をどのように充てていくのかなども、今後大事な点かと思います。 

こうしたことを、次の審議委員さんへ十分伝えていただきたいと思います。 

【議長】 

ただ今は、次回以降の審議会の運営についてのご意見だと理解しましたが、それでよ

ろしいでしょか。 

【委員】 

私もお願いということで発言させていただきます。２年間の審議委員をやってきて、

当初は、合併したときに合併特例債の使途を中心とした約束事が、しっかりと守られて

いるかということをチェックする役目ということで、お引き受けさせていただきました。

そうであれば概ねそのように進んできたと思いますが、ここに来て少しその機能が、個

人的にはぼやけてきたような感じがします。 

全体として町の活性化ということが、基本理念としてあるとすれば今までの審議した

内容としては、福岡駅前周辺や中央地区のまちづくりそれから旧北陸道の景観云々とあ

り、ただ旧北陸道の景観が本当に必要かという疑問はありますが、こうしたことも含め

町の中心部、駅前を中心地に大きなお金が投入されているように感じます。 

私は赤丸に住んでいますが、周辺部の者にとって町の中心部、福岡駅周辺にだけこん

なにお金が集中的に使われることが本当にいいのだろうか。駅前を広くして、昔の面影

のない元気のない中心部に、もう一度昔を思い描いて賑わいを取り戻そうと期待して、

お金をつぎ込むことが本当に町の活性化に繋がるのか。こうしたことに疑問を感じ、も

っときつく言えば、余り必要性を感じていません。周辺部に住んでいる者にとって、少々

不公平感を感じているところです。 

現実に大きなお金が動きますし、ハード部分にお金が掛かることは分かりますし、今

まで審議したことに不満も何もありません。ただ、こうして形が出来てきましたら、人

の活用や人材育成など、余り経費の掛からないことに注意することで本来の意味での町

の活性化、人の生きる希望、町に住む喜びなどが生まれてくると思います。そういった
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意味で、ハードの部分からソフトの部分へお金を一歩進んで使っていただくことが、活

性化につながるのではないかと思います。 

田舎の知恵を結集するとか、田舎の公民館で活動している高齢者や若者のアイデアを

集めて、福岡の町のお金が活性化ということで本当にまちの隅々まで活きるように、例

えばふるさと創生事業のミニ版でもいいですから、新しいお金の使い方でふるさとが魅

力的になるよう使い方をあらためて検討していただければと思います。 

【議長】 

はい、ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

【委員】 

今の意見について、私ももっともだと思いました。私の希望ですが健康福祉センター

ですがまだまだ新しい建物です。道路沿いには小さな福岡健康福祉センターという看板

らしきものはありますが、是非建物に大きく福岡健康福祉センターと、プレートなどで

表示していただければと思います。 

センターの中には子育て支援センターもあり、近隣の高岡からも利用者があります。

何処か分からなくて通過して行ってしまう方もあります。また、高岡社会福祉協議会福

岡支所や福岡包括支援センターなども入っており高齢者の方も多くいらっしゃいます。

大きく名前を付けていただきたいと思います。 

【議長】 

はい、ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

【委員】 

私たちも高齢になると自動車の運転免許証を返納し、そのあとの移動手段として、自

転車や電動式の車を使ったりしますが、こうした方々が益々増えてくると思いますので、

高齢者や障害者に使いやすいまちづくりをお願いしたいと思います。 

【議長】 
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はい、ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

【委員】 

福岡小学校の改築に関してですが、ある学校の改築で子どもたちに設計士さんも入っ

て、整備するトイレのアイデアを出させたそうです。自分たちが作ったトイレというこ

とで清掃や維持管理についても子どもたちが協力したり、また、楽しんで利用したり出

来るようになったそうです。そうしたことも考えていただければと思います。 

【議長】 

はい、ありがとうございました。ほかに何かありますか。ないようでしたらその他に

ついてこれで終わりますが、もし全体を通じて髙橋市長に何かありましたらお願いしま

す。 

【市長】 

 いろいろご意見をいただきありがとうございました。 

 それぞれのご意見について、そのテーマで皆さんの意見が反映していけるようそれぞ

れの事業で検討していく努力をしたいと思います。 

 特にその他の方でたくさんのご意見をいただきましたが、ありがたいことだと思いま

す。これまでの地域審議会の議論については、ケーブルテレビでも残しておりますし、

また、もちろん議事録も整備してまいりますので、次の審議会委員さんへは会長さんも

いらっしゃいますが、新たな課題に挑戦していくということも含め、しっかり引き継い

でいきたいと思います。 

 それで、全部のことにお答えすることにはならないと思いますが、最後にあった子ど

もたちと一緒に考えていくことは、いい事例を紹介していただいたと思います。それか

ら、旧北陸街道の景観整備のことについてもいろいろご意見をいただきましたが、確か

に大変なことだと思いますが、これは建築基準法で何かこうしなければならないという

ことではなく、街並み、景観、まちのあり様について正に皆さんに考えていただきたい

ということでのいくつかの問題提起であり、皆さんで決めていただくことであります。 
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皆さんで議論していただき、地区として、あるいは街並みとしていろいろ考えていく

ことが、それがまたいろいろなプランに役立てていくことにもなりますし、建物につい

て考えていくこともまた、それがまちづくりにもつながるのではないかと思います。ま

た、一つのきっかけにもなるのではないかと考えていただければと思います。 

それから、健康福祉センターの看板についてお話がありましたが、実態を見てから考

えさせていただきたいと思いますが、この種の話は私自身も気になっております。街の

中にある道路のサインですとか施設の案内表示ですとかについて、実際に訪れる人の立

場にたって、この場所にあれば分かりやすいという所にないといけないと思います。た

だ、設置すればいいというものではないと思っております。 

ですから、街全体のサイン計画といいますか、そういうものを計画的に進めていくこ

とだと思いますが、実際には気がついたところから少しずつ整備していく、そして、出

来れば全体の街の雰囲気に合わせたサインに統一していくことになればいいと思いま

す。 

それから、高齢者、障害者にとって使いやすいまちづくりは当然のことですが、実際

どうであったらいいのか考えだすと、限がないような気がします。昔ですと歩道のスロ

ープ化と言われていましたが、最近ではもっと進んで歩道のフラット化が言われていま

す。一方では車道と歩道を一緒にすることがいいのかという議論もあります。いずれに

しても、高齢者、障害者にとって住みやすい街ということへの目配りは必要なことだと

思っております。 

それから、先ほど車椅子で利用できるトイレがあっても２階、３階に上がるエレベー

タがないという話がありましたが、皆で車椅子の方を支えて上げるという取り組みとい

いますか、皆で支援していくということも大事なことだと思います。バスの乗り降りに

しても、高齢者、障害者の方は少し時間がかかると思いますが、それを待ってあげるよ

うな配慮、気持ちが必要かと思います。行政のハードの面でもそういうことは必要と思

います。 

それから、福岡中央地区のまちづくりについて、町の中心部と郊外、周辺部との関係

についてご意見がありましたが、よく考えなければならないことです。高岡の市街地に

おいても同様のことがあります。 
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私としては、中心の市街地というのは町のシンボルでもありますし、そこを全くその

ままにしておいていいのかということもあります。市街地に住む人がより広い住環境を

求めて郊外に出て行く中で、市街地をそのままにしておいていいのかということもあり

から、何らかの手当ても必要であります。 

中心部だけではありませんが、郊外でもいろいろな取り組みもされております。人の

そうした動きを大事にし、活動に目配りをしながら活動していただく方に注視し、元気

になっていく取り組みをしたいと思います。 

 今年は、高岡開町４００年ということで各地区においていろいろな取り組みをしてい

ただきました。地域の歴史や文化を掘り起こし、あるいは４００年をきっかけとしたい

ろいろな取り組みをする中で、前向きに何かをやろうとする意識や動きも出てきており

ますので、それらを大事にしていきたいと思います。 

 これからも、地区、地区のアイデアを出していただき、それぞれの地区が元気になっ

ていただきたいと思います。私共もそうしたところに注目し、何か支援していければと

いう思いをもってご意見をお聞きしておりました。 

 全てのことに対し十分なコメントは出来なかったと思いますが、それぞれいただいた

ご意見についてはしっかりと受けとめ、今後の施策に十分活かしていきたいと思います。

本日は、貴重なご意見ありがとうございました。 

【議長】 

 どうもありがとうございました。では、事務局から何かありますか。 

【事務局】  

はい、今回の第１２回福岡地域審議会の後特に何もなければ、現審議会委員さんの任

期中での最後の審議会開催となります。これまで第７回審議会から数えて計６回の審議

会を開催しご審議いただきました。倉会長さんをはじめ委員の皆様にはお忙しい中ご出

席を賜り慎重審議いただきましたことを改めて御礼申し上げます。 

なお、次回の第１３回福岡地域審議会は、来春の開催を予定しておりますが、また新

たに委員の方を選任しての開催となります。具体的な日程が決まり次第、委員となる皆
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さんにご案内いたします。  

また、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する予

定です。日時は、１２月５日（土曜日）、６日（日曜日）の両日、午前１０時、午後５

時、午後８時からの放映を予定しております。 

【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が、今回

が私共の任期中最後の審議会と思いますので、閉会にあたり一言ご挨拶させていただ

きます。 

２年間に６回の審議会を開催しましたが、毎回の事前勉強会も含め、私共職責を果た

すべく努めてきた所存です。 

この間、委員の皆様には毎回事前勉強会に参加の上、大変活発なご審議をいただき心

から感謝申し上げます。 

また、市ご当局の皆様には、いろいろとご準備、ご説明をいただいた上、審議会では

市長様をはじめとして、真摯にご答弁いただき、本席を借りて厚くお礼申し上げます。 

関係の皆様のおかげをもちまして、これまでの所当地域に係わる新市建設計画の主要

事業は概ね順調に進捗しており、よろこばしく思っております。今後共新市並びに当地

域の発展を着実に進めていただきますようお願い申し上げます。 

私共も今後それぞれの立場でご支援ご協力申し上げて行きたいと存じます。 

また、今回私共の審議会として特段の取りまとめはしませんでしたが、これまでの審

議での意見や、本日ありました意見をおくみ取りいただき、今後ともご配慮いただきま

すようよろしくお願いします。 

２年間いろいろとどうもありがとうございました。 

 

５ 閉  会                        午前１１時５５分 

【事務局】 
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 それでは以上をもちまして、第１２回福岡地域審議会を閉会します。本日は、どう

も長時間にわたり大変ありがとうございました。 


