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第１４回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２２年６月１日(月)午前１０時 

ところ：福岡庁舎４階 ４０１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、黒木都市経営課長、古瀬

財政課長、北道路建設課長、北野建築住宅課課長補佐、高木都市計画課長、小崎都市

計画課主幹、徳田教育委員会総務課長、中野教育委員会総務課主幹、京田体育保健課

長、西本体育保健課副主幹、山口福岡総合行政センター所長、矢部市民生活課長、窪

田経済振興課長、山崎福岡駅前まちづくり推進室長、二口福岡教育行政センター主幹、

楠地域振興課長、杉野地域振興課課長補佐 

 

○委員（50 音順）  

越後護委員、木村英二委員、窪谷芳光委員、佐野隆一委員、島次富委員、地崎武治

委員、徳田新一委員、中山安治委員、西野惠美子委員、茂古沼江里委員、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  

立浪重建委員 

 

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１４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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２ 会長挨拶 

【事務局】 

それでは、まず、山田会長からごあいさつをお願いします。 

【会長】 

おはようございます。 

第１４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。 

今日から衣替えということですが、今年に入り暑かったり寒くなったりと天候不順な

日が続いておりました。そういうことで寒い日が続き家庭菜園の野菜の育ちも悪いよう

です。こうした中で田植えも終わりましたが、稲作の作況も心配されるところです。 

はじめに少し時間をいただきましてお話させていただきます。ここ２、３年前から西

山の方でクマの出没している話がありました。私もゴールデンウィークに山菜取りに行

き、杉の木の根元に引掻いたと思われる傷を見つけました。ミツバチの巣があってクマ

が好んで来たのではないかと思い、高岡市の農業水産課に連絡し現場を見てもらいまし

た。 

それで、間違いなくクマであることを確認してもらい、また、警告する立て看板も立

ててもらいましたが、一昨日もその現場に行きクマの糞があるのを見つけました。そう

いうことで、西山一帯はクマが行動しているエリアとなっていることを皆さんも十分に

認識していただきたいと思います。今後の推移を見守っていきたいと思います。 

さて、今年は合併して５年目を迎えるわけですが、ここに来て福岡地域の住民も一体

感をもっていると思います。市からの文書なども高岡市の封筒で届きます。しかしなが

ら、高岡市全体を見まわしますと、もう一歩、一体感が足りないのではないかと思いま

す。もう少し時間がかかると思います。 



3/38 

今年は、高岡市の総合防災訓練が福岡地域で行われますが、そうした時に自主防災組

織の組織率が低い状況にあります。この支援制度として助成措置は平成２１年度で終わ

ったわけですが延長もされるようです。３０万円を上限として自治会の大小に関わらず

同額でしたが、これが来年度からは少し変わるようです。このような制度があるうちに

是非、災害に備えて自主防災組織を設立していただきたいと思っております。 

話しは変わりますが、髙橋市長様には、昨年１１月から丁度昨日の赤丸地区まで「わ

がまちトーク」ということで市内３６地区を廻られましたが、非常にお疲れのことと思

います。また、いろいろと地域の自慢話もお聞きになったのではないかと思います。ま

た、それなりに宿題もあったかと思います。その中で何か特に記憶に残ったことがあれ

ばまたお聞かせください。 

本日は、多数の案件が提出されております。委員の皆様には慎重審議していただくこ

とをお願いするとともに、市当局の皆様には一層のご協力をお願いしたいと思っており

ます。これを以って私のあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上

げます。 

 

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】 

おはようございます。ただいま会長さんのごあいさつにもありましたように、今日か

ら衣替えということですが、このところ肌寒い日も続いておりました。田植えも終わり、

少し気にしておりましたが、最近では緑も濃くなってきたようであります。生育順調と

いうことも聞いたりしますが、この後天気も続いてくれればと思っております。今年は

冷夏ではないかという話もありますが、農業関係者の皆さんには水田管理にご苦労や心

配もあるのではないかと思います。 
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さて、今回第１４回の審議会ということですが、３月に第３期目の委員としてお願い

して新年度に入りましてはじめての、そして新しい委員のメンバーになって実質的な審

議をいただける最初の審議会ということであります。 

その分、今回の審議会ではたくさんの資料も用意しており、説明も長くなるかと思い

ます。合併後５年ということで、これまでのいろいろな事業の進捗状況や現状、そして、

合併特例債の活用状況などご説明させていただきたいと思います。 

これまでは、事業をスターとさせるまでの調整や諸準備ということで、水面下での計

画づくりが進んでいたかと思いますが、今年度からは福岡小学校の改築がいよいよ着工

ということになりますし、福岡駅前の再開発ということもいろいろ進んできております。

いろいろな事業について姿として見えてくる時期かと思います。 

今後のしっかりした進行管理が大事かと思っております。そういったことも説明しな

がらご意見を伺いたいと思っております。 

先ほど、山田会長さんからもありましたが、昨年１１月から市内全域３６地区を廻り

ましたが、そのうち６地区が旧福岡地域でした。昨日の赤丸地区を最後に終了しました

が、特に福岡地域は街中もさることながら中山間地域を抱えているところで、そういっ

た観点からのお話もたくさん頂戴したところであります。 

少子高齢化、特に高齢化ということは言うに及ばずですが、そういう地域・ところに

光をあてながら、整備をして地域の活力のための産業起こしと言いますか、そういうこ

とをどうしていくか、またいろいろ考えながら進めていかれればと思っているところで

あります。 

また、街中につきましては、今日もいろいろ報告させていただくと思いますが、いろ

いろな青写真作りを行っております。皆さんとご相談しながら、歴史的な街並みという

こともありますし、また、近代的といいますか土地区画整理事業も取組みながら、総合

的に福岡の魅力をアピールできるよう進めていきたいと思います。 

また、ミュゼふくおかカメラ館の収蔵展示室を増築しまして、懸案でありましたが収

蔵品もしっかりと保管できるようになりました。また、展示スペースも十分確保できる

ようになったかと思います。また、新しい企画で改めてカメラ館をアピールしていきた

いと思います。 

全国的にもユニークな博物館でして、ファンの方も多いと思いますし一面マニュアッ

クな感じもしますが、ただ、カメラ・写真が好きということだけでなく、そういうこと

を一つの道具として、うったえるもの、そういうものをもっている博物館にしたいと思
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いますし、また、そうなっていると思いますが、そういうようにしていきたいと思って

いますので、また、地域の皆様から応援をいただきたいと思っております。 

そして、何より今年は合併して５周年ということで、いろいろな出来事もありました

し、取組みもしてまいりました。これを一つの節目としてこの５年間を振り返り、今後

延ばしていく、あるいは改めるべきことは改めていく、そうしたことをしなければいけ

ない節目の年だと思っています。 

そう言う意味で、この地域審議会での議論はその牽引力と言いましょうか、議論を始

めていく場だと思っております。皆さんの忌憚の無いご意見をいただいて、今後の展望

を切り開いていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

本日は、限られた時間ですが有意義なご審議をお願いして、ごあいさつといたします。

どうもありがとうございました。 

 

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、立浪
たつなみ

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人の委員うち１４名の

方々に出席していただいております。地域審議会の設置規定によりまして、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、山田会長よろし

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７件、審議事項１件、②その他２件となっております。今回は多くの案件が提出さ
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れておりますので、市当局において説明される方は、簡潔に説明していただきますよう

お願いします。 

また、委員の皆さんのご発言につきましても、提出されている案件を踏まえ、要点を

整理し簡潔に発言していただきますようご協力のほどよろしくお願いします。 

【議長】 

それでは議事に入りますが、「報告第 27 号 平成 22 年度当初予算（高岡市全体）」

についてと、「報告第 28 号 平成 22 年度主要事業（福岡地域新市建設計画）」につい

て、一括して説明願います。 

【地域振興課長】 

 それでは、先ず「報告第 27 号 平成 22 年度当初予算（高岡市全体）」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。 

（地域振興課から説明） 

次に、「報告第 28 号 平成 22 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。お手元の資料２をご覧ください。 

（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２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。 

（発言・質疑なし） 

【議長】 

 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。 
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【議長】 

 次に、「報告第 29 号 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主幹】 

 それでは、「報告第 29 号 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質問はございませんか。 

（発言・質疑なし） 

【委員】 

 今日は、カメラの日ということでミュゼふくおかカメラ館が無料開放になっていると

聞いております。館長さんも一生懸命カメラ館のＰＲをされていて、収蔵庫の工事の時

にも近所の皆さんに工事中の案内のお便りなど配布しお願いもされていました。そこで、

高岡市の方のＰＲが少し不足しているように感じるのですが、市ではこのカメラ館につ

いてのＰＲは、どのようにされているのかお聞きしたいと思います。カメラ館への来場

者が増えれば町に来る交流人口も増えると思いますがいかがでしょうか。 

【福岡教育行政センター主幹】 

 市からの広報活動につきましては、市政記者室へ資料を配布し、報道してくださるよ

うお願いしております。また、６月１日のカメラの日にもチラシを配布しております。 

【議長】 

 よろしいですか。まだほかにありませんか。 
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【委員】 

 今の関連質問ですが、カメラ館の展示会には全国からすばらしい人が来ていらっしゃ

います。それによって福岡には県外からの来客があります。中には、その作者の追っか

けといいますか、全国を廻っている人もいます。そうした方々が、福岡駅を降りて仙台

や徳島から来ましたと聞いたりします。こうした中で、チケットの販売についてこれか

らフリーな形でされることを考えられるのか、つまり現在はカメラ館の収容人数の把握

の関係からカメラ館だけでされていると思いますが、これを将来的にはオープン的な販

売にするお考えはあるのかお聞きします。 

【福岡教育行政センター主幹】 

 現在のところ、フリーでカメラ館に来場された方には、当日カメラ館の受付の方でチ

ケットを買っていただいております。今の件については、今後検討していかなければな

らないかと思っております。 

【市長】 

 私もカメラ館は大変ユニークでプロ好みといいましょうか、全国的にも特徴ある博物

館になっていると思っております。今ありましたようにＰＲについても工夫しなければ

ならないと思います。 

 一つには、カメラとか写真の専門誌にしっかりアピールしていくことだと思います。

それから、地元向けのＰＲも必要かと思いますが、カメラについてどの程度踏み込んだ

ものにするか不確定なところもあります。人によって興味も違いますから、カメラにど

の程度アプローチしていくか、ちゃんと地元や市民の方に市の広報やマスコミ等を活用

して、興味を持っていただくようこれからもＰＲしていきたいと思います。 

 それから、今まではカメラ館と言っても写真が中心であったかと思いますが、現在も

織作さんの写真展が開催され親しまれていて大変良かったと思います。見てきれいで楽

しめると言うことで、こういったことをもっとＰＲしていければと思います。また、お

気づきのことがあれば教えていただきたいと思います。 

 それから、今おっしゃったことはいろいろな施設と連携していけばと言うような趣旨

でしょうか。そういうことでは、福岡の街の中では丁度角のところで施設の整備も計画
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されていますし、それから雅楽の館とも連動しながらしっかりしていきたいと思います。

また、所々に拠点となる施設も出来ますから、施設間の連携やフリーパスのようなもの

といいますか共通のパスを企画して、福岡の街を歩いて巡っていただく、そうすればま

たいろいろな施設に来ていただくことも出来ると思います。 

 ご指摘のようにカメラ館は全国から来ていただいておりますので、そうした人たちに

も福岡の街を知っていただけるよう、施設の連携も考えていきたいと思いますので、ま

た、いろいろ教えていただければと思います。 

【議長】 

 はい、市長さんから大変前向きな発言をいただきありがとうございました。よろしい

でしょうか。 

 ほかに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 30 号 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、「報告第 30 号 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質問はございませんか。 

【委員】 
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 設計の特徴の⑤その他でバリアフリーへの対応が記載してありますが、例えば身体的

に障害を持っている児童ですが、具体的には車椅子を使用している児童への対応はどう

なっていますか。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 お答えします。バリアフリーについてですが、１階についてはバリアフリーの構造に

なっています。２階、３階へはエレベータはなくバリアフリーとはなっていません。委

員ご案内のとおり、本市には肢体不自由の児童、生徒の皆様のための市が設置する県下

で唯一のこまどり支援学校を有しております。鉄筋平屋建で校舎、体育室、グラウンド

を有し、肢体不自由児、生徒に対し医療と一体となった特別支援教育を行っているとこ

ろです。 

 このため本市では、肢体不自由児、生徒の皆様に対しこまどり支援学校への入学を勧

めております。しかしながら委員ご指摘のようなケースがございましたら、保護者の意

向を十分にお聞きしまして、本市の心身障害児就学指導委員会にお諮りしながら、適切

に対応していくことになると思います。 

【議長】 

 よろしいでしょうか。 

【委員】 

 今のことは、最近の就学指導ではノーマライゼーションということが入ってきており、

保護者の方が就学したいと言ってきたら受けざるを得ないという状況が非常にありま

す。やはり、配慮はしていただく必要があるのではないかと考えますがどうでしょうか。 

【議長】 

 はいどうですか。 
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【教育委員会総務課長】 

 今、委員のご指摘のとおりでして、私どもとして保護者の意向に十分に配慮して、児

童の皆さんがすくすく育つ教育をすることが大事だと思っております。こうしたことか

ら、出来る限りこまどり支援学校を利用していただければと思っておりますが、そうし

た場合でも、保護者の方に十分納得していただけるような対応をしていきたいと思って

おります。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 小学校の改築場所の隣に児童館がありますが、そこで学童保育がされたり、子どもた

ちが遊んだり、帰りのバスの時間まで過ごしております。側には築山やなかよし広場が

あります。ランチルームでバスの待ち合いをすると言っても、当然この児童館も使うか

と思います。それで老朽化も激しいのですが、小学校の改築に併せて修繕される予定は

ありますか。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 その件につきまして小学校は、校舎内には学童保育の部屋はございません。継続して

児童館を利用して頂くことになるかと思います。現在、実際に学童保育を行っている福

岡児童館について老朽化が激しいというご指摘でございます。確かにこの児童館につい

ては福祉保健部所管で、旧福岡幼稚園時代からの建物で昭和５３年に整備されたもので

古くなってきております。 

 しかし、この建物は福岡小学校に隣接しており大変利便性の高い建物であり、面積も

７００㎡余りとかなりゆったりした建物となっております。このため当面は、利用に支



12/38 

障がないように維持修繕に十分に配慮しながら、施設の管理に努めていきたいと福祉保

健部から聞いているところであります。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

はいわかりました。 

【委員】 

 先ほどの地崎委員の質問に関連して、もう一度お聞きしたいのですが、障害を持った

お子さんにはこまどり支援学校を勧めるとおっしゃいましたが、この福祉社会の中でそ

うしたお子さんを含めて社会があるわけです。保護者や子どもさんの状況によるとは思

いますが、最初からそうした人はそちらというのは、親としては疑問に思うのですがい

かがでしょうか。子どもたちにとっても、周りにそうした人がいることが教育的にも大

切なことではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

【教育委員会総務課長】 

 ご質問の趣旨のとおり、私たちも保護者、お子さんの意思を十分に尊重するようにと

考えております。ただ、先程お話させていただきましたとおり、こまどり支援学校は、

市立としては県下唯一の施設で建物も平屋建で使い易くなっております。また、体育室

やグラウンド、それから専門のスタッフも擁しており、普通学級と重複学級があるわけ

ですが、現在３０名の方が活発に活動しておられます。 

 こうした意味から、委員のご意見の趣旨も十分踏まえながらいろいろな方策を検討し

てまいりたいと考えております。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 



13/38 

 同じ地域で小さいときから育つということは大変大切なことではないかと思います。

今おっしゃったことは十分わかりますが、ご配慮のほどよろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 地崎委員の質問に戻りますけど、１階は車椅子が使える多目的トイレがあって、２階、

３階もスペースを拡大して車椅子が利用可能と書いてありますが、２階、３階でも車椅

子が利用できるようになっていて、学校として車椅子の児童をどうやって上げるかとい

う対応がどうなるのかということを地崎委員もお聞きになりたかったのではないかと

思います。 

 実際、エレベータなどは無いようですが、どのようにされるのか私もお聞きしたいと

思います。 

【教育委員会総務課長】 

 本市では、そうした場合も含めまして教育委員会では車椅子に乗ったまま移動できる

階段昇降車を所有しております。これらの使用につきましても保護者のご理解を得なが

ら連携して対応させていただきたいと考えております。 

【委員】 

 そうした児童がいる場合には、その学校に昇降機が設置されるということでしょうか。 

【教育委員会総務課長】 

 その昇降機は、移動可能なものでして数台所有しております。そのようなことになれ

ば保護者の方と十分に協議した上で対応させていただくことになるのではと思ってお

ります。 

【委員】 
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 ありがとうございました。 

【議長】 

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

で、よろしくお願いいたします。 

【議長】 

 次に、「報告第 31 号 西干場市営住宅建替事業」についてと、「報告第 32 号 雇用

促進住宅（大滝宿舎）の買取り」について、一括して説明願います。 

【建築住宅課課長補佐】 

 それでは、先ず「報告第 31 号 西干場市営住宅建替事業」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。 

（建築住宅課から説明） 

続いて、「報告第 32 号 雇用促進住宅（大滝宿舎）の買取り」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。 

（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２件について何かご質問はございませんか。 

（発言・質疑なし） 

【議長】 

 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】 
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 次に、「報告第 33 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 33 号 総合グラウンド整備事業」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。 

（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。 

（発言・質疑なし） 

【委員】 

 この総合グラウンドについては、合併時に旧福岡町に野球場が欲しいということで構

想があがっていると思いますが、時代が変わりまして最近はサッカーに対する熱が高く

なっております。それで、この総合グラウンドの中でサッカーが出来るような方向に持

っていくことが出来るのでしょうか。そういうことが検討されているのかご質問します。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【体育保健課長】 

 サッカーですが、この総合グラウンドでは考えておりません。多目的広場ということ

でこの図面に描いてありますが、軟式野球が１面、そして軟式野球も含めソフトボール

が出来る広さということで３面用意されております。ピッチャーマウンドもあって若干

高くなっていることもあり、サッカーには使用できないということです。 

 サッカーについては、サッカー人口が多いということで二塚の高岡スポーツコアにサ

ッカー場もございます。そちらの方をご利用いただければと思います。 

【議長】 
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 よろしいですか。 

【委員】 

 はい、時代の流れの中で、またそれに沿って変ることが可能なものがあればいいなと

いう思いで発言させていただきました。 

【体育保健課長】 

 ありがとうございました。スポーツ施設の整備方針というものも定めておりますけれ

ども、また時代、時代にあったスポーツニーズに対応できるよう、検討させていただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかにありませんか。はいどうぞ。 

【委員】 

 新球場が出来ますと、一つの市で城光寺球場と合わせて二つの球場を持つことになり

ますが、そこで、今後の城光寺球場の扱いとその維持費をどうされるのかお聞きします。 

それと駐車場のことですが、ゴールデンウィークに第一高校と高商の試合を観に行き

ましたら、駐車場がいっぱいで霊園の駐車場へまわされました。それから新湊と高商の

時には、その霊園の駐車場にすら入れず遠くから歩くことになりました。 

 それで、新球場と城光寺球場の駐車場の収容能力について教えてください。それと、

新湊と高商のようなゴールデンカードの時の対応策を教えてください。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【体育保健課長】 

 それでは、先ず一点目の総合グラウンド完成後の城光寺球場がどうなるのかというご

質問ですが、現在、城光寺野球場については、年間を通じて大会日程の関係でほとんど
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うまっている状況にあります。そこで、新球場と城光寺野球場の二つの球場で幅広い団

体の利用のニーズに応えていきたいと考えております。 

 例えば高岡野球協会では２つの球場になった場合の年間の使用予定について、現段階

ですが、高校野球の全試合を新球場へ移行するように考えておられます。それからＢＣ

リーグ、一般、中学生の試合については、新球場を主とした城光寺野球場との併用、そ

れから城光寺野球場は高校野球でもいっぱいであり、小学生、スポーツ少年団の試合が

なかなかできないという苦情もありました。それで、小学生の試合については、城光寺

野球場を主として、新球場も若干使うという併用の利用形態として、すみわけをしたい

と考えております。 

 それから、二つ目の駐車場のことですが、新球場は約５５０台ということで整備する

予定にしております。現在の城光寺野球場は、陸上競技場と合わせて約６００台程度駐

車できますが、通常の試合ではそれで十分間に合っております。先ほど、委員からあり

ました高校野球の好カードになりますと、二上霊園までいっぱいになります。 

 この対応について、高校野球の好カードの場合は車が増えると予想されますので、シ

ャトルバスの運行の可能性について、この後、高等学校野球連盟と協議してまいりたい

と考えております。 

 特に、富山県の特性として交通手段に自家用車を使うことが多いということがありま

すが、総合グラウンドは、ＪＲ西高岡駅から徒歩７～８分で行ける利便性がありますの

で、好カードでいっぱいになるというときには、公共交通機関の利用も呼びかけてまい

りたいと考えております。 

【議長】 

 よろしいでしょうか。 

【委員】 

 はい。 

【議長】 
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 ほかにありませんでしょうか。 

【委員】 

 高岡市内に二つの球場ということで、旧福岡町の人にとっては野球場を是非にという

ことで、今回出来ることはよかったのですが、旧高岡市の人にとっては、また、なぜ野

球場かという想いもあるかと思います。新しく造ることについていろいろお話がありま

したが、もう少し必要性とか目的、メリットについて、二つ造ることの必要性をお願い

します。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【体育保健課長】 

 総合グラウンド整備のメリットについてのご質問ですが、まず、一つには先ほど言い

ましたように、高校野球の全試合を新球場に移行してやるということで、城光寺野球場

では学童、小学生の大会、試合での利用増を図れることがあります。 

二つ目には新球場にはナイター照明施設を設置します。城光寺球場にはありません。

そういったことから一般の野球のナイター使用、ＢＣリーグのナイターの試合、現在の

ＢＣリーグの城光寺球場での試合は土日の日中に開催しておりますが、これがナイター

での対応ができると思いますし、また、高校野球でも延長戦になりますと、ほかの球場

へ移って延長戦を行ったということも聞いておりますので、こうした延長戦にも対応で

きると考えております。 

三つ目には、野球だけではなくて多目的広場ですが、ソフトボール３面が確保できる

スペースで整備を考えております。ということで、ソフトボールの大会もここで開催で

きますし、野球の大会がない時には家族連れでボール遊びなども楽しむことが出来ます。

また、子どもたちに楽しんでもらえるよう遊具広場を敷地内に２箇所設置しますので、

家族連れで楽しんでいただけるよう施設整備を考えております 

 それからもう一点ですが、最近、特に健康指向が高まっておりウォーキングやジョギ

ングする人が増えております。この施設内にもジョギングコースを設置することにして
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おりますので、ウォーキングやジョギングが出来る施設として幅広い方々の健康・体力

づくりに貢献できると思っております。 

【議長】 

 よろしいでしょうか。 

【委員】 

 はい、ありがとうございました。 

【議長】 

 ほかにありませんか。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。 

 

（２）審議事項 

【議長】 

 それでは、審議事項に入りますが「審議項目第 13 号 福岡地域における主要事業の

進捗状況」について３つの事業があります。 

それで、「福岡中央地区のまちづくり（福岡駅前土地区画整理事業）」についてと、

「福岡中央地区のまちづくり（都市再生整備計画事業）」の２事業については関連があ

りますので、一括して説明願います。 

【都市計画課長】 

 それでは、私の方からは「福岡中央地区のまちづくり（福岡駅前土地区画整理事業）」

について、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） 
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【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 それでは、続いて私の方から「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、お手元の資料９に従いまして説明をいたします。お手元の資料９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、ただいま説明のありました、２つの事業について何かご意見ご質問はご

ざいませんか。 

【委員】 

 確認とお願いです。先ず、街の中に島田邸がありますがその中に伊藤博文氏の書があ

ります。それで、その書の老朽化が激しくなっています。それをきれいに整備していた

だければと思います。 

 それから蓑川プロムナードから、資料８で福岡駅から左に（西に）向っていって蓑川

が終わった後、大滝の高架橋の方へ遊歩道が続いて整備されていくのでしょうか。それ

でこれがＪＲの線路と面すると思いますが、以前に自転車が放置されていたり、ガード

レールがないときには子どもや年配の方が線路を渡ったりしたことがあったので、ＪＲ

と協議され出来るだけ隙間のないガードレールか何か対応をしていただければと思い

ます。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【福岡教育行政センター主幹】 

 先ず島田邸の伊藤博文の額の件ですが、以前から利用者の皆様から修理についてお聞

きしており、見積もり等をとって検討をしているところです。また、傷みも激しいこと

から、取り外して現在は福岡歴史民俗資料館に一時保管しております。 
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【都市計画課長】 

 私の方からは、ＪＲ沿いの軌道敷きに沿ってフェンスなど設置し危険防止に努めて欲

しいという要望ですが、この件については、現在、仮換地指定に向け取組んでおります

が、終わり次第工事の実施に入ってまいります。その際には当然ＪＲとも協議し、安全

対策に十分取組んでまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

【議長】 

 よろしいでしょうか。 

【委員】 

 はい、ありがとうございました。 

【議長】 

 ほかにございませんか。はいどうぞ。 

【委員】 

 資料９の福岡中央地区のまちづくりについて、カラー刷りの整備方針概要図の中で歩

行者を中心としたまちを再構築ということで、代表的な指標がいくつか掲げられており

ますが、ご承知のように２０２５年問題というのがあります。団塊の世代の方が７５歳

以上の後期高齢者になり、高齢化率が３０％を越え生活の主体がほとんど高齢者になっ

て、そしてその交通の手段も車の運転が加齢とともに難しくなっていき、歩行、自転車、

シルバーカーを利用した移動手段に移行していく。そういうことで生活者、住民の移動

手段も変わっていきます。 

それで、ここに高齢化率が揚げられていないのですが、このまちづくりの中でこうし

た高齢化した時の状況をイメージしたまちづくりになっているのか気になります。まち

の整備をされるのは分かったのですが、高齢者の方はひと続きで距離を歩けません。例

えば、所々でお休み処をつくるとか、あと雨天時の移動をどのように考えていらっしゃ

るのか、いろいろな大規模な整備も大事ですが、そういう一人ひとりの生活者の目線に

たって、高齢者の目線にたったまちづくりを考えていただければいいと思います。 
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それから、素敵な街になってもそこまでのアクセスがきちんと整っていなければ、街

には来られません。それで中山間地も多い福岡地区ですので、その辺の整備も一緒にリ

ンクして考えていかなければならないのかと思います。 

また、商店など高齢者が毎日買い物に行きたくなるような、今、地域の絆も薄れてき

ていますので、そこに行けば活気ある人と人がふれあえ、絆が繋がるような、そういう

ようなまちづくりを目指していただければと思います。 

【議長】 

 では、どなたかお答えをお願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 十分なお答えにならないかもしれませんが、蓑川プロムナードでは途中、途中にお休

みできるようなベンチなど設置しまして、お子さんから高齢者まで楽しんでいただける

よう施設に配慮していきたいと考えております。 

それから、高齢化が進む中でこの事業で全てが解決できるわけではありませんが、一

つには高次都市機能ということで、ＪＲ福岡駅前で建設を考えております地域交流拠点

施設の中で、お子様方と一緒にこの前には広場と蓑川公園も出来ますので、小さいお子

様とも楽しめるよう計画を考えていきたいと思いますので、よろしくご協力をお願いし

ます。 

【福岡総合行政センター所長】 

 少し補足させていただきます。今発言のありましたお年寄りに配慮したということで

すが、目標として子どもにもお年寄りにも、優しい・楽しい、歩きたい住みたいまちを

掲げております。 

今、蓑川プロムナードの中でも言われましたが、それから旧北陸街道の中でも先ほど

言いましたマルチメディアセンター（まちづくり福岡工房）をお休み処ということで、

街の中での施設整備をしながら、賑わいをつくりたいと思います。将来的には街の中の

旧北陸街道全体を高齢者にとって安全で優しい道となるよう考えて進めていくべきだ

と思います。 



23/38 

国道８号線が拡幅されることにより、高齢者の動きも変わることがあるかと思います。

ＪＲや国道８号線側にはタピスというショッピングセンターがありますし、旧北陸街道

側でも空き店舗の活用ということで気軽に買い物できるところが出来ないか計画づく

りの中で考えております。また、皆さんのご協力を得ながら進めたいと思っております

のでよろしくお願いします。 

【副市長】 

更に補足させていただきたいと思います。 

ただ今、指標の関係で高齢化率のことをご指摘いただきました。茂古沼委員だけでな

くても、少し分かりにくいかと思いますので説明させていただきます。資料９の右上に

代表的指標ということで３つのものをあげております。この指標は、この計画を進めて

いく上で何をどう改善するかを目標数値として示すことが条件でしたので、いろいろ検

討しながらこの３つを示させていただきました。 

ミュゼふくおかカメラ館の入館者数は、分かっておりましたので平成２５年度までこ

れをどうするか、事業の計画をみながら考えたものです。２万２０００人を目標として

いましたが、これは既に平成２１年度にクリアしております。 

それから地区内の人口減少率ですが、これは毎年４％ずつ減っておりましたので、そ

の減りぐあいをこれ以上早くしないようにという、ささやかな目標を掲げました。現実

に平成２１年度では、この区域の減少は３％に止まっておりますが、これが、平成２５

年度に最終的にこの目標をクリアできるよう計画と合わせて進んでいければと思って

おります。 

住民満足度は、平成１９年度には４０％の集計でありましたが、これが平成２５年度

には５０％まで持っていければと目標を掲げております。 

それで、この区域内の人口がどう変わるかということを言っているのではなくて、こ

の区域がどうしたらよくなるかを分かる指標として揚げているわけです。いろいろなこ

とが考えられたわけですが、代表的な指標ということでここではこの３つを掲げさせて

いただいたことを理解していただければと思います。 

【議長】 
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 ほかにありませんか。 

【委員】 

 先ほどの茂古沼委員の発言と同じようなことですが再度お願いします。 

 住民のまちづくりを考える時に、イベントとか観光というものが、とかく一番に表に

出て来て、行政としても華々しくいいのかもしれませんが、ただ一番大切なのは日々の

住民の暮らしが、どうかということだと思いますので、絶対このことは忘れて欲しくな

いと思います。 

楽しい街は嬉しいと思いますが、ここ数年で高齢者の問題は、４人に一人が６５歳以

上ということで、私の住んでいるところは山間地ですが、周りをみても高齢者や一人暮

らしの人で、いろいろなことが起こっております。誰が支援して誰が助けてもらえるの

か、どちらもどちらと言うような状況で、老々介護のような状態です。 

 そこで、例えば、空き家、空き店舗の活用を進めるというのがありますが、最近、県

下でも有志や民間で頑張って小規模多機能ホームといいますか、障害者や一人暮らしの

人が、気軽に出入りできる施設をつくっていらっしゃる例をみます。ですが、先のこと

を考えると民間や有志だけで出来ることではないと思います。 

 山間地もそうですが、まちの中でも一人暮らしで近所の方が、みてくださることが多

くなっていると思います。そうした中で、特に男性の場合の一人暮らしですと栄養面で

も女性と違って不足するように思います。若い方でもそうしたことが起こっております。

そこで、小規模多機能ホームでは、そうした人たちが昼食を取ることが出来るところが

あります。 

 空き家や空き店舗の活用を考えるときに、是非こうしたことをボランティアの方の力

も必要でしょうが、市民協働で取組めるようまちづくりを進めていただきたいと思いま

す。 

【議長】 

 では、お答えをお願いします。 
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【市長】 

 今のご発言は、大事なことについてのご指摘だと思います。 

福岡でもそうですが、実は街中というところが、古くから住んでいらっしゃるところ

が、高齢化率が高いということがあります。そうしたところで、住んでいる人が亡くな

ったり施設に入られたりして、空き家になっていくという心配な問題があります。です

から、今のうちにいろいろなことを考えていかなければならないと思います。 

一つには、現在も取組んでいただいたりしておりますが、見守りということがありま

す。ネットワークといいますか皆さんで目配りをしていただき、懸念されることがあっ

たときには、然るべく専門のところに? いでいただいて、手を差し伸べることができる。

万が一に備える対応があることにより、普段の生活がやっていけるのかと思います。 

そういうネットワークづくりやネットワークを支える人たちの養成など、すそのを広

げていくことに心がけていきたいと思います。 

 それから、昔ですとふらっと買い物に来てそこで会話なんかが弾む要素もあって街に

行くということもあったかと思います。福岡の街に置き直すと、空き家、空き店舗を活

用しながら、これから特にお年寄りが小さい家族やお二人や一人暮らしで生活されてい

るときに、街に来てお店で話できるようなまちづくりを念頭に、福岡は地域社会もしっ

かりしており、福岡の街がモデルとなるよう、折角のチャンスですからいろいろな取り

組みを、皆でアイデアを出しながら進めていければと思います。 

 こうしたことは、高岡駅前でも大なり小なり同じような悩みを持っております。単に

買い物だけですと、郊外に大型ショッピングセンターもありますから、それ以外の要素

を先ほどからお話のあったようなことを付け加えて、皆がそこで過ごし元気を回復する

ようなところがまちづくりにあったらいいと思います。 

 それで、施設的には段差をなくしたりバリアフリーにしたり、車と歩行者の環境を整

えるとかそういうハード面の工夫と、まちに住んでいる人たちの取り組みと一緒になっ

てネットワークがつくれたらいいと思います。 

 小規模多機能ホームについては、考えていかなければならないと思っております。家

庭でどうしても介護が出来なくなりますと、施設に入るという要素も考えなくてはいけ
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ませんが、何とかできるけれど時々はというときには、小規模多機能ホームは有効だと

思います。それが、住まいの近くにあるといいということで、地元の要望に出来るだけ

沿うように進めたいと思っています。福岡の街の中にも一つそういうところがあればよ

りどころにもなります。 

 地元ともそういうことを相談させていただきたいと思いますし、いい空き家があれば

活用ということも考えていきたいと思います。また、いろいろな情報を提供していただ

ければと思いますし、私どもも心がけていきたいと思います。 

【副市長】 

 また、補足ですが、小規模多機能ということで話がありましたので、ここで少しご報

告しておきます。小規模多機能ホームについて既にこのエリア内に民間のものがスター

トしております。それと更に中心部でもう一つ検討されております。 

こういう流れが福岡地区でも出てきております。問題は、それを利用する住民側のス

タンスと言いますか、またＰＲ不足もあるかもしれませんが、一緒になってこうした環

境づくりを進めていきたいと考えていますので、協力のほどよろしくお願いします。 

【議長】 

 はい、どうぞ。 

【委員】 

 先ほどありました島田邸の伊藤博文の書について、表具屋さんに直していただくとい

うご回答もありましたが、あの伊藤博文の明治３８年の旭日輝くという額ですが、もう

少し調べていただいて裏に書いてあることもあります。ただ、直すということでなく、

福岡町にとっても大事なものであると思います。 

なぜ、あの島田邸に掛けてあるかも調べていただきたいと思います。あそこには、そ

のほかいろいろな屏風もあります。びっくりするような方の書もあります。それを調べ

ていただき、公表出来るようにしていただければと思います。もう少し検討していただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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【議長】 

 どうでしょうか。 

【福岡教育行政センター主幹】 

 はい、勉強不足のところもありますので、これからいろいろ勉強させていただきたい

と思います。 

【議長】 

 はいどうぞ。 

【委員】 

 今ほどまちづくりについていろいろ聞かさせていただきましたが、福岡にはこの中心

部から各周辺の地区に行けば、例えば、山王には鯉の里公園、赤丸には浅井神社、西五

位には西山丘陵、大滝には木舟城跡などがあります。これを案内する看板を検討してい

ただいて、中心部に来た人がそうしたところへも足を運んでいただけるようお願いした

いと思います。また、そうした後世に受け継ぐべき史跡についても整備していただくよ

う併せてお願いします。 

【議長】 

 大きな観光の案内看板のようなものでしょうか。では、お願いします。 

【福岡総合行政センター所長】 

 福岡駅の方には観光案内板というものが、以前、旧町の時代にはあったかと思います。

また、いろいろな観光のパンフレット、リフレットの中では紹介しております。各施設

にそうしたものも備え付けながらＰＲしているつもりではありますが、今ご発言のあっ

た全体的な案内看板について事業の中で、どのように取込めるのかその点も含め、大き

な視点で検討させていただきたいと思いますので、しばらく時間をいただきたいと思い

ます。 

【議長】 
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 よろしいですか。 

【委員】 

 はい。 

【議長】 

 ほかにございませんか。 

【委員】 

 島次委員の発言に関連しますが、地方から福岡に来られた方からこれはどこにあるの

かといろいろ聞かれます。仕事上、丁度そういう所にいるものでそうしたことがよくあ

ります。私も恥ずかしながら福岡のことを隅々までよく知ることは出来ませんし、何時

から何時までどんなイベントがあるのかもわかりません。 

 それで、ここにパンフレットありますからとか、このパンフレット見てくださいと言

われると悲しく感じます。私自身は、来られた方にある程度細かく案内が出来るよう知

識も欲しいと思っていますし、勉強もしています。 

それで情報の発信源というものは必ずあると思います。福岡駅にしても、改装される

まちづくり福岡工房にしても、Ｕホールにしてもあると思いますが、そこで来られた方

にどこまできちんと情報提供できるか、そして担当は誰なのか明確にしておいたほうが

いいと思います。 

それで、まちづくり福岡工房について７月中に基本設計ができるということですが、

もう少し具体的に地域の景観を重視されたとか、設計は全部アウトソウシングされるの

か、丸投げと言いますか、あるいは各種団体の意見を聞かれる中でまちの中心部を活性

化する建物とされるのか、それでそうした施設が線で結ばれコアとなるよう私は期待し

ております。それで、まちづくり福岡工房について、もう少し踏込んで考え方と今後の

施策についてお聞かせください。 

【議長】 
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 時間も経過して当初２時間くらいの審議会と考えておりましたが、皆さんの熱心なご

発言もあり時間が延びております。ここは、延長してもう少し続けさせていただきます

のでよろしくお願いします。では、回答をお願いします。 

【経済振興課長】 

 先ず、まちづくり福岡工房の改築に係る進め方ですが、基本計画の策定にあたり市民

代表の自治会の方、景観形成の市民団体である福岡くらしっく街道の会の方、学識経験

者の方、商店街代表の方、観光ボランティアグループさくらの会の方、指定管理者でウ

ェルカム福岡の代表の方など、様々な分野の方で構成する整備検討会を開催し建物の平

面、立面、外観などを７月初旬まで決定し、９月中旬まで実施設計を行い、つくりもん

まつりが終わった１０月から解体工事を行って、１１月から新築工事に入り来春にはオ

ープンする予定にしております。 

 また、観光マップにつきましては、今年度観光ボランティアグループさくらの会に作

成していただく予定になっております。 

【議長】 

 観光物産館についてはどうですか。 

【福岡総合行政センター所長】 

 観光物産館などですが、昨年からもまち歩きという中で簡単なマップ作りをしながら、

観光物産館、Ｕホール、現在計画中のまちづくり福岡工房の改築施設などを含め、ちょ

っと所々で休みを入れて次はどこへ行こうかというような、現状に合わせたもので作成

を進めていこうと思っております。それで第１弾を今年早々に出しております。 

 今後、これに修正を加えながらより良いものに仕上げていっていただければと思って

おります。さくらの会が作成されるものについて、町全体、まちの中心部、あるいはピ

ックアップしたようなものなどいろいろ出来てくると思いますが、そうしたものを利用

し、各場所でのＰＲに努めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

【議長】 
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 よろしいでしょうか。 

【委員】 

 関連してまちづくり福岡工房ですが、私もウェルカム福岡に在籍しており申し上げた

いことがあります。以前、福岡くらしっく街道の会が主催された景観講座がありました

が、東京大学大学院教授の堀繁先生から２回の講座を受けました。 

各回とも７～８０名の方が受講されたと思いますが、大変熱心に講義や街の中も歩い

て廻られ、２回目の講座ではまちづくり福岡工房を中心こうすれば福岡の活性化につな

がるという、まちづくり福岡工房の改築図面も披露されました。それで、福岡くらしっ

く街道の会もウェルカム福岡もカルチャーショックを受けているところです。 

今、経済振興課長さんから整備検討会で検討していくとありましたが、そこへ堀教授

が出られるということは難しい問題かと思いますが、先生のお考えも参考になったりす

るところもあるかと思います。もう一度、先生と接する機会を設けていただけないかと

思いますが、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

非常に力を入れて考えていただいた方だと思いますので、何とかならないのかと思い

お願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 東京大学の堀先生につきましては、今年の１月、３月と２回の景観講座で大変お世話

になっておりますし、貴重なご意見を賜りました。 

 まちづくり福岡工房は、旧北陸街道の顔と言うべき場所であり、また、まち歩きの基

点となる重要な場所にあります。１０月取り壊し４月オープンというスケジュールで進

めたいと思っております。７月中には基本設計をあげるという事でスケジュール的には

タイトになっております。 

 堀先生につきましては、ご案内のとおり大変お忙しい方でして、この中でどのように

ご協力いただけるか、何かアドバイスを受ける機会を設けることが出来るのかどうか、

堀先生のご都合もあります。 
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 何れにしましても、堀先生には広く福岡のまちづくりにご支援をいただきたいと思っ

ておりますし、繋がりも持っていきたいと考えております。なお、まちづくり福岡工房

の改築に際しましては、景観講座でお話のありました先生のお考えなども、整備検討委

員会の委員の皆様に配布するなど工夫してみたいと思っております。 

【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、よろしくお願いいたし

ます。 

 

【議長】 

 次に、「Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修事業」について、説明をお願いします。 

【福岡教育行政センター主幹】 

 それでは、「Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修事業」につきまして、お手元の資料

10 に従いまして説明をいたします。お手元の資料 10 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。 

（発言・質疑なし） 

【議長】 

 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。 
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（３）その他 

【議長】 

 それでは、その他に入りますが２件ありますので最初に「合併特例債の状況」につい

て、説明をお願いします。 

【経営企画部長】 

それでは、「合併特例債の状況」について、お手元の資料11に従いまして説明をいた

します。お手元の資料11をご覧ください。 

（資料№11で説明） 

【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。

はいどうぞ。 

【委員】 

 現在のところ約９０億のうち３４％程度使っているということですが、あと６０億余

りを２３年度から使われて、継続事業で既に使うことが決まっているものもあるかと思

いますが、残りどのくらいになるのか見えてこないのです。それで、先に山田会長から

もありましたが、それも仲良くと言いますか有意義に使っていただきたいのですが、福

岡が高岡に対立するという意味でなく、公平な形でどんなふうに使っていただけるのか

お聞きしたいと思います。 

【議長】 

 では、どなたかお願いします。 

【副市長】 
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 ただ今の中山委員お尋ねのことにつきまして、現在における平成２６年度で閉めるま

での予測をある程度しておりますが、正式な数字として発表するには難しい状況もあり

ます。 

 今、委員がおっしゃたように継続事業もありますし、また、新しい事業もございます。

例えば、ここには入っておりませんが、町の時代からの継承でＵホールの楽屋の不足に

対応しての増築もありますし、こうした未確定のもろもろのものを含め想定して今日に

おける私の心積もりといいましょうか、それでいきますと後残りは数億円ということで、

ほかはおおよそみえてきております。 

 それで、後何十億という使途が未定であると考えているわけではありません。そのよ

うにご理解していただければ大変助かると思います。 

【議長】 

はいほかにありますか。 

【委員】 

 大滝公民館に隣接して立派な体育館がありますが、今までは大滝の地区の人たちがビ

ーチバレーなど楽しんで使っていたものが、合併して旧町以外からも沢山の人が来られ

るようになりました。想定もしていなかったことから、駐車場も少ないという状況があ

ります。 

 隣接してあった大滝幼稚園が幼保一元化の統合の関係でなくなりましたが、その幼稚

園には沢山の花壇があって管理にも困るような状況です。それで、花壇の一部を駐車場

に変えてはと考えますが、こうした合併により状況が変わったことなどもあり、これに

ついては、申請すれば対応していただけることかと思いますが、こうしたことの要望を

聞いてもらえる場といいましょうか、まだ数億残るのなら、早めに対応していただける

ようにすればと思いますがどうでしょうか。 

【副市長】 

 今日の説明の中心は、新市建設計画というもので合併時の約束したことを中心に説明

させていただきました。 
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 今後の展望については、それを中心にしながら市全体で考えていく部分も当然ありま

す。 

徳田委員のような新しい要望につきましても幾つかあると思いますが、これらにつき

ましては、合併特例債が馴染むかどうかもさることながら、それぞれの年度の自治会か

らの要望もありますので、そうした中で整理をしていただき、皆さんが納得できるかた

ちの優先順位もあるかと思いますので、そうしたところで十分お諮りしながら決めてい

きたいと思います。 

大変誤解されやすい説明をしたかもしれませんが、今後継続的に道路整備などの要求

に応え整備すれば、数億円で足りないくらいの要望もいただいております。そういう見

合いのなかで何を入れていくか慎重に検討させていただきたいと思います。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 はい分かりました。 

【議長】 

 ほかにございませんか。 

【議長】 

ないようですので、次に「合併に伴う事務事業等の調整」について、説明をお願いし

ます。 

【地域振興課長】 

 それでは、「合併に伴う事務事業等の調整」につきまして、お手元の資料 12 に従い

まして説明をいたします。 

（資料№12 で説明） 
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【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。 

【委員】 

 今の資料ですが、私は自治会長もしておりますのでこの資料の９番と１０番につい

て、単位自治会の助成に関すること、地域振興事業の補助金について質問したいと思

います。 

 それで、旧福岡町では自治会報奨金として世帯割で１，０００円、旧高岡市の場合

は２５０円という単価で出ておりました。例えば１０３世帯あれば旧福岡町では１０

３，０００円いただいておりました。これが旧高岡市のかたちになりますと２５，７

５０円ということで、７７，２５０円の減となり減額が大きくなります。 

ここに市長さんもいらっしゃいますが、急激に減額となりますと自治会の運営も厳

しくなると思いますので、今後検討して決められることかと思いますが、これが一気

に下がらないよう助けていただきますようお願いいたします。 

 それから地域振興事業交付金にしましても、１０３世帯でいきますと旧福岡町の場

合ですと７８，１００円をいただいていました。これが、旧高岡市の例でいきますと

３５，０００円ということで、４３，０００円余りの減額となります。この辺も補助

金がだんだんと減っていく中で、一気に減額ということでなく段階的に減額していた

だけるようお願いいたします。 

その中で、自治会も事業計画をたてることが出来ると思いますので、よろしくお願

いします。 

【市長】 

 自治会に対しては、行政としてもいろいろなことをお願いしていますし、また自治

会単位でもいろいろ活動もしていらっしゃいます。 

 一つには、地域の活動が十分に行われることが基本であると思います。また、一方

では全体のバランスということも考えなければなりません。それから、自治会に対す
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るいろいろなお願いの仕方やお金の流し方等についても、この機会に全体として見直

し合理的といいますか、まとめて考えられないかなど具体的に今年度かけて議論し相

談させていただくことになると思います。 

 具体的には、皆さんがご理解いただける方向で見直しを進めていくということで、

補助金一般には考えております。自治会につきましては、本当にいろいろな仕事をお

願いしておりますので、それが円滑に進むように、また一方ではバランスも考えなく

てはいけないということで難しいところですが、これからよくご相談をさせていただ

きたいと思います。 

【委員】 

 よろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかにございませんか。 

【委員】 

 今、調整・検討中ということの中で福岡高校の英語語学研修への助成の件ですが、

福岡高校があることにより、ＪＲ福岡駅での若い人たちの出入りも多くなっていると

思います。そういうことで福岡への貢献ということを思いましたら、若い人が福岡と

の繋がりをもつということは大事ですし、今、高校が淘汰されていますが高校がなく

なったりしないよう、特徴のある学校が残されていく中で、この事業も福岡高校が存

続する意味のあることだと思います。若い人のこうしたことは、残していただけたら

と思いますのでお願いします。 

 それから、先日、南砺平高校の生徒さんが「こきりこ」や「麦屋節」を踊られるの

を観る機会がありましたが、その高校では歌も演奏も生徒さんが、郷土芸能倶楽部と

いうことで行っていて全国表彰もうけておられました。 

 そういうことを考えますと、福岡高校の生徒さんに菅笠音頭を習っていただくとか、

つくりもんまつりでの踊り手も少なくなっている中で、若い人にそうした機会を持っ

ていただくこともあるのかと思っており提案いたします。 
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 それから、自治会さんからもありましたけれど、うちも、うちもとなっていけない

のかもしれませんが、スポーツの面でいいますと総合型のスポーツクラブとかフィッ

トネスなど私たちも関係しているものとして、地域住民の生涯スポーツということで

役に立っていると思います。これからの高齢化社会のことも加味し、また、地域でボ

ランティアの人が頑張っていることも踏まえて考えていただければと思います。 

【経営企画部長】 

 国際交流のご質問がありましたので、状況だけ少し申し上げたいと思います。 

福岡高校につきましては、特色ある学校として発展していっていただきたいと思い

ます。ただ、英国語学研修は特色ある事業ですが、福岡高校の方で事業をされ旧福岡

町でもそれに支援をされていた経緯がありますが、これについては、合併の時にもど

うするかということで検討をいたしました。 

といいますのは、高岡地域には、このように外国との交流をしている学校がほかに

もございます。そちらも、全生徒が在学中に外国への研修を経験するようされており

ます。福岡高校の場合、父兄や同窓会の方々が支援されている中で市も支援している

わけです。 

 一方の学校でも、同窓会、ＰＴＡあるいは民間のいろいろな団体の助成制度を活用

され、いろいろと財源を捻出しながら行政からの補助を受けないで、継続して実施さ

れております。このような状況があり、このバランスをどうとるかということで合併

時にはなかなか結論が出ませんで５年間は継続した経緯がございます。 

 そうしたことで、このような経緯も踏まえ学校とお話しもしながら検討していると

いう状況でありますが、このような事情もご理解いただければと思います。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 はい。 
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【議長】 

 ほかにありませんか。特にないようですので、これで終わりたいと思いますが、大変

たくさんの案件がありましたが、どうもありがとうございました。 

事務局から何かありますか。 

【事務局】  

次回の第１５回福岡地域審議会は、１０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、本日の地域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、６月

７日（月曜日）から１３日（日曜日）まで放映する予定です。 

【議長】 

 これで本日の予定されていた項目については、全て終了させていただきます。 

 

５ 閉  会                        午後０時４０分 

【事務局】 

 どうもありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、第１４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。 


