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第１５回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２２年１１月８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、北道

路建設課長、浅井建築住宅課課長、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、司辻福岡教育行政センター所長、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１５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１５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。 

歳月が過ぎるのは早いもので、先月末をもって合併してから５年を迎えました。福岡

地域でも合併五周年を記念して、五周年の冠を付けたいろいろな行事も行われましたが、

その中で、９月４日には高岡市総合防災訓練が合併して始めて福岡地域で実施されまし

た。市としては、今回はじめての試みとして住民参加型の防災訓練が行われましたが、

担架づくりなどを体験し非常に参考になりました。 

それから、去る１０月３１日には、「まちづくりフォーラム」がＵホールにおいて開

催されました。その中の講演でまちづくりに何が必要かということが示されました。福

岡のまちづくりも進められておりますが、３つのことが印象に残りました。一つはよそ

者、もう一つは若者、そしてもう一つがばか者です。福岡地域のまちづくりにもそうし

た方が約１名いらっしゃるようで喜んでおります。 

さて、この５年間ではいろいろなことがありましたが、先ず市長選挙がありました。

前の橘市長が国政に転じ現在の髙橋市長に引き継がれました。それから市議会議員選挙

がありました。最初の選挙は旧市町での中選挙区制で行われ、次は市全体での大選挙区

制で行われました。そこで感じたことは、高岡市が大変大きいということでした。掲示

板が、福岡町では約５０箇所ですが高岡市では３３０箇所と身をもって広さを感じまし

た。 
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また、昨年は高岡開町４００年ということでいろいろな行事が行われましたが、それ

にいろいろな形で参加し体験することが出来たことをうれしく感じました。福岡町にお

いては、つくりもんまつりがサントリー地域文化賞を受賞し、また町出身の映画監督滝

田洋二郎さんなどの活躍、菅笠製作技術の国の重要無形民俗文化財指定などうれしい話

題が相次ぎました。 

それから、現在、合併時のいろいろな事務事業等の調整で、５年後に見直しすること

となっている事項などについて現在調整・検討されているようですが、自治会関係の補

助金等のことも残っており現在調整が進められているようです。こうした中で心配して

いることは、高岡市並みに合わせた調整となっております。過去の福岡らしさが段々無

くなっているのではないかと心配している者の一人でもあります。 

その中で是非お願いしたいのは、現在エコを活かしたまちづくりの研究が行われてお

りますが、福岡で以前から行われているゴミの分別について、マイバック運動で培われ

た経験のある高岡でも取り組めるのではないかと思います。是非取り組んでいただきた

いと思います。 

最後になりますが、この福岡地域審議会も５年目の節目を迎えました。これまで、前

の橘市長、それから髙橋市長のご配慮により計画されました当地域の主要事業について

は、おおむね順調に進められてきたのではないかと感謝申し上げます。 

今年度は、福岡小学校改築事業や西干場団地建替事業も着工され、目に見える形とな

って進められております。その中で、合併特例債の使用期限が平成２６年度ということ

で迫ってきております。委員の皆様にはこの推移を是非見守っていただきたいと思いま

す。そうしたこともお願いし開会にあたっての私の挨拶とさせていただきます。本日は

よろしくお願いします。 

 

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。 
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【市長】 

本日は、第１５回の地域審議会を開催するにあたり、山田会長さんをはじめ、審議

委員の皆様にはお忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございました。 

さて、今年は新市誕生から五周年を迎えました。市内各地でいろいろな形でこれを

お祝いしていただいております。その中でまちづくりフォーラムということで特別な

式典という形ではありませんでしたが、皆でこれからのまちづくりを考えようという

ことで開催させていただきました。 

 

この５年間ということでは、平成二十年に東海北陸自動車道が全線開通し南北の

人・物の流れも活発になってきたように思います。それからお話がありましたが菅笠

製作技術の国の重要無形民俗文化財指定という大変うれしいこともありました。それ

から映画監督滝田洋二郎さんのアカデミー賞受賞ということもありました。こうした

多くのうれしい出来事がある中で、福岡の地域資源、歴史文化、五位山などをはじめ

とした西山丘陵、そうした深い歴史、文化、産業、人材なども含め高岡市の奥行きの

広がりにつながってきたと思います。 

こうした地域の資源、宝が、高岡市全体の資源、宝として活用していかなければな

らないと思います。また、これから大きく発展していかなければならないと思います。 

 

さて、高岡市では、現在新たなまちづくりに向け総合計画の見直しと言いますか、

策定を進めております。平成１７年の合併時の新市建設計画を踏まえ新高岡市の総合

計画が策定されておりますが、１５年の計画期間であります。これを前期、中期、後

期に分けて基本計画を作っております。前期の基本計画が平成２３年までとなってお

り、平成２４年からの中期の基本計画を策定する必要があります。私が、市長になり

ましてからこの中期の計画策定に取り組んでおります。 

前期の５年間については、合併のメリットを活かすべく一体感の醸成に努めてきま

した。つくりもんまつりなども開町４００年で皆がお祝いする中で、高岡市全体のお

祭りとして一体感の醸成に繋がってきたと思っております。こうしたことを踏まえ発

展させ、中期５年間のしっかりした方向付けをしたいと思っております。 

これからの新しい５年間の期間中には、北陸新幹線の開業ということもあり１００

年に一度の大事業だと思いますが、その高速交通網の一つが高岡に備わることとなり

ます。 

そうした北陸新幹線開業を契機として、今後の新しい５年間を担う計画ということ
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になります。今年が高岡の４０１年となりますが、新たな世紀を歩み始めるというこ

とであり、そうしたことをしっかり受けとめ、新たな１００年に向けた５年間の計画

としたいと思っております。 

それから、現下の厳しい財政状況や政権交代などにより、先を見通すことが難しい

時代となっておりますが、そうした中で市としてもしっかりした体制を作らなければ

いけないということで、全事業を総点検し事務事業効果検証作業を実施しております。

そうした事務事業の点検や総合計画の策定を通して、今後の高岡市のしっかりした礎

を築いていきたいと考えております。 

審議会については、今回で１５回目を迎えますが、この間、いろいろとご議論もい

ただきましたが、一体感の醸成ということで調整もさせていただきました。ここへ来

てようやく事業も形として見えてきました。福岡小学校改築事業についても着手させ

ていただきました。福岡駅前土地区画整理事業をはじめとした福岡の中心市街地の活

性化についてもいろいろと取り組みを始めさせていただいております。まちづくり福

岡工房の改築事業も含め、いろいろな事業が福岡地区で進んできております。 

総合計画も含め福岡地区の今後の方向を定めていかなければならない重要な時期だ

と思っております。計画されました事業については着実に進め、先ほどからご指摘のあ

りましたような課題についても着実に取り組んでいかなければいけない時期であると

思います。 

このように地域審議会委員の皆様には、これからの福岡地域の方向付けをする大切な

時期でありますので、忌憚のないご意見をいただき、これからの市政の推進に努めてま

いりたいと思いますので、本日の審議会どうかよろしく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、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。 
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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６件、審議事項１件、②その他２件となっております。案件が、多数ありますので

市当局並びに委員の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

【議長】 

それでは、報告事項６件について、「報告第 34号 平成 22 年度主要事業（福岡地域

新市建設計画）」から「報告第 39 号 福岡Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修事業」

まで、順次各担当から説明をお願いします。 

その後、皆さんからの質問等お受けすることとしたいと思います。 

【議長】 

 では、「報告第 34 号 平成 22 年度主要事業（福岡地域新市建設計画）」について、

お願いします。 

【地域振興課長】 

 それでは、「報告第 34 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１に従いまして説明をいたします。お手元の資料１をご覧くださ

い。 

（地域振興課から説明） 

【議長】 

 次に、「報告第 35 号 福岡小学校改築事業」について、お願いします。 
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【教育委員会総務課長】 

 それでは、「報告第 35 号 福岡小学校改築事業」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。 

（教育委員会総務課から説明） 

【議長】 

 次に、「報告第 36 号 西干場市営住宅建替事業」について、お願いします。 

【建築住宅課長】 

 それでは、「報告第 36 号 西干場市営住宅建替事業」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。 

（建築住宅課から説明） 

【議長】 

 次に、「報告第 37 号 雇用促進住宅（大滝宿舎）の買取り」について、お願いしま

す。 

【建築住宅課長】 

 それでは、「報告第 37 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。 

（建築住宅課から説明） 

【議長】 

 次に、「報告第 38 号 高岡西部総合公園（総合グラウンド）整備事業」について、

お願いします。 

【体育保健課長】 
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 それでは、「報告第 38 号 高岡西部総合公園（総合グラウンド）整備事業」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。 

（体育保健課から説明） 

【議長】 

 次に、「報告第 39 号 福岡Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修事業」について、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 39 号 福岡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。 

（福岡教育行政センターから説明） 

【議長】 

ありがとうございました。ただいま報告事項について説明がありましたが、この６

件について何かご質問等はございませんか。 

ご発言は、議長の指名のもと関係する案件を明確にしてお願いします。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】 

 二点のことについてお願いします。先ず資料４の雇用促進住宅大滝宿舎の買取費用

が二千九百万円余りということですが、その他に改装費用なども入れると、財政が厳

しいということをよくお聞きしますが、費用対効果はあるのでしょうか。二点目に資

料５の総合グラウンドのことですが、このことについてこれまでも随分議論もし駐車

場について狭いことやアクセス条件が悪いという指摘もありましたが、この点につい

てこれまでと何か変更点はあるのでしょうか。 

【議長】 
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 では、お願いします。 

【建築住宅課長】 

 雇用促進住宅大滝宿舎の買い取りのことについてですが、宿舎の改装については独

立行政法人雇用・能力開発機構の方で行われ直ぐ住める形で今月末まで高岡市へ移転

後、それを市が管理することになります。それから買い取り費用は２９，１７５千円

となっておりますが、これは雇用促進住宅の評価額の半額ということであります。評

価額の鑑定については、雇用促進住宅で行っておりますが、向こう１０年間、公共賃

貸住宅として活用すれば半額となっております。市として、こういうことで契約して

おります。 

【委員】 

 それでは、費用対効果はあると思っていらっしゃるということですか。 

【建築住宅課長】 

 はい、そう思っております。 

【議長】 

 では、総合グラウンドについてお願いします。 

【体育保健課長】 

 総合グラウンドの駐車場について、その後の変更はということですが、これまでこ

の審議会でも５５０台では少ないのではないかというご意見もありました。そこで総

合公園（総合グラウンド）の西側にちょうど能越自動車道が通っておりまして、その

高架下に駐車場を確保できないかということで県と協議してきました。その協議の中

で３００台から３５０台ほどの敷地を借りまして、駐車場としてもよいという内諾を

得ております。そういうことで８５０台までは確保できるのではないかと思っており

ます。 
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 現在、城光寺球場でも陸上競技場と合わせまして６００台余りということで、その

他霊園のところにも駐車しておりますので、８５０台ということであれば何とかいけ

るのではないかということで進めております。 

【議長】 

ほかにありますか。 

【委員】 

 先の質問に関連して三点についてお願いします。先ず、資料４の大滝宿舎について

費用対効果はあるとおっしゃいましたが、耐震性の関係で福岡小学校など建て替えら

れておりますが、昭和４７年に建設された大滝宿舎の耐震性についてどうでしょうか。 

 それから、市営住宅は福岡に限らず高齢者の方が多く住んでいらっしゃいます。大

滝宿舎はエレベーターがありませんが、今後１０年活用されるということですがその

辺のお考えはどうでしょうか。あと、西干場の新しい住宅はバリアフリー化されてい

ますか。 

 それからお答えいただけるか分かりませんが、市内の高齢者がどれくらい市営住宅

に住んでいらっしゃるのか把握されているかお聞きします。それと、市営住宅の利便

性や今後地域包括ケアを推進するという中で市営住宅に対するお考えをお聞きします。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【建築住宅課長】 

 先ず、１点目の大滝宿舎の費用対効果に関連してということで昭和４７年に建設さ

れたこの住宅の耐震性ですが、平成１８年に独立行政法人雇用・能力開発機構の方で

耐震診断を実施し耐震補強工事を完了しております。安全性については確保されてい

ると理解しております。 
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 それから、５階建ということですが確かにエレベーターはありません。高岡市とし

ては建替えする新しい市営住宅については、エレベーターを設置しており西干場につ

いても設置しております。大滝宿舎についてはエレベーターがないということで入居

者のバリアフリーという面では厳しいところがあると思いますが、現在、市営住宅の

入居待ちという方が約１００世帯ほどあり、少しでも低家賃の住宅を確保するという

意味から買取したものであります。昇降機については、今後の課題であると思ってお

ります。 

 それから、西干場の市営住宅のバリアフリー化については、昇降機・エレベーター

もついておりますし、フロアーについても段差のないバリアフリーとなっております。

それから、今回整備する西干場の３２戸の住宅のうち２戸は、身障者向けの住宅とし

て１階部分に設置しております。また、市として整備する新しい住宅については、住

戸内や外からの出入りについてもバリアフリーとするよう配慮しております。 

 それから補足として、現在市営住宅での高齢者の比率というお尋ねですが、ただ今

手元に資料が無く詳しい数値は申し上げられませんが、確かに高齢者の方の入居は多

くなっております。そうしたことから市営住宅の建て替えでは、バリアフリー化を進

めているということであります。今後もこうしたことに配慮していきたいと考えてお

ります。 

【議長】 

 よろしいですか。では、ほかにありますか。 

【委員】 

 高岡西部総合公園（総合グラウンド）整備事業に関してですが、前回このメリット

については、城光寺球場との併用やナイター利用、多目的広場、ジョギングコース等

いろいろお聞きしました。 

しかし、福岡町地域にとって当初考えていたところより遠くなりました。そこで、

町には町民グラウンドがありますが、それを整備していただけると聞いております。

それについて、今後どのようにされるのでしょうか。野球人口については、少年も青

年も一般も他所より多く、熱心に行われていると思います。それで、町民グラウンド
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も老朽化しており、この高岡西部総合公園整備ではふれられておりませんが、今後こ

の町民グラウンドについて、合併特例債等の活用も含め進めていただけるのかお聞き

します。 

 それと、この総合グラウンド整備の高岡市としてのメリットは分かるのですが、旧

福岡町にとってのメリットが余りよく分からないのですが、その辺は如何でしょうか。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 

 まず、福岡グラウンドの今後の予定についてであります。現在、福岡小学校の改築

事業が行われておりますので、平成２３年度、２４年度、２５年度については、その

学校教育における代替えのグラウンドとしてこの福岡グラウンドを利用する予定とし

ております。それでこの期間については、学校側に最優先で使っていただくよう考え

ております。 

平成２２年度については、表土の改修に向け現在取り組んでおります。今後の予定

としては、平成２３年度に周辺の自治会の方、野球、サッカー等の利用団体の方、学

校と協議をしまして計画を練っていきたいと考えております。平成２４年度に実施設

計を行い、平成２５年度の後半に整備ということで計画していく予定にしております。

また、合併特例債の活用も予定しております。 

【議長】 

 メリットについては如何ですか。 

【体育保健課長】 

 総合グラウンドの福岡町でのメリットについてのお尋ねですが、前回のこの審議会

でもご説明しましたが、城光寺球場との使い分けということで福岡町のスポーツ少年

団が城光寺球場を使えるようになる、あと中学生の大会や高校生の大会も城光寺球場

が使えるということがあります。それから、福岡の一般の方々も大変野球が盛んです
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が、この本球場や多目的広場で野球を楽しんでいただくことが出来るということがあ

ります。 

【委員】 

 この総合グラウンドが新たな施設として出来るということで、幅の広がった使用が

出来ると考えればいいということでしょうか。 

【体育保健課長】 

 はい、そういうことだと思います。 

【議長】 

 よろしいですか。ほかにありますか。 

【委員】 

 大滝工業団地への企業誘致の件ですが、地元の方も心配されています。プロジェク

トを組んでこれを進めていただく話もお聞きしましたが、もう少し具体的にどの方面

に行って誘致活動をされているのかお聞きできればありがたいと思います。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【地域振興課長】 

 企業誘致活動として、市内、県内を月概ね１５社として１８０社程度を目指して平

成２２年度は取り組んでおります。また、県外においても５０社から６０社に対し企

業誘致活動として訪問しております。 

【議長】 

 ほかにありますか。 
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【委員】 

 報告第３５号の福岡小学校改築事業ですが、普通教室の照度について電気工事の業

社と詰めてはあると思いますがお願いしたいと思います。 

 耐震工事を終えた学校がいくつかあると思いますが、その中で壁を補強したために

再度、照明の追加工事をされたというところがあったと聞いております。特に「ロの

字型」や「コの字型」の角の教室で照度が落ちます。この追加工事をしなくてもいい

ように十分配慮願います。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 普通教室については、明るさが授業でも一番肝心ですので、設計においても十分配

慮したものとなっております。 

【委員】 

 角の教室についても大丈夫ですね。 

【教育委員会総務課長】 

 照度について、設計で十分に検討したものとなっており大丈夫であると考えており

ます。 

【議長】 

 よろしいですか。では、ほかにありますか。ないようですか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、続いて審議事項に入りますが、これについても「審議項目第 14 号 福岡

地域における主要事業の進捗状況」について２つの事業がありますので、順次説明をし

ていただき、その後に質問等をお願いします。 

最初に「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。 

（都市計画課から説明） 

【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、これについ

ては、まちづくり福岡工房の改築事業も含めてお願いします。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 それでは、私の方からは「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。 

（福岡駅前まちづくり推進室から説明） 

【経済振興課長】 

 引き続いて、私の方からは「まちづくり福岡工房改築事業」につきまして、お手元の

資料８－２に従いまして説明をいたします。お手元の資料８－２をご覧ください。 

（経済振興課から説明） 

【議長】 
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それでは、審議事項として説明のありました、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】 

 資料７の福岡中央地区のまちづくりの福岡駅前土地区画整理事業についてですが、

その中で国道８号線の拡幅整備ということで右折レーンの設置など渋滞の緩和にもな

り、福岡の街にとってもいいことだと思います。 

ただ、工事の期間中に渋滞が起きた時には街の中で迂回ということも出来ないと思

います。それで、その迂回路として小矢部市内の八号線から能越自動車道を経て高岡

の道の駅付近まで行くようなことになったら、長距離のトラックなど通り過ぎ、福岡

の街の中で商売している人たち、例えばコンビニやガソリンスタンド、飲食店など影

響があると思います。その辺の配慮をお願いしたいと思います。今の時点で何か対策

があればお聞きしたいと思います。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【都市計画課長】 

 国道八号線の工事に関する渋滞緩和策についてのお尋ねかと思いますが、この土地

区画整理事業について、工事、物件補償に入るまでまだもう少し時間がかかります。

土地区画整理事業を大きく分けますと、先ず仮換地指定を行って、それから工事、物

件移転を行い、そして本換地を行って終了ということで進むかと思います。それで工

事に入るにはもう少し時間はかかりますが、渋滞が起こらないよう配慮し今言われる

ような大きく迂回するようなことは考えておりませんで、現道を活かす形で工事を進

めたいと考えております。 

 それで、現在どの国道関連の事業をみても片側交互通行や通行止めということは出

来るだけ避けておりますが、現道を活かした形でスムーズに通れるよう配慮して進め

たいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

【議長】 
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 よろしいですか。ほかにありませんか。 

【委員】 

 まちづくり福岡工房改築事業について二点お伺いします。前回の６月の地域審議会

ではこのまちづくり福岡工房の工事が１０月ということで予定されておりました。今

回１１月ということで１ケ月ずれてきましたが、これについて何かあったのかという

ことと、来年４月の竣工について心配はないのかということをお聞きします。 

 それから、まちづくり福岡工房のパース図ですが外観にマッチした白壁の大変いい

ものです。パース図ナンバー１を見ますと雅楽の館の壁面が見えてきますが、これに

ついて何かされるのかお聞きします。 

【議長】 

 はい、お願いします。 

【経済振興課長】 

 前回の地域審議会で確か１０月と申し上げました。この基本となる平面、立面図の

作成については整備計画検討会というものを設け、その中では地元自治会関係者、景

観形成団体、学識経験者、商店街代表、ボランティア観光ガイド、指定管理者の９名、

その他アドバイザーとして景観デザインや景観工学の大学院の先生、富山県の景観ア

ドバイザーの２人の方に入っていただきました。そこで基本となる平面、立面図につ

いて慎重に検討が行われたこともあり、発注時期がずれてきたわけであります。 

 来春の竣工については、発注時期が一月余り遅れたこともあり解体工事と新築工事

を一つの工事として発注し、工期を短縮し供用開始に間に合うようしたいと考えてお

ります。 

 それから、雅楽の館の外壁については現在の板壁にも配慮し、予算の範囲内で板壁

やその着色について検討していきたいと考えております。 

【委員】 
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 ありがとうございました。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 私は、現在このまちづくり福岡工房の指定管理を受けておりますウエルカム福岡に

在籍しており深く関わっております。それで、この改築についてお願いといいますか

お考えをお聞きしたいと思います。 

 この施設は、福岡市街地整備の目に見える形として改築事業により平成２３年４月

にオープンするわけです。整備方針によりますとシンボル的施設であるとか、モデル

建築物であるとか、それから福岡市街地のにぎわいの拠点として管理運営していかな

ければならないということで、ウエルカム福岡として大変プレッシャーを感じており

ます。 

 それで、このイメージ図、平面図を皆さんも見られて大変素晴らしいものが建つと

思っております。ですが、この交流の拠点となるここには緑とか水とかに関わるもの

が一切整備されておりません。それが計画されていないということは、指定管理者の

ウエルカム福岡でやりなさいということかもしれませんが、やはり費用的には嵩むと

思います。こういうものは、設計段階から配慮していただけないかということが一つ

にあります。 

 それから、建築事務所、担当課からウエルカム福岡にどのようにやっていきたいか

ということで打診があり、いろいろ意見を申し上げております。後々非常に管理しや

すいようにしていただくことに感謝しておりますが、予算的に苦しいとよく言われま

すと我々も案を練ってやりますが、地域の人が入り易い、そういうとろに経費も掛か

り何とか捻出していただけないかと思っております。市も建設するだけでなく、いろ

いろなところから配慮していただけないものかお伺いします。 

【議長】 

 では、お願いします。 
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【経済振興課長】 

 指定管理者であるウエルカム福岡さんとは、この工事に関しいろいろ協議を重ねて

きました。その中で整備する備品などについても相談させていただきました。限られ

た予算の中で、人が来ていただける設え、環境作りにはウエルカム福岡さんのお力も

お借りし、頑張っ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。 

【福岡総合行政センター所長】 

 補足ということで一つお願いしたいと思います。担当課からもありましたが事業費

的には精いっぱいのところでやりたいと思っております。ただ、この事業の中でも先

ほど説明しましたが、エコという観点からの調査、研究も進めております。来年４月

のオープンということで、いろいろな取り組みがあると思っておりますし、エコの方

からどういうような対応が出来るのか、これから検討させていただきながら、また、

この施設の中でもＬＥＤ照明を念頭に進めております。 

周辺のものについても、どのようなことが出来るのか、花とか緑とか、どのような

対応が出来るのかいろいろな分野の中で検討しております。決して建物が出来たから

お願いしますということではなく、行政としても来ていただくお客様を第一に考えな

がら、相互に協力してやっ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】 

 よろしいですか。梁瀨委員どうぞ。 

【委員】 

 資料ナンバー８の福岡中央地区まちづくりについて、整備方針概要図の中に提案事

業の地域創造支援事業（スポーツ広場事業）とありますが、具体的にはどのような事

業でしょうか。スポーツ少年団などが何か使いやすい何かを提案されるのでしょうか。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

今お話のありましたスポーツ広場につきましては、各種スポーツや市民の野外活動

を誰でもが楽しむことが出来るようにということで整備をするもので、あそこにはグ
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ラウンドも含め相撲場もあります。そういうものの一体整備するということで、先ほ

ど教育委員会からもありましたが、平成２５年度にそれも含め整備をするという提案

事業になっております。 

【委員】 

 今の町民グラウンドのところでしょうか。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 はい、町民グラウンド、福岡小学校を含めたあの一帯の整備でございます。 

【委員】 

 別のものを考えるという意味ではありませんね。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 はい、そういうことでございます。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 審議事項の２番目の都市再生整備計画事業について、資料ナンバー８の事業概要の

計画期間で第２期が平成２６年度から平成３０年度の予定となっております。少し確

認したいのですが、合併特例債の使用時期もあると思いますがこの事業計画の提出年

度は何時でしょうか。 

【議長】 

 では、どなたかお願いします。 

【副市長】 
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 木村委員のご質問にお答えします。合併特例債事業については、完了するまで平成

２６年度となっております。従いました今お話のありました平成２６年度からの第２

期については該当しません。基本的にこの都市再生整備計画事業につきましては一部

合併特例債が入りますが、旧来の言い方で言うまちづくり交付金を財源の中心とした

考え方であります。 

 第２期につきましても、これを応用する形で福岡駅前土地区画整理事業が完了する

までの間、どちらかといえばハードよりもソフトを中心として、まちの活力の源とな

る整備をしたいと考えております。財源的にはこのようなことでご理解をいただきた

いと思っております。 

【議長】 

 よろしいですか。ほかにありますか。 

【委員】 

 まちづくり福岡工房については、一般的な無料の施設として考えればいいのでしょ

うか。それから、多目的会議室は有料で一般や団体に貸すというように考えればいい

のでしょうか。 

【議長】 

 では、お願いします。 

【経済振興課長】 

 この建物については、１階部分は主にお休み処というイメージを持っていただけれ

ばいいと思います。そこはお土産品の販売、地域の特産品や観光情報を提供できると

ころとして考えております。 

 ただ、２階部分については料金をいただくような条例となっておりますので、例え

ば４時間未満については５００円とか、それを越える１日については１千円という料

金を取っております。 
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【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 あと、このまちづくり福岡工房や、雅楽の館、それから他の施設についてもそこへ

行こうと思ったら駐車場のことを考えて行動します。そういうことで建物の整備と併

せて駐車場についても確保してくださるようお願いします。 

【経済振興課長】 

 駐車場につきましては、ご指摘のとおりだと考えますが、この施設の敷地について

は狭く、また細長いためその中で施設を有効に配置するものであります。なお、施設

に向って左側に１～２台の駐車スペースを確保しますが、主に多目的会議室の利用と

いうことで、身障者の方や車椅子の方の利用に活用できればと考えております。 

 こちらの施設については、回遊の中継拠点ということで、例えばカメラ館に訪れた

お客様が次はどこへ行こうかなどと考えながら休憩していただくということで整備す

るもので、皆さんがご利用いただける駐車場はこの施設の周りにありませんが、カメ

ラ館の駐車場や福岡幼児学園横の駐車場、まちの駅の横の駐車場などを利用していた

だければと考えております。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 今の駐車場のことですが、まちの駅の駐車場は私たちが駐車しようとして何台かス

ペースはあるのですか。 

【経済振興課長】 

 まちの駅の左側は、未舗装の砂利ではありますが６～７台駐車できるスペースはあ

ります。 
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【委員】 

 こちらのような田舎では皆さんが車を利用しているので、私たちが考えたとき車の

駐車が出来ないようなところには行けないというのが現状だと思います。街の中でこ

こに車を止めて、そしてそこへ行くということを考えていただきたいと思います。街

の活性化の基になると思いますので、そのことも考えていただきたいと思います。 

【議長】 

 ご意見ということでよろしいですか。 

【経済振興課長】 

 このまちづくり福岡工房の建物には、駐車場を案内する掲示もしたいと考えており

ますので、そうした駐車場を利用し来館くださるようお願いしたいと思います。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 今とはまったく逆の意見になりますが、折角の機会ですので申し上げたいと思いま

す。仕事柄高齢者の方と接することが多くありますが、高齢者の方には、車の運転が

出来ない方が多くいらっしゃいます。どこに行くにしても最終的にバスになっている

と思います。折角このようなお休み処が出来てもそこへのアクセスが課題となります。

高岡市内には比較的細い道路でも入って行ける「こみち」というコミュニティバスが

運行されていて、便利だということを高齢者の方から聞いたことがあります。 

 それで、駐車場というよりもエコの観点からもこのような比較的小さなバスを観光

拠点に時間を決めて走らせるということが、運営で難しいことがあるかもしれません

が、そうした取り組みもまちづくりの中では必要なのではないかと思い、意見として

発言させていただきました。 

【議長】 
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 意見ということでよろしいですね。時間も経過しておりますので次に進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（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、順次説明をお願いします。その後

に質問等をお受けします。 

最初に「合併に伴う事務事業等の調整」について、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９に従いま

して説明をいたします。 

（資料№９で説明） 

【議長】 

次に「とやま・ふくおか家族旅行村管理運営事業費及びフィットネスジム運営費の事

務事業効果検証結果」について、説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

 それでは、「とやま・ふくおか家族旅行村管理運営事業費及びフィットネスジム運営

費の事務事業効果検証結果」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。 

（資料№10 で説明） 

【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。 
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【委員】 

 今説明のありました、とやま・ふくおか家族旅行村、フィットネスジムとも福岡町に

とっては健康、福祉の面で大切な施設であったと思います。 

それで、数字上だけで言えるものではないと思いますが、とやま・ふくおか家族旅行

村については、地域住民の働きの場でもありましたし、やまぼうしへのバスは地域住民

の足でもありました。過去において旧福岡町は、「福祉の町」を宣言していたこともあ

ったかと思います。 

フィットネスジムは、利用率がどうであるかは分かりませんが、Ｕホールを建設した

ときには、こうした施設があるのかということで期待もあり、最近では中高年の方の利

用も多くなっております。毎日の健康づくりにこうした施設があるのだということを知

らしめたものでした。 

こうしたことで、単に数字だけでこうした施設を取り上げられるということは、福岡

町の住民としてちょっと気になるところです。数字では計り知れないところが、どうな

っていくのか大変気になるところです。 

【経営企画部長】 

 今回の事務事業効果検証を取りまとめた立場として少し説明させていただきます。先

ず、絶対的に地方財政が厳しいということがあります。それから高齢化が進み福祉関係

経費が増えていくということがあります。一方では、北陸新幹線をはじめいろいろ整備

を図っていかなければならないことがあります。それから、住民の安心・安全を図って

いく施策も実施していかなければならないということもあります。ということで大変厳

しいのですが、メリハリのある行財政運営を行っていかなければならないということが

ありまして、そういう中で高岡市の全ての事業について点検を行ったわけです。 

 そうした中で、今委員ご指摘のあった２点についても検証チームの検証結果の提案と

いうことで出させていただきました。数字で計れないところがあることは分かっており

ます。ただ、検証チームとしての結果としては、例えば家族旅行村について言えば当初

利用者は大変多かったのですが、ピーク時６万５千人の利用者が現在は３万２千人に減

少してきておりまして、その中で市費をつぎ込んで赤字を補填してきております。 
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 家族旅行村の皆さんも地域の皆さんも大変頑張っていただいております。しかし、当

初は、市外から人を呼んで地域を活性化しようという施設でしたが、近隣でもいろいろ

な施設が出来てきており、今のままでの運営ではちょっと厳しいということがあります。 

 それから、法人の問題があります。それは、民法の法人制度が変わりまして、現在家

族旅行村は民法に基づきます財団法人ということで公的な保障を与えられて活動をし

ておりますが、制度が変わりまして平成２５年の１１月までにこのまま公益法人でいく

のか、公益法人でなくなるのかという選択をしなければいけない時期に来ております。 

 そうしたこともあり家族旅行村公社の場合は、公社をどうするのかという問題の前提

に、家族旅行村自体をこの後どうしていったらいいかという根本に戻った検討が必要で

はないかということで、今回の報告があったわけであります。 

 これは、今、説明しましたようにあくまで一つの報告でして、今後、議会の皆さんの

ご意見、今日いただいたような地域の皆さんのご意見、家族旅行村公社の関係者のご意

見をお聞きしながら、どのように課題を解決しどのように今後持っていくのか、そうい

う話合いをしていきたいと考えております。 

 それから、もう一点のフィットネスジムの件ですが、利用者も２万人ですか、今ちょ

っと減りまして１万８千人位と聞いておりますが、大変多いと思っております。ここに

つきましては、一つには事業費が市の他の公共施設に比べ非常に掛かっているという問

題があります。運営委託料で約１千４百万円位掛かっておりまして、それに運動機器や

コンピューター機器のリース料に約３百万円程掛かっております。 

 このような施設は、むしろ民間であちこちに出来てきており、どのような役割を担っ

ていくのかが課題かと思っております。今言ったような問題をどう解決していくのか、

そうした検討をお願いしたいという事で報告したものであります。 

 これは、一つの報告でして担当部局を中心に地域の皆さんのご意見をお聞きし、また、

議会の皆さんのご意見を聞いて、一つの方向性を出していきたいと考えております。で

すから、決して廃止ありきということではありませんので、どうぞ皆さんも今後どうし

たらいいのかご意見を出していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

【議長】 
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 よろしいですか。 

【委員】 

 行政が関わっていて決して儲かることはないと思います。健康ですとかそうした住民

サービスには、是非、行政が一番関わっ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】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 現在、調整検討中の項目についての状況ですが、９番目の単位自治会の助成に関する

ことについて、この５年間旧福岡町の自治会は旧高岡市の自治会から比べ優遇を受けて

いました。世帯当たりの単価で旧高岡市では２５０円で旧福岡町が１０００円で受けて

いました。これについて５年後に調整することになっておりましたが、いろいろ、調整

で厳しい状況も見られますし、また、旧高岡市の自治会も厳しい中２５０円で自治会運

営を行ってきていらっしゃいます。 

そこで、見直しという中で例えば旧高岡市の２５０円を５００円にして統一すること

もあってはいいのではないかと思います。減らす中で上げるという対応が厳しいことも

わかりますが、これまで旧福岡町の自治会はありがたかったわけでして、統一化する中

で、ただ減らすだけでなく旧高岡市の方を上げて統一する考え方もあってはいいのでは

ないかと思います。そうしたことで自治会からのいろいろな協力も得やすいと思います。 

 こうした対応も検討の一つの案として考えていただければと思います。旧福岡を半分

にするけれども、旧高岡でその分を上げて統一する、そうしたことも考えていただけれ

ばと思います。 

【議長】 

 今はご意見ということでよろしいですか。 

【委員】 
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 はい。 

【議長】 

 ほかにありませんね。それでは、その他で提出されている案件についてはこれで終わ

ります。 

【市長】 

 この後、事務局から連絡事項があると思いますが、私の方から少しお願いします。本

日は、いろいろご意見をいただきありがとうございました。それぞれの事業に関し、い

ただいたことについては、それぞれの担当部局で相談をさせていただきたいと思います。 

 特に後半の方でいろいろいただいたご意見について、私の方から少し申し上げたいと

思います。全体のまちづくりの中で車の問題については、避けて通れないことだと思い

ます。駐車場をどのように配置するかは重要な問題だと思います。一方、街のにぎわい

は、歩くということで感じるわけですので、それぞれの施設の前に駐車場を用意するこ

とについては、よく考える必要があると思います。 

 例えば、瑞龍寺では以前には門前に駐車していたようですが、それが離れたところに

駐車するようになってから瑞龍寺まで参道を歩くようになり、お店も出来て段々と門前

町のようなものが出来てきたのかと思います。 

 それで、今回の福岡のまちづくりでも歩くということが大きなコンセプトになってい

ると思います。どのように歩いていただくのか考えて、駐車場も整備していく。その中

では、ぐるりと回ってくることが出来るルートを開発する。そうしたことを総合的に考

えながら街づくりをすることが大事だと感じながら伺っておりました。 

 それから、公共交通については悩ましい問題です。交通弱者という方がいらっしゃい

ます。大きなところでは北陸新幹線が開通したら福岡地域とのアクセスをどうするのか

ということも公共交通として大きな課題です。各集落の方々が車の運転が難しくなった

ときに行きたいところへどうやって行くのかということも課題です。 

 北陸新幹線が来るこの時期が一つの契機ですが、交通事業者ともどういうルートがい

いのか相談しながら、また、コミュニティで支えていくことも必要なことだと思ってお
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ります。福岡の場合には公営バスが運行していますが、公共交通ということで考えてい

ければと思っております。 

 それから、事務事業効果検証、合併の調整課題についていくつかありました。特に事

務事業効果検証に関してご心配をかけていると思います。現在はこのプロセスの段階で

すので、一つ一つについての意見は差し控えさせていただきたいと思います。 

 私自身の思いとしては、役所の中でこうした議論を進めていくことを皆さんにお見せ

したいということがあります。いろいろ整理していく段階で、それぞれの課題などにつ

いて皆さんと議論していきたいと考えております。一方では、そうしたことは役所でや

ってくださいというご意見もあるかと思いますが、是非、こうして皆さんと議論して進

めていきたいと思っております。 

 私自身は、出来るだけ市民の皆さんに多くの行政メニューでサービスが提供できれば

と思っていますが、なかなか、「あったらいいな」では通用しなくなってきていること

も現実です。中央政府の事業仕分けの例もありますが、必要性についてしっかり説明し

ていくことが求められる状況になっています。 

 市民の一人一人にそのことを求めているわけではありませんで、我々が事業をしてい

く上で、その必要性について説明する説明力を持つことが重要になってきております。

これから、都市と地方の配分のあり方、個人と法人の負担のあり方、受益を受ける人と

そうでない人の負担のあり方、そういうものがこれから常に問われてきますので、事業

の必要性についてその事業のあり方や負担のあり方について議論して進めていくこと

が必要だと思います。 

 何年も事業をしていきますとマンネリ化ということも起きてきます。一度、原点に返

って議論する、そういうことで敢えて問題提起をさせていただいております。いろいろ

なご心配もあるかと思いますが、今日もいろいろご意見をいただきました。今後もご心

配やご意見を遠慮なく出していただき議論を深めていく、そうした中で良いものを見出

していきたいという、今の段階での私の思いを発言させていただきました。 

 これまで、地区でいろいろ支えていただいているそうした方々の思いもいただきたい

と思います。また、こうしたらいいというアイデアもいただければと思います。是非、

いい方向に進めればと思っておりますのでよろしくお願いします。 
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【議長】 

 事務局から何かありますか。 

【事務局】  

次回の第１６回福岡地域審議会は、２月初め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、１１

月１５日（月曜日）から２１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１５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１５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。 


