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第１６回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２３年２月７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、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、立浪重建

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  

なし 

 

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１６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１６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。 

昨年の暮れから雪が降り、久しぶりにスキー場も年内からオープン出来たようです。

正月も雪の中で迎えましたが、その後も断続的に雪が降り大雪注意報が出て１月末には

自分の家でも屋根雪を下ろすこととなりました。大雪ということで山間部の方には大変

であったかと思いますが、特に沢川地区では４メートル近くあったのではないかと思い

ます。そうした中、高橋市長におかれては沢川地区を視察していただきました。そのほ

か町部の方々も大変であったかと思いますが、特に歩道の除雪が大変であったようで、

スコップ一かきということで地域の皆さんのご協力もよろしくお願いします。 

さて、合併して５年３カ月が経過しました。この間、当地域の大型事業が順調に進め

られてきていることに感謝申し上げます。また、５年を目途にした事務事業の見直しも

順調に進んでいると思っております。そして、これからの大事なことは安心で安全な地

域づくりを行政と地域の皆さんで協働してつくっていくことではないかと思っており

ます。またよろしくお願いします。 

本日は、平成２３年度予算編成が進められている大変忙しい時期であるかと思います

が、市ご当局から個別事業や計画等の説明をしていただき、皆様のご協力により実りあ

るご審議をお願いして、私の挨拶とさせていただきます。 

 

３ 市長あいさつ 
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【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、第１６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、ただいまの山田会長さんのご挨拶にもありましたように福岡地域、特に五位

山地区は大変な大雪でありました。先般も沢川地区に行き大変ご苦労されていること

も拝見し、職員にも通行の確保に最善を尽くすよう指示もしたところです。 

また、除雪だけでなく高齢者の方々の見守りについても心がけるよう指示をいたし

ました。それから集落の孤立を避けるよう道路の確保に全力をあげるようしていたと

ころに、県道が一時通行不能になったという情報もあり、公営バスの運行に支障が出

ないかと心配しておりましたが、地元の皆さんのご尽力もあり市道を迂回して何とか

運行していくことができました。 

いずれにしましても大変なご不自由をおかけしているかと思いますが、全力を尽く

してまいりたいと思います。雪も少し小康状態になってきていますが、除排雪と高齢

者の方々を中心として見守りなど支援に最善を尽くしてまいりたいと思います。 

それから、何といっても地域の方々のご協力が何よりも大切かと思いますのでどう

かよろしくお願いいたします。 

さて、昨年は合併５周年ということで記念事業など福岡地域の方々にもいろいろと

お世話になりました。市としましてもちょうど合併５年目迎える日にはこの福岡で将

来のまちづくりを考える「まちづくりフォーラム」を開催し有識者のご意見も伺いま

したが、そうしたことも踏まえ現在、総合計画の見直しを行っております。 

現在の総合計画は、合併した時の新市建設計画をベースに策定しておりますが、全

体で１５年の計画になっております。今年が第１期５年の最終年になります。来年２

４年度から中期５カ年に入ってまいりますが、その中期５カ年の計画を作っておりま



4/21 

す。今年、基本計画、実施計画を策定し来年からの実施に備えたいと考えております。 

来年からの５カ年の間には北陸新幹線が平成２６年に開業いたします。そういう意

味では高岡の発展を占う大事な時期だと思っております。この計画では新幹線が開業

するまでやるべきこと、そしてその後どうなっていくかということの道筋を示しなが

ら、また今後の１００年の最初の計画ということでしっかりと方向付けをしていきた

いと考えております。本日はその辺の報告もさせていただきたいと思っております。 

それから、会長さんからもありましたが地域の安心・安全がベースにあると思いま

す。この冬の雪の経験も活かしながら安心して暮らせる地域づくりを進めていきたい

と思います。また、地域との協働ということも積み上げていきたいと思います。各地

区の自治会長さんや民生委員さん、各種団体の皆さんのご協力も大変ありがたいこと

だと思っております。 

特に福祉関係のお話をしていて、少子高齢化の今日、無縁社会と言いましょうか、

一人ひとりが途切れた中で支えていくのは大変なことかと思います。行政の力やお金

だけではなかなか支えていけないわけで、地域の皆さんの力と行政やそのシステムと

うまくかみ合わせていくことが大事なことかと思っております。 

これから、子育てや高齢者介護というところで皆さんとネットワークを作って進め

てまいりたいと思います。医療機関や施設、ボランティアの皆さんの力を集めてこれ

に対処するネットワークを作っていきたいと思います。 

審議会については、今回で１６回目を迎えますが、この間、合併時に計画されまし

た事業については、概ね順調に進められてきたと思っております。事務事業について

も５年間を経ていろいろ調整させていただくこともありましたが、また、この場でも

協議させていただきこれについても目鼻がついてきたと思っております。 

それから、既にいくつかの事業については取り組んでおりますが、いよいよ中心市

街地の活性化、福岡駅前の土地区画整理事業というような大きな長期的な事業にも取

り組んでいきます。 

本日は、そのようないくつかの事業について報告させていただきながら、また、今

後の福岡地域の方向がしっかりと見定めていけるようなご議論をお願いし、ご意見・
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ご提言等をいただきたいと思いますので、よろしくご協力を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、本日の会議

は１５人の委員の全員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、山田会長よろし

くお願いします。 

 

（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４件、②その他２件となっております。 

【議長】 

それでは、「報告第 40 号 蓑川プロムナード整備事業」について、説明をお願いし

ます。 

【道路建設課長】 

 それでは、「報告第 40 号 蓑川プロムナード整備事業」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。お手元の資料１をご覧ください。 

（道路建設課から説明） 

【議長】 
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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】 

 この事業については、防草に対する配慮やＬＥＤを使用し環境にも配慮した事業と

して大変素晴らしいと思います。これに関連して私は荒又川の近所に住んでおります

が、国道８号線から下流３００mのところが緑化がされていなく桜の木が無くなった

ままになっている。福岡町に入ってくるところでもありイメージアップにもなると思

うが、緑化、桜並木の復活をご提案するがいかがでしょうか。 

【道路建設課長】 

 今お話のあった河川の管理は、県でありますので管理者に伝えていきたいと思いま

す。 

【委員】 

 それは、よく分かっています。今回の蓑川プロムナードの事業もそういうことも含

めて位置づけて進めてもらいたいということでお話しています。参考ということで申

し上げました。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 このプロムナードの瓦コンクリートについてエコではあるが高価だと思いますが、

その耐久性についてどうでしょうか。それと、瓦コンクリートとアスファルトの通行

について、通る場所が分かりやすくなるよう標識などの設置を考えていただければと

思います。 

【道路建設課長】 
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 先ず、瓦コンクリートの耐久性ですが、これについては歩道部に使用するつもりで

す。ですから壊れることはないかと思っております。 

 それから色が分けてあるが歩道と車道が分からないというご指摘ですが、ありがと

うございます。慣れてくれば分かると思いますが、初めての人は分かりにくいと思い

ますので、地元の方、公安委員会と相談し分かりやすい標識を考えたいと思います。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 歩道と車道の間に白線を引くことはされないのですか。 

【道路建設課長】 

 歩車道境界については現在のところ考えておりません。 

【委員】 

 誰が来ても歩道と車道が分かるようになっていればよいのですが。 

【道路建設課長】 

 はい、それは標識の方で検討したいと思います。 

【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】 

 次に、「報告第 41 号 まちづくり福岡工房改築事業」について、説明をお願いしま

す。 
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【経済振興課長】 

 それでは、「報告第 41 号 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。 

（経済振興課から説明） 

【議長】 

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

【委員】 

 観光面や景観にマッチした形でまちづくりを進められていることはいいことですが、

来訪者について、高岡市からなのか、また飛越能からあるいは金沢からなのか、広域

圏的に来てもらえるようすることが必要でないかと思う。そういう意味でもう少し具

体的な観光ルートの提示をして欲しいと思います。 

 施設の管理についてはウェルカム福岡さんに任されるようだが、施設管理の情報開

示をお願いしたいし、また、行政には民間の参入意欲を高める方策や情報発信をお願

いしたい。単に施設を造るだけでなく、全国に情報発信をしていくよう努めて欲しい。

菅笠の正月飾りなどは非常にいい企画だったと思うので、そのようなことに取り組ん

でもらいたい。 

【経済振興課課長】 

 まちづくり福岡工房改築事業は、都市再生整備計画事業として取り組んでおり、ま

ちづくり工房だけの来訪者数やターゲットは設けてはおりません。都市再生整備計画

では、ミュゼふくおかカメラ館増築や蓑川プロムナード、駅前の交流センター、福岡

駅前土地区画整理事業が盛り込まれております。この計画では、歩行者を中心にまち

を再構築することを目標にしており、指標では地域のイベントと連携した交流人口の

増加、生活の質を高めることにより人口減少率の維持と住民満足度の改善を設定し、

回遊性や居住性の向上を目指しています。 
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目安としてカメラ館の来館者数は平成１９年が１９，５００人で２５年には２２，

０００人に、地区内の人口減少率は平成２０年で４％を２５年でも維持する指標を持

っています。 

また、この対象エリアは福岡中央地区の５０ヘクタールです。まちづくり福岡工房

の改築で来訪者数をどう見込むかというよりも、これまで申し上げた事業全体で数値

目標を持っております。また、ターゲットについても同様であります。 

まちづくり福岡工房は、菅笠づくりの実演やアマチュア写真展、前句の展示など福

岡らしい取り組みによりオンリーワンを目指し来訪者の増加を考えております。現在、

福岡の中央地区ではまちづくり福岡工房のほかにウエルカム福岡が設置した施設で、

全国の特産品の販売やミニライブコンサート、展示を行っているさんちょんぴん蔵、

雅楽の館があります。 

これらの特徴を持つ三施設は、ミュゼふくおかカメラ館や菅笠の館と相乗効果によ

り福岡地域外からも来訪者を呼び込み、福岡の元気を市内外に発信し、空家、空き店

舗への起業者への誘い込み、まちなかのにぎわい創出の起爆剤となるよう、また次世

代のまちづくりのため、まちづくり福岡工房活用委員会で十分検討し取り組んでいき

たいと考えております。 

【委員】 

 今説明ありましたように非常にいい内容です。ただ、ほかのところは例えば道の駅

のようなところはそこに集中しています。あまり分散していると機能が果たせるのか

危惧されます。そういうことでほかの道の駅は非常に反映しています。分散化がいい

のかということと、今設定している場所だけでいいのか、それと新しい企画としてソ

フト的なものができないのか。個人のものですがイセコレクションなどもあり福岡ら

しいものが考えられると思いますので、また、検討ください。 

【議長】 

 ここに全国商工会連合会の会長である石澤市政顧問さんがいらっしゃいますので、

全国のいろいろなまちづくりも見ていらっしゃいます。参考になるかと思いますので、

皆さんのお許しを得て伺いたいと思います。 
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【市政顧問】 

（全国のまちづくりなどについて事例紹介） 

【議長】 

 ありがとうございました。まちづくりは、行政だけでなく地域の住民が中心になっ

て取り組まないと進まないということであったかと思います。そういうことでよろし

くお願いします。ほかに何かありますか。 

【委員】 

 まちづくり福岡工房の活用委員会を設置し検討されるようですが、その中でいろい

ろな企画をされると思いますが、是非その企画の運営ができるところまでしっかり検

討していただきたいと思います。指定管理者は、ものは与えられて頑張らなくてはい

けませんが、実際の活動をするときに長続きするようなところまで考えていただきた

いと思います。 

【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】 

 次に、「報告第 42 号 福岡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、「報告第 42 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】 
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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】 

 Ｂ＆Ｇ海洋センタープールについては、子どもを通して利用しており通年利用が出

来るようになることで嬉しく思っております。それで施設が出来てからのソフト面の

ことですが、高岡市近隣のこうした施設ではいろいろな講座、教室が行われています。

そこでプールは、特に体に負荷がかからないということで、高齢者の方がよく利用さ

れています。以前のＢ＆Ｇでは子どもが主体で、週に１回などソフト面が今一だった

と思います。せっかく整備されるのですから皆さんが利用できるようなことを検討し

ていただければと思います。 

【教育行政センター主幹】 

 こちらの施設は、指定管理者制度を活用しております。現在でも子どもさんを中心

とした教室を開催しております。今ご指摘のようなことは、施設は違いますがＵホー

ルのフィットネスジムでは、高齢者の利用も多く、そういうことで指定管理者の方で

も高齢者のメニューも考えておりますのでよろしくお願いします。 

【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】 

 次に、「報告第 43 号 市有住宅大滝宿舎の申込み状況」について、説明をお願いし

ます。 

【建築住宅課長】 

 それでは、「報告第 43 号 市有住宅大滝宿舎の申込み状況」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） 
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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】 

 募集してわずかな期間ですが、入居率が少し悪いと思いますがこれに対する原因が

何なのか。交通の便は駅から近くていいと思いますが、今後の少子高齢化を考えた時

のバリアフリーについてはどうなっているのか。また、ものづくりのまちを考えた時

に福岡にも工業団地がありますが企業誘致についてどう考えるのか。残りの戸数を何

時までどうして解消していくのか。これはまちの活性化にもつながると思いますので

よろしくお願いします。 

【建築住宅課長】 

 ご指摘のように新規募集しまして８０戸に対して現在２３戸ということで残念な状

況です。原因として考えられることは、１１月３０日に所有権移転して年が明けてか

ら公募しましたが、時期的なことがあると思います。１月から公募し、また今年は大

雪であったということもありますが、異動時期ではないということがあります。それ

から、施設が５階建てで現在エレベータがありません。施設的にはバリアフリーとい

うお話もありましたが、長期の空き家であった部屋は修繕もしてはおりますが、そう

したことも影響していると思います。 

 今後の対応ですが、福岡駅から歩いて５分、近くには福岡庁舎やＵホールもありま

す。ドラックストア、その他ホームセンターも近くにあるということで立地条件をＰ

Ｒしながら、春に向け異動時期に向けて入居率もアップするのではないかと思ってお

ります。 

 それから、西干場市営住宅で現在３２戸の建て替えをしておりますが、今後も平屋

の建て替えということで、入居者の移転先を確保しなければならないということも発

生します。既存の住宅は家賃が３０００円から４０００円という方がいらっしゃいま

す。これが新しい住宅になると２万７千円くらいと高くなるので、大滝宿舎は５階建

てですが、まだ１階から４階までの住戸もあり家賃も１万円余りということで、そう
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した建て替え予定の入居停止の団地の方々にも紹介しながら、大滝宿舎の活用を進め

ていきたいと考えております。 

【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。 

 

（２）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「高岡市総合計画第２次基

本計画中間報告」について、説明をお願いします。 

【都市経営課長】 

 それでは、「高岡市総合計画第２次基本計画中間報告」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。 

（都市経営課から説明） 

【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】 

この５カ年計画に関連して、地区の農業の現状とお願いについて聞いていただきた

いと思います。私たちの地区では農業の後継者がいない。また、お嫁さんがいなく結

婚ができないという問題があります。都会へ行ってしまうともう帰ってこないという

切実な悩みがあります。 

 こうした状況の中で、後継者問題について行政の支援をお願いできないかという声

がありました。その一つとして、行政で結婚相談の窓口を作ってもらえないかという
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要望もありましたが、それはなかなか難しいと思います。農業の継続が困難になって

きており、結婚もできないということで何か行政の支援をしてもらえないかという地

域の声を聞いてきましたのでよろしくお願いします。 

【都市経営課長】 

ありがとうございます。農業の安定的経営ということで後継者不足は大変重要な問

題だと考えております。現在、高岡市農林水産業振興プランを策定いたしております

が、その中では農業の持続的経営ということを大切な柱として考えております。後継

者をどのように育成していくかは大変難しい課題かと思いますが考えていかなければ

ならないと思います。 

一つには経営規模の拡大と高岡ブランドの確立、そして携わりたい農業にしていく

ことが必要かと思います。そうしたことを柱にしたいと考えております。 

もう一つの嫁不足の件ですが、これは農業の関係だけでなく全体的にあることなの

かと思っております。高岡地区では、高岡市、氷見市、小矢部市の３市の広域圏事業

として、であいふれ愛事業が行われておりますし、ＪＡさんの方でもそのような取り

組みをされていると伺っております。 

 若い人からは、おせっかいだとの声もありますが、この件に関してはどういう形が

いいのか若い方の声も聞きながら考えていきたいと思います。ご意見ということでお

聞きしたいと思います。 

【委員】 

よろしくお願いします。 

【議長】 

ほかにあります。はいどうぞ。 

【委員】 
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お願いですが、私はスポーツ団体のお世話をしています。スポーツには競技スポー

ツと生涯スポーツがあり、競技スポーツには結構お金が掛けられて、施設も充実して

いると思います。民間が行うスポーツには芝生が必要だと思いますが、屋根や照明施

設が必要ということでなく、河川敷でもいいですし、赤丸地区の運動広場でもいいで

すが、百メートル四方くらいのグラウンドを芝生化が出来ないか検討をお願いしたい

と思います。 

 百メートル四方の芝ですと競技用では結構お金がかかりますが、このような子ども

たちが遊べるようなところの芝でしたら１０万円くらいで出来ると聞いています。生

涯スポーツとして高齢者から子どもたちまで利用できます。一緒に交わって利用でき

ると思います。こうした施設といいますか、広場に光を当てていただければと思い希

望します。 

【議長】 

お願いということでよろしいですか。 

【委員】 

はい、それでよろしいです。 

【議長】 

ほかにありますか。 

【委員】 

お願いといいますか、私の夢ということで発言させていただきます。今回の雪につ

いて五位山地区では大変でしたが、除雪していてもったいないなと思いました。同じ

除雪をしていてもこれが「かまくら」つくりなら楽しかったのにと思いました。沢川

の積雪量があれば巨大や雪のすべり台も出来たろうと思いました。 

休校している淵ヶ谷小学校にホテルのように簡易ベットがあれば、こういうとき役

に立ったのかと思いました。前にも発言しましたがここは現在高岡フィルの練習場と

して利用され、地域や地域住民との交流の場にもなってよかったと思っております。 
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観光ということになりますと行政としてずいぶん前から企画も必要ですが、沢川で

屋根雪下ろしの体験を計画されたときには雪はもうなかったのですが、天気予報で１

ヶ月くらい先が見通せれば、旅行会社さんとタイアップし、この時期にはこうした企

画、プランがありますということで発信していけばと思います。立山の雪の大谷には

敵わないと思いますが、こういう大雪の時には即座に対応出来ることで雪も観光資源

にしていけるのかと思います。 

 それと菅笠についてこれは福岡では一番のものかと思いますが、お正月のしめ飾り

として菅笠に飾ったしめ飾りを各家庭の門戸にご協力していただいて飾るということ

で、単価は普通のしめ飾りよりも高くなりますが、きちんと保存して毎年まちの中で

増やしていけば、これも菅笠のまちとしていいことではないかと思います。提案させ

ていただきます。 

【都市経営課長】 

雪の観光について、雪を迷惑がってばかりいて思いつかない視点であったかと思い

ます。観光については、私たちが普通に思っているものをほかの人にどうアピールし

ていくことかと思います。 

こうした視点で高岡の中を見ていけばもっといいものがあるのかと思います。体験

型という観光ではいいものになるかと思います。冬場ということで交通機関や全体の

運営で難しい面もあるかと思いますが、パッケージしたものではなく、いいものをみ

ていただくということで参考にさせていただきたいと思います。 

 それから菅笠の飾りがまちの中でずっとあったらいいなと想像しながら思いました。

実現したらいいなと個人的には思います。 

【議長】 

はい、ほかにありますか。 

【委員】 

資料の安心安全の中で地域福祉ネットワークの構築ということについてお聞きしま

す。ここでは、子どもから高齢者まで云々ということで幅広くとらえられていますが、
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法律的にも制度的にもまた市の担当課ということでもばらばらです。高岡型地域福祉

ネットワークづくりとありますが、課題ごとにどことどこをネットワークしていくの

かという体系が必要かと思います。 

それで、それをどこがコーディネートしていくのかということと、私は高齢者に関

係する仕事に携わっていますが、高齢者だけでも健康増進課、高齢介護課、社会福祉

課というように一人の高齢者の生活をサポートするだけでもいろいろな課がまたがっ

ていて、横の連携がまだまだうまくいってないように思います。つなぐという言葉で

すが、つながっていないなあと思います。 

高岡型地域福祉ということで随所に出てきますが、この構想についてもう少し具体

的にまだ詰まっていないのかもしれませんが、今回の大雪の件でも鍵になるものが自

治会のネットワークでしたが、この計画に地域福祉ネットワークが上がっていること

は大変うれしいのですが、抽象的ですからもう少し具体的にお願いできればと思いま

す。 

【都市経営課長】 

ありがとうございます。何が高岡型地域福祉ネットワークという型があるかについ

て今はありません。ただ、これからつくっていくなかで高岡型という誇れるものをつ

くっていきたいという思いがあります。 

 今言われましたように高齢者、福祉と言いましても、認知症であったり、単身の高

齢者ということであったり、要介護、要援護というような様々な切り口があります。

言われるように制度上それぞれ縦割りというようなことがあるかと思います。 

 福祉にしても、障害者、障害児というようなこともあります。制度上縦割りという

ことですが、受ける側からすれば一人で窓口が広がるということになります。その方々

にどのような形でサービスを提供するのが一番いいのか、考えていくのがネットワー

クだと思います。 

 なかなか部屋がまたがっていてうまく機能していない面があるのかと思いますが、

そうしたこともありますので、先ず一つひとつのネットワークを、高齢者なら高齢者、
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認知症なら認知症というもののネットワークをきっちりするなかで、そこで相互にい

いものを持ち寄れるように場をつくっていくことが先ず大切かと思います。 

 まだ、抽象的かと思いますが一つひとつのネットワークをつくり上げていくなかで、

組み立てていくなかで高岡型というものが出来てくると考えております。 

【市長】 

最後にまとめてと思っていましたが、折角の機会を得ましたのでお話させていただ

きます。高岡型については意識して使っています。今これからつくり上げていくと言

いましたが、私自身はもう高岡型はあるように思っています。地域のコミュニティの

強さは非常に危ないようですけど日本では残っていて、それを皆さんが互いに支えあ

っていると思います。 

先日、沢川に行きましたが、大変な雪の中でお年寄りの方もいましたが、皆で支え

あっている。若い方も平地から上がってきていただいて、また、包括支援センターの

方もお仕事かもしれませんが、高齢者の見守りということで尽力いただいており、皆

で支えあうことがうまくまわっていました。 

お一人おひとりの優しさというだけでなく、それを仕組みとして機能させていくと

ころに高岡型があると思っております。そんなに無理なことをお願いするということ

ではなくて、今やっていただいていることをああそうだなと気づいていただいて、そ

れを仕組みとすることだと思います。互いにお願いしやすいという状況をつくってい

くことが出来ないかということで、あえて言っております。 

 普段やっていることに名前をつけることはおこがましいと思いますが、普段やって

いることを一つひとつ仕組みにしていく作業をすることは必要だと思っています。そ

れは、そんな難しいことではないと思いますが、話は違いますが２月３日に体力づく

りの文部大臣表彰をいただきましたが、その中ではスポーツもあれば健康づくりもあ

り、それ全体が高岡市として評価され、表彰されたという新しいことではないかと思

います。これは普通に行われていることですが、全国的にみれば非常にユニークなこ

とであったということです。 



19/21 

 そういうことでこうしたことに気づいて、拾い上げて、仕組みの中に取り込んでい

くことを皆さんとやっていきたいと思っています。 

 先ほど、子どもから高齢者までという話がありましたが正直縦割りですが、まさに

そこをつないでいきたいという思いです。高齢者であれば例えば認知症でしたら今あ

るものをもう一度整理しまして、足りないところを補いながら仕組みをつくっていき、

それが出来ましたら、その経験を踏まえて要介護者について取組んでいく。まあ、そ

れがそのまま子どもで出来るかわかりませんが、子育て支援センター、子育てサロン、

保育所、幼稚園などそれもそれぞれネットワークをつくっていくことを織り込んでい

きたいと思います。 

 そして、それぞれ出来たネットワークをどうつないでいくか、発展系の中で地域に

おいて皆で支えあっていくということを考えております。これから皆さんとつくると

いうところで、つないでつくるということを皆さんとやって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。それで、総合計画は非常に多岐にわたりますし、今後、

いろいろなところで皆さんご質問やご意見を出していただければと思います。これで、

総合計画については終わりたいと思います。 

【議長】 

次に「エコのまちづくり世帯アンケート調査結果」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、「エコのまちづくり世帯アンケート調査結果」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。 

（福岡駅前まちづくり推進室から説明） 

【議長】 
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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】 

地域資源ということで、エコと地域資源は密着していると思います。今のお話で気

になったのですが、この福岡町は、岸渡川、荒又川、蓑川など川に囲まれています。

それから鯉の里もあり矢部においては養鯉も盛んで水が豊富であります。 

そこで、水というもののエコの取り組みで具体的に何か入れることがあればと思い

ますがどうでしょうか。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

私の方から言える範囲でお答えしますが、都市再生整備計画事業として福岡市街地

５０ヘクタールで１８事業そして関連事業も含めれば２０事業以上のことを行ってお

ります。 

その中で、プロムナードが文字どおり歩いて楽しいまち、歩行者を中心にまちを再

構築したい事業であります。これが、エコそのものだと思っておりますし、それから、

旧北陸道の菅笠問屋さんの資源を活用することもエコそのものだと思っております。 

それで、歩行者を中心にまちを再構築する都市再生整備計画がエコの切り口を持っ

た事業だと思っております。それから、ＪＲ福岡駅前ゾーンですがロータリーも出来

ますし、その直近には地域交流センターを中心としたイベント広場や蓑川公園も整備

されていく計画になっております。そういう中で水と緑を念頭に整備を行っていきた

いと考えております。それから、福岡全域ですが水のいいところがたくさんあります。

そうしたことも念頭にまちづくりを行っていきたいと思います。 

【議長】 

よろしいですか。ほかにありますか。 

【委員】 
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先ほど観光という話もありましたが、私の地区では開町４００年で記念事業もさせ

ていただきました。市の方でもＰＲしていただき多くの人に来ていただきました。そ

の後も、観光バスも来るようになりましたが、そうした熱が冷めないうちにまた史跡

等について、ケーブルテレビなど通じて広報していただけないかと思います。地元で

も力が限られておりますので、何か定期的に史跡を取り上げていただければと思いま

す。 

【議長】 

要望ということでよろしいですか。 

【委員】 

 はい、またよろしくお願いします。 

【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、ほかに

何かありますか。なければ事務局からお願いします。 

【事務局】  

次回の第１７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が、具体的な

日程が決まり次第、委員の皆さんにご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 

５ 閉会                           午後０時００分 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、第１６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ありがとうございました。 


