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第１７回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２３年６月３日(金)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、澤谷総務部長、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、宮崎児童育成課長、高木都市計画

課長、池田教育委員会総務課長、中野教育委員会総務課課長補佐、関教育委員会体育

保健課長、西本教育委員会体育保健課主幹、山口福岡総合行政センター所長、矢部市

民生活課長、谷内経済振興課長、山崎福岡駅前まちづくり推進室長、窪田福岡教育行

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、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  

窪谷芳光委員 

 

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１７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１７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。 

さて、３月１１日の東日本大震災では、地震、津波により約２万３千名余りの死者・

行方不明者が発生しております。ご冥福をお祈りするばかりです。また、未だに多数の

皆さんが避難生活をおくっていらっしゃいますがお見舞い申し上げます。その中で一番

気がかりなことは、東京電力福島第一原子力発電所の事故のことであります。放射能汚

染も広範囲にわたると思いますが、関係する地域の皆さんの今後の健康被害も心配にな

るところです。 

そうした中で、本市の市有住宅大滝宿舎へも避難されている方が現在１２世帯いらっ

しゃいます。高岡市民挙げて自立生活が出来るよう支援していきたいものだと思います。

そして、一番大事なことは全国各地に避難されている方が早くふるさとに帰れることだ

と思います。 

また、高岡市連合自治会など３団体で市内の皆さんに義援金の協力をお願いし、約３

千７百万円余りの義援金が集まりました。先日、高岡市に寄託し日本赤十字社の方へお

送りいただきました。皆さんのご協力にお礼を申し上げます。 

さて、合併して５年７ヶ月が経過しました。合併５年を目処に見直し調整する事務事

業項目が何件かありましたが、平成２２年度中に協議が進められそれについては一体化

が図られたということで、皆さんのご了解もいただきたいと思います。 
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また、合併するに当たり大きな市と小さな町でしたが合併特例債を折半するという、

全国に例のない合併をしました。そして、この地域審議会は１５年間継続されることに

なっております。また、合併特例債の使用期限は１０年となっております。地域審議会

の役割としてこの合併特例債の使用について見守っていく必要があると思っておりま

す。 

私たち委員の任期中でこの地域審議会の開催は、あと年内に１回かと思います。そう

いうことで、皆さんには真剣なご議論と忌憚のないご意見をいただきたいと思っており

ます。次の４期目の委員さんに引継いでいくためにもよろしくお願いします。 

最後になりますが、この５年間では前の橘市長、現髙橋市長、そして市当局のご配慮

により合併時に約束した事業が順調に進んでおります。感謝申し上げる次第であります。

今後とも一層のご協力をいただき、福岡地域の発展のため役割を果たしていきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

３ 市長あいさつ 

【事務局】 

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１７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。 

平成２３年度に入り二ヶ月が過ぎました。涼しい日が続いておりましたけれど、東日

本大震災のこともあり関連して政府でも取組まれていますが、市としてもクールビズの

取組みを一足早く始めております。そうした中で、気温の低い日が続き農作業への影響

も懸念されていましたが、６月に入りようやく初夏の様相も感じられるようになり緑も

濃くなってまいりました。これから天候に恵まれ、秋には豊かな収穫をむかえることが

出来ればと思っております。 

 

さて、先ほどの山田会長さんのご挨拶にもありましたように東北地方は大変な状況に



4/34 

あります。市としても精一杯の応援をさせていただければと思っております。特に福岡

地域へは、福島の原発周辺地域を中心に被災者の方が避難されております。福岡地域の

皆さんには大変心配りをしていただいており、私の方にも感謝のお手紙が届いておりま

す。それぞれの現地といいますか、お仕事の状況が厳しい中、また慣れない土地で苦労

した生活をされていますので、皆さんでお声をかけ支えていただくことが何よりの励ま

しになるかと思います。 

私どもも精一杯皆さんの暮らしのこと、また一番の心配は就労のことかと思いますが、

地元の自治体とも連携をとりながら協力していきたいと思っております。 

さて、福岡地域のことですが、昨年合併５周年を迎えましたが、いろいろな諸課題、

調整課題については、ほぼ昨年度中に調整を終えまして、今年度から整備した状態で進

めさせていただいております。この間の市民の皆様のご努力に感謝申し上げます。 

それから合併に際し計画しました事業につきましても、昨年福岡小学校改築事業に着

手しまして、形が見えるようになって進んで来ておりますことは、ありがたいことだと

思っております。 

そして、これから本日話しもあるかと思いますが、福岡駅前土地区画整理事業など大

きな事業にとりかかっていきます。しっかりとご議論をしていただき一つ一つ約束され

た事業を進めながら、福岡地域の発展と高岡市としての一体的な整備が図られるよう進

めていきたいと思っております。 

今日は、新年度に入りまして初めての審議会ということで、特に福岡地域の平成２３

年度予算に盛り込みました事業や個別の事業の進捗状況、また合併特例債の状況などに

ついてご説明をし、今後の福岡地域のありようなど審議委員の皆様には忌憚のないご意

見・ご提言等を賜りまして、福岡地域の発展に繋げていきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

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、窪

谷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。 
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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５件、②審議事項１件、③その他３件となっております。 

【議長】 

それでは、「報告第 44 号 平成 23 年度当初予算（高岡市全体）」及び「報告 45 号

平成 23 年度主要事業（福岡地域新市建設計画）」について、一括して説明をお願いし

ます。 

【地域振興課長】 

 それでは、先ず「報告第 44 号 平成 23 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。お手元の資料 1をご覧ください。 

続いて、「報告 45 号平成 23 年度主要事業（福岡地域新市建設計画）」について、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、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】 
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 大滝工業団地の件についてですが、造成にあたり福岡インターチェンジにも近いとい

うことで有利な条件であったと思います。行政でもこれまでいろいろ企業誘致のためＰ

Ｒしていただいておりますが、未だに企業が立地しておりません。そこで何か理由があ

るのではないかと私なりに考えています。 

 それは、インターチェンジから大滝工業団地に至るアクセス道路について、道幅が狭

く大きなトラックのすりかえに支障があることや曲がり角の整備が不十分なことなど、

アクセス環境がよくないことが原因としてあるのではないかと素人ながら思っており

ます。 

 企業誘致により市内の雇用の創出にもつながると思いますので、是非、その原因につ

いて精査され企業誘致を進めていただきたいという私の意見です。 

【議長】 

 ご意見ということで回答はいりませんか。 

【委員】 

 今ほど企業誘致のＰＲについても説明していただきましたのでよろしいですが、道路

関係のアクセスについても、もう一度現場を見ていただき企業誘致に結びつくようよろ

しくお願いしたいと思います。 

【地域振興課長】 

 貴重なご意見ありがとうございます。市においても企業立地セミナーなどを活用し企

業誘致に努めております。その中で、アンケート調査を行い企業からご意見もいただい

ております。また、その後には企業訪問も行っております。今いただいた視点から道路

についても見直しながら企業誘致に努めていきたいと思います。 

【委員】 

 企業誘致については、市長さんをはじめ、副市長さんも含めトップセールスをされて

いることも伺っております。そうした中で社会の動きが大変早いということがあります。

例えば東北地方で震災があれば、西日本に生産拠点を移動させようとする動きがありま
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す。東海北陸自動車道を活用し中京圏から伏木富山港を大陸への拠点とするようなこと

もあります。例えば自動車関係では特にトヨタからこちら富山は直線のところにあたり

関連企業の誘致も考えられるわけです。 

経済、社会環境が激しい中、こうしたことに狙いを絞った営業活動を行っていただき

たいと思います。また、誘致条件についても、管理費を掛け遊ばせておくことがいいの

か、また、土地価格が下落している現状を考えれば分譲価格の１割減でいいのか、そう

した事を検討されているのか。それから優遇条件として固定資産税を何年か免除してい

るところもあります。 

企業誘致が進めばそこの消費増大にもつながります。所得税や住民税など税収の伸び

にもつながります。人口の増加や総合的効果もあり地域の活性化にもなります。トップ

だけでなく、職員もそういうことを意識して動いていただきたいと思います。 

北陸新幹線や東海北陸自動車道の整備、東日本大震災など社会情勢の大きな動きをと

らえた企業誘致活動を実践していただきたいと思います。 

【市長】 

 企業誘致については、いろいろなことを行っております。今年の２月には、本市と氷

見市、小矢部市と一緒に名古屋方面に行って企業セミナーを開催しましたが、多数の企

業に参加していただきました。北陸方面への関心も非常に高くなっており、伏木富山港

を環日本海への輸出の玄関口として考えておられるようです。こうした東海中京方面へ

の誘致活動も行っており今年度も予定しております。 

 それから、今ありましたように道路など企業誘致担当セクションばかりでなく、いろ

いろな課題や環境整備、誘致条件を総合的に検討するため企業誘致推進本部があります

が、正直あまり機能していませんでした。新年度に入り本部会議を開催し情報交換をし

ながら、それぞれの工業団地についてどうするか検討も行っております。 

 現在、経済環境も東日本大震災の影響もあり状況はよくないのですが、昨年中、富山

県内で新しい工場立地が３０ヘクタール程ありました。うち２０ヘクタールが高岡市内

での新規立地でありました。そういうことで厳しい中でも少し動きが出てきているのか

と思います。 
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 個別の企業などをまわりますと企業拡張されているところもあります。そうした前向

きな話をフォローしながら、大滝工業団地への誘致につなげていきたいと思います。地

元の協力も必要ですが、今あったような環境整備についても全庁挙げて取組み、企業誘

致を進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】 

 ほかにありませんか。 

【委員】 

 二点についてお願いします。一つは福岡小学校給食室備品整備事業の給食室のドライ

システム化について分からないので説明してください。それから、高岡市民文化振興事

業団補助事業について、その中のミュゼふくおかカメラ館事業についてはどれくらいの

額になっているのか教えてください。 

【体育保健課長】 

 福岡小学校給食室備品整備事業の給食室のドライシステム化ですが、給食調理の際に

衛生上、床に水を落とさないで調理台上で水を直接排水できるようにし床を乾いた状態

に保つものであります。現在これが学校給食の場では一般化しております。 

【地域振興課長】 

 もう一つのミュゼふくおかカメラ館事業については、９７万６千円を予算化しており

ます。 

【委員】 

 それは昨年度よりダウンしているのですか。 

【地域振興課長】 

 同額でございます。 

【議長】 
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 よろしいですか。 

【委員】 

 はい。 

【議長】 

 ほかにあります。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 46 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 46 号 福岡小学校改築事業」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。 

（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】 

 三点についてお願いします。一つには礼法室がなくなったようですが、クラブ活動や

学園祭などでお茶、お花を経験することは貴重なことかと思います。そういうことであ

ったほうがいいと思いますが、畳のコーナーはどうされますか。 

 二点目は、今後グラウンド、町民グラウンドの整備をされると思いますが、現在、周

辺には児童館があり学童保育やバスの待合に多くの児童が利用しております。ランチル

ームでバスの待合も可能となっておりますが、やはり遊び道具のこともあります。また、

施設の老朽化のこともあり建替えあるいは整備をどうされるのかお聞きします。 
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 それから市営体育館の横に相撲場がありますが、国技の相撲でもありこれを移転され

るのかどうされるのかお聞きします。あと、これまで各教室にテレビがあったものが、

各フロアーの大型のスクリーンになるとお聞きしました。テレビもデジタル化になり今

後いろいろな活用が出来るかと思います。そういうことで各教室に整備していただくよ

う要望としてお願いします。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【教育委員会総務課長】 

 私の方からは、畳の件とテレビの件についてお答えします。まず一点目の和室、畳の

件ですが、新校舎には多様な学習形態に対応できるよう多目的スペースが広く配置して

あります。その中で特に和室というものは設けておりません。 

 ただ、現在福岡小学校ではクラブ、課外活動として年１０回くらいお茶、越中万葉か

るたなどの練習に使われていると聞いております。それで、今後のこれらの活動方針を

伺いながら、畳に限らずどのようなもので対応が出来るか学校と相談していきたいと考

えております。 

 テレビの件についてですが、学校の大規模な改修整備ではテレビを繋ぐコンセントま

では市として行っております。また、放送室内には映像ミキサー、ＣＤ・ＤＶＤプレー

ヤー、ＡＶ卓上卓を設置したいと考えております。それにより双方向の対応も可能かと

思っております。 

 現在、福岡小学校にはアナログテレビが３５台、デジタルテレビが５台あります。そ

れから電子黒板が２台あります。小学校改築事業では地デジの対応はしておりますが、

テレビの整備費までは含まれておりません。現在ありますアナログテレビについては、

校内放送のモニターとして活用していただき、各フロアーのデジタルテレビや電子黒板

を有効に活用していただければと思っております。 

 ただ、今ありました各教室へのデジタルテレビの整備につきましては、これまでの当

市の整備の状況もありますので、いただいたご意見も参考に今後検討させていただきた

いと思っております。 
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【児童育成課長】 

 私の方からは、児童館の老朽化に対する件についてお答えします。福岡児童館につい

ては昭和４７年に建設された福岡幼稚園の園舎を利用しており、確かに老朽化していま

す。現在、福岡文教ゾーン整備関連協議会において、文教ゾーンの中でどうするか検討

しているところです。 

【福岡教育行政センター所長】 

 福岡相撲場についてですが、これも児童館と同様に文教ゾーンの整備の中で一定の方

向を決めていきたいと考えております。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 ただ今の件について補足させていただきます。審議事項にもあります福岡中央地区の

まちづくりの中で、今年度文教ゾーンの測量を行うことになっております。福岡小学校

改築に伴ってグラウンドの大きさ、計画も決まってきましたので、福岡小学校を中心と

した文教ゾーン全体約４万５千平方メートル余りの現況測量を行うとともに、福岡小学

校の構内に乗り入れております公営バスの進入道路の線形を検討することとしており

ます。 

福岡小学校、福岡グラウンド、児童館、相撲場等も含め公営バス６台が同時に配置で

きる道路線形を検討するものです。そういうことで、今ありました諸施設についてはこ

の中で配置も含め検討していくことになると思います。 

【議長】 

 相撲場は、残すということでしょうか。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 配置も含め検討するということです。 

【議長】 

 ほかにありますか。 
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【委員】 

 ただ今、文教ゾーンの中で検討するとありましたが、さくら会館は残るのでしょうか。

どういう位置づけになるのでしょうか。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 さくら会館は、この４万５千平米の中に含まれております。さくら会館は耐震診断を

しなければいけない建物ですが、建物がなくなるという認識は持っておりません。どう

いう使い方をしていくのかも含め、検討させていただきたいと思っております。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 福岡小学校のテレビの件についてですが、少し考え方を変えていただきたい。これま

ですばらしいこの小学校の改築計画を作られ整備していただいていることは感謝申し

上げます。 

しかし、地域としてまた今後の教育を考えた場合に、また、若年層をこの地域に来て

いただくには教育施設の充実は欠かせないことであります。現在、文字から視覚にうっ

たえることにシフトし新しい認識の元、教育を充実している現実があります。ソフトや

携帯、動画などを活用し画面に表示し理解させる。スマートフォン、タブレットが簡単

に利用できる時代になっています。 

現代の教育を考えたときにそうしたものを活用しどう理解を深めるか。また、特徴あ

る学校として教育をどう進めていくかを考えたときに、この福岡小学校がモデルケース

になると思います。高岡市として、十分に施設を充実した視聴覚教育をするべきだと思

います。配線までしたけどアナログテレビを設置する。それでどんな教育をしていかれ

るのか。是非、各教室にデジタルテレビの設置をお願いしたいと思います。 

【委員】 
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 同じような質問になりますが、この改築する福岡小学校が出来たとき私は５年生でし

た。第２回目の卒業生になります。その学校に入ったときは、生徒が放送し各教室のテ

レビでそれを視聴できたということで感動を覚えました。当時は各家庭にテレビが１台

しかなかった時代でしたが、それが各教室でみることができたわけです。 

 それで、今ここで１台の設置もないということでは時代に逆行するような気がします。

立浪委員が言われたように、これはモデルケースとしての位置づけをした校舎として、

今一度検討され設置していただくよう強く要望します。 

 それから相撲場についても、今後検討しますということですが、もう少し具体的にこ

の場所でとか、何年後には設置する予定ですかとか、前向きに回答をお願いします。 

【委員】 

 関連してお願いします。今のデジタルテレビについてですが、高岡市として年次計

画・整備計画はありますか。 

【教育委員会総務課長】 

 ただ今は３人の委員からテレビの設置について大変強い思いをお聞きしました。です

が、先ほどもお答えした内容のとおりとしか申し上げられないということです。ただ、

小学校教育については、ベーシックな教育から始まっていくわけです。時代の変転の中

でベーシックな考え方そのものが変っていくことは理解できます。３人が言われたよう

に当時テレビがあって感動を覚えたということは、そのベーシックな考え方が時代の変

転で変わっていたということだと思います。 

 現在小学校教育に求められているものは何なのか。それから、そもそもテレビという

よりもコンピューター・パソコンによって、先ほど言ったような利活用が出来るように

なってきたことを想定しているわけであります。 

 それから、全体の学校の配置計画があるのかというお尋ねでしたが、先ほど言いまし

たように大規模改修、新築・新設の場合では、コンセントまでの整備はしますけれど、

テレビそのものの配置・整備は行っていないというのが現状であります。 
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 ただ、先ほどまた今もいろいろご意見がありました。これまでの当市の整備状況もあ

りますので、皆さんのご意見も参考にこれから検討していきたいと考えております。 

【福岡教育行政センター所長】 

 相撲場については、昭和４３年に福岡小学校が統合整備された際に現在の児童館の付

近に設置されました。その後、昭和５３年、５７年と移転しまして現在の場所に設置さ

れました。相撲場としては、ちびっ子相撲大会やわんぱく相撲大会、郡民体育大会など

の会場や、練習場として利用されてきました。 

 福岡小学校の改築、文教ゾーンの整備の中で相撲場は道路の下になる予定です。今年

度にスポーツ団体や小学校と相談しながら、移転を含め一定の方向を出していきたいと

考えております。 

【委員】 

 先ほどから福岡小学校のテレビについて、デジタルテレビの設置について強く要望が

出ておりますが、私は反対の意見を言いたいと思います。小学生はもっともっとアナロ

グであればいいと思います。 

 パソコンであろうとデジタル機器にしろ、いつかの時点では否応なしに身についてき

ます。今、子どもたちに求められているものがそういうものなのか、それより親を敬う

とか友達を大事にするとか、もっと暖かい生き方を学ぶ、土や虫と触れ合って遊ぶ、そ

ういうことが小学校の時代に必要ではないかと思います。 

 私は、ほとんどテレビを観ません。しかし、パソコンも使いますしインターネットも

使えます。アイフォンも使います。子どもは、小学生の低学年ではそんなもの使わなく

ても５０、６０歳になってからでも大丈夫です。折角のご意見でしたが、私のような意

見もあるということで検討の参考にしていただければと思います。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 
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 不審者通報システムについてですが、具体的にはどのようなシステムでしょうか。 

【教育委員会総務課課長補佐】 

 不審者通報システムですが、不審者が入ったあるいは発見したとき各教室等に付いて

いる非常ボタンを押しますと、放送室のアンプにロムがパックとして入っておりその中

の避難場所等が全校放送されます。そういうことで非常ボタンを押すことで全校放送さ

れ児童を誘導することができるものです。 

【委員】 

 今のシステムは、不審者を見つけたらボタンを押して知らせるということですが、予

め学校に入るときにその人が許された人であることを示す印をつけ、不審者と明らかに

分かるようにすることは考えられないでしょうか。 

【教育委員会総務課課長補佐】 

 今言われたような防犯対策は、現在、学校の玄関が電気錠のオートロックとなってお

り、確認のうえ玄関の開閉を行うこととなっています。それから、監視カメラを昇降口

それから給食室の搬入玄関に設置し、モニターで監視できるようになっております。 

【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、「報告第 47 号 高岡西部総合公園（総合グラウンド）整備事業」について、

説明をお願いします。 

【教育委員会体育保健課長】 

 それでは、「報告第 47 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 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。 
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（教育委員会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。 

【委員】 

 ジョギングコースについて約１ｋｍあるということですが、途中に築山などを設けア

ップダウンをつけるということでメリハリのあるジョギングが出来るのではないかと

思います。それと冬場にはその築山に雪が降って、小さいお子さんが気軽にソリを楽し

むことが出来ると思います。こうしたことでより多くの人に利用されると思いますので、

是非検討していただければと思います。 

【体育保健課長】 

 大変有意義なご意見をいただいたと思います。ジョギングコースにアップダウンをつ

けることについて、今後実施設計を進める中でどのようにしたらいいか検討をしたいと

思います。 

 それから、冬季間は雪が降り利用者が少ない時期ですが、ソリ遊びなどができる場を

設けることは、有効な活用方法だと思いますので、築山をどこに設置するかも含め実施

設計の中で考えていきたいと思います。 

【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ので、

よろしくお願いいたします。 

【議長】 

 次に、「報告第 48 号 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】 
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 それでは、「報告第 48 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） 

【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】 

 ただ今の説明で車椅子対応の戸数が、３２戸のうち２戸ということでしたが、具体的

にどのようになっているのでしょうか。 

【建築住宅課長】 

 車椅子対応の整備マニュアルがありそのマニュアルに沿って整備するのですが、１階

の２戸は駐車場を屋根付きで設置し、雨に濡れずに入れるという仕様となっております。 

【委員】 

 前にもお聞きしたかもしれませんが、残りの３０戸についてはバリアフリーにはなっ

ているのでしょうか。 

【建築住宅課長】 

 基本的に現在の公営住宅につきましては、ほぼバリアフリーとなっており当然住戸の

段差はないということです。 

【委員】 

 ご存知のように国は地域包括ケアということを構想として打ち出しております。その

五本柱として医療、介護、予防、住まい、生活支援ということがありますが、やはりこ

れから高齢化率が上がる中で住まいというものの観点が大切になります。 
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それで市営住宅に住んでいる高齢者の方にいろいろな障害が出てきたときに、在宅重

視ということでは、環境が整っていないと住み続けることはできないということになり

ます。 

 それで、そうした方々の住居環境が悪くて移れるところがあるかというと、それはな

いということで、介護保険制度を利用し介護サービスを受ける前提はありますが、今後、

老朽化した市営住宅を整備していく機会には、車椅子対応２戸では少ないような気がし

ますので、そうした面も考慮して対応してもらえればと思います。 

【建築住宅課長】 

 今言われました車椅子対応については、今後、住宅の建替計画もしておりますので、

その中で今のご意見も参考にさせていただきたいと思います。 

【議長】 

 ほかにありあますか。 

【委員】 

 今、古い住宅を取壊し新しい住宅を建設されるということですが、現在、鉄筋の住宅

も含め何棟もあるかと思いますが、その住宅の入居率、入居状況はどうでしょうか。 

【建築住宅課長】 

 現在、西干場団地について鉄筋の住宅が１号棟から４号棟、それから木造が２０戸あ

りますが、それについては全て入居済ということで認識しております。 

【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、

よろしくお願いいたします。 

 

（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、「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質問はございませんか。 

【委員】 

 私の持論を申し上げたい。高岡市では、新幹線に関連して高岡駅南の整備も進められ

ているが、福岡においても福岡駅南地区の問題について、このままでいいのか是非この

問題に取組んで欲しい。 

 福岡の個性ある地域づくりを進めるときに駅南地区をどうするかは、大きな課題であ

ると思います。駅南にある企業には大きな空き地があります。ここは駅前と違って建物

の移転などしなくてもよく、福岡の隠れた財産だと思います。 

 これについて企業にも話をされているようですが、土地の土質の問題があります。土

壌汚染についてこれを改良していただくことは、企業としてやってもらわなければなら

ないと思います。そして、我々がこの財産を放置してまちづくりを行っていくのかとい

う問題があります。この企業について少し調べてみましたが利益も沢山出され、自己資

本比率も６０％とすばらしい会社です。ですから土壌改良に掛かる大きな経費負担にも

十分耐えると思います。それから、会社の経営方針にも社会的責任や環境への配慮など

を掲げております。 

 ですから、会社と交渉されこの土地の土壌改良を図って、立地的に優位なこの駅南の

遊休地の有効活用について是非検討をお願いしたいと思います。 
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【副市長】 

 ただ今は、委員から大きな課題についてご指摘をいただきました。今審議いただいて

いるのは主として福岡駅前のことですが、委員の持論としてこの駅南地区を含めた福岡

駅前の整備が町の発展につながるというご指摘でした。 

 更に今回のご意見では駅南の土地の所有者の理解を得て開発をということであった

かと思います。それで、現状について少し報告をさせていただきます。 

 駅南については、町の時代からも話があったようで各種の調査もしてありました。そ

れらを踏まえて新市に引継いでおります。ただ、今回の福岡中央地区のまちづくりを考

えるときには課題が大き過ぎて、その部分は除き福岡駅前のまちづくりを行っておりま

す。 

 しかし、駅南については常に念頭にあり新市になってからも何回か検討をしておりま

す。例えば、高岡西部総合公園（総合グラウンド）の候補地としても検討をしておりま

した。これについては、会社とも相談をしましたが展望が拓けずグラウンドとしては断

念をしたということでありました。 

 また、福岡小学校の改築に伴ってつくりもんまつりの駐車場が少なくなることから、

つくりもんまつりの駐車場として検討したこともありました。ということで、検討は絶

えず行っておりますが、これという方向性が見出せないのが現状であります。 

 それから、町の時代と大きく異なってきた事があります。それは、この敷地内に埋ま

っております鉱滓のことがあります。これは土壌汚染対策法の制限を受ける対象物質が

埋まっているということです。平成１４年以来この法律の対象となる物質が埋まってお

りますので、慎重に対応しなければならないと思っております。 

 分かりやすく言いますと、土地の形状変更をしようとした時にやらなければいけない

いくつかの義務付けられたことがありまして、昨年、この法律の変更もあり更に厳しく

なった現状があります。それで３千平方メートル以上の土地の形質変更、掘削に伴う知

事への届出、後処理等のことなどいろいろな点で困難が予想されます。 

 現在使用されていない土地の部分を駐車場化するにおいてもかなりハードルが高く

なっており、その辺の研究を現在進めているところであります。 
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 いずれにしましても、埋蔵されているものの処理について、この法律では土地の所有

者が責任をもって処理するということが大原則ですので、再三にわたり会社の方に処理

をした上で、町の活性化に役立てていただくようお願いしてきているところです。 

 このことは、町の時代から一貫したスタンスでして、広大な土地ですので今後も協力

していただける分については、これからもお願いしていきたいと思っております。 

 会社の方でもここの投資効果を検討されたようですが、なかなかその点については見

出せないでいるというところが現状のようであります。 

 将来展望は別にして、福岡駅前地区の出来るところから皆さんの協力を得て進めさせ

ていただいているということであります。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 審議事項でありますので、私から少し要望をお願いしたいと思います。 

 地域交流センターが駅前で計画されていますが、この第１回の協議に私も参加させて

いただいております。平成２６年までに北陸新幹線が開通し、東への利用者が飛行機か

らＪＲにシフトし、在来線の福岡駅の利用率も上がってくると思います。 

 現在、福岡でも駅前を基点に駅前開発を考えています。駐車場も増え、ロータリーも

設置され、広場もきれいになって人が集いやすいのですが、この地域交流センターが孤

立してぽつんと位置するように思います。 

 商業ゾーンもそこから国道８号線まではつながっていません。住民にとって５年後、

１０年後、３０年後に良かったと思えるようにするにはどうしたら良いのか、いろいろ

方法があると思います。 

 一つは地元の物産館をメインに考える方法。二つ目には農産物の直売所。三点目には

商工会をはじめ事務所が入る方法があります。このようなイメージがあるかと思います
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が、前回この協議に出たときには皆さん余りイメージがわかなかったようで、まとまり

ませんでした。 

 住民は、専門家ではありませんので分かりやすいようにビジュアル的に、出来れば模

型を作ってイメージをうったえかけていただきたいと思います。言葉だけでは見えづら

いところがあります。全国にはいろいろな活用事例がありますので、そうした具体的な

事例をイメージとして提案し、住民から具体的に意見が吸いあげられるよう、検討の中

に入れていただきたいと思います。 

【議長】 

 地域交流センターのことでよろしいですか。 

【委員】 

 はい。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 委員からビジュアル的にというご指摘ですが、本日はビジュアルとはいきませんが、

現在の進捗状況を説明したいと思います。 

 地域交流センターについては、この福岡中央地区のまちづくりの計画をつくる段階で、

ＪＲ福岡駅を核とした魅力の創出、それから駅前直近の利便性を最大限に活用した市民

の交流と賑わいの創出を目指して計画していくと規定されていました。 

それで、一つには福岡らしいイベント広場や駅前広場それから蓑川、蓑川公園を一体

的に整備する。それから、休憩・滞留・待ち合わせの空間を確保していくこと。それか

ら土地区画整理事業により中央公民館（分室）が取壊されますので、その代替機能を確

保すること。それから地元特産品の地産地消ということもありましたが販売機能を持つ

こと。それからつくりもんまつりのメイン会場として続けていけるよう整備すること。

そして、観光物産館と連携を図っていくというこの六つの柱が整備計画で述べられてお

ります。 
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今年度整備計画予算を４千万円計上しておりますが、その基本設計、実施設計に向け

まして、地域交流センターのおおよその規模、概要それから施設配置や敷地の利用計画、

建物のデザインや観光物産館との連携、管理運営方法の方向性の決定などこれらを決め

るため検討委員会を設置しております。 

福岡地域の１５名の皆さんで砂原福岡公民館長に委員長をお願いしております。これ

まで２回開催しておりますが、短い時間で十分に検討できないということで委員長さん

の提案もあり、分科会の４つのグループで十分検討して意見をいただくこととしており

ます。木村委員さんには、それにも参加していただきました。 

現在、中央公民館利用者の方からもご意見を伺っておりますし、今後、福岡高校の皆

さんとも話し合いをさせていただくこととしております。 

これまでの２回の検討委員会それと分科会で地域交流センターの緒室の方向性につ

いて皆さんでイメージされたものがありますので説明させていただきます。 

５つのポイントがあります。 

一つには、中央公民館の代替機能として、防音や設備、鏡が整っているバンドやダン

スが出来るコミュニティスペースがあるということ。また、お茶、お花が出来る和室が

必要であること。 

二つ目には、休憩コーナーこれはもちろん施設利用者の休憩する場所ですが、もう少

しフリーな形で高校生が安心、安全に休憩、時間調整が出来るような休憩コーナーが出

来ないかということです。それは、間仕切りを簡単に打合せが出来るような、またギャ

ラリーとしても使える多目的な休憩コーナーを１階につくればというご意見でした。 

それからもう一つは観光コーナー、物販コーナー、軽飲食コーナーをあわせたフリー

な形で、イベント時にはそこも自由度のある活用スペースとなるようすればというご意

見がありました。 

四つ目には、各種団体が総会や祝賀会が出来る程度の大きさの多目的ホールが欲しい

というご意見もありました。 
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五つ目には、９月にはつくりもんまつりがありますが、そのつくりもんまつりで大型

のつくりもん（作品）が展示でき、イベント広場ではコンサートなどが出来て、そして

イベント広場に向けて古い蔵のようなイメージを持った空間が開いた形で出来ないか

ということで、雨の日にはそこで獅子舞の練習が出来るなど雨天対策も出来る古いたた

ずまいの蔵のようなものがあればというご意見がありました。 

現在、分科会、検討委員会で議論しておりますので、地域交流センターの施設概要に

ついては、検討委員会での検討内容を踏まえ、福岡地域審議会や地域の皆さんの意見を

伺いながら、基本設計、実施設計に入っていきたいと思っております。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 まちづくり福岡工房ですが狭くて、開店時間も短いようです。市がつくるものの中で

物販をするということになれば、人の雇用ということがついてきます。そうしますとビ

ジネス上の採算分岐点を越さないと負担になってきます。そういう計算は、しっかりさ

れていると思いますが、あのサイズで人を雇って採算分岐点をクリアできるのか考える

と、これからまた駅前にもそうしたものをいくつか考えられるのでしたら、市が物販を

されることは、ちょっと厳しいのではないかと先日のまちづくり工房を見て感じました。 

 その辺は、どのように考えられていますか。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 検討委員会の皆さんからも現状のままで物販が成り立つイメージがわいてこないと

指摘をいただいております。地域交流センターは観光客や物販だけで人を呼ぶ施設にす

るのではなくて、福岡町地域の皆さんに様々な用途で利用していただいて集客を図るべ

き施設だというご意見もいただいております。 

そういうことも十分踏まえて、物販の機能だけでなくて人の配置も含めた運営を検討

しまして、皆さんのご意見も伺いながら、物販コーナーについては検討していきたいと

考えております。 
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【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 蓑川プロムナードについて、前回の地域審議会では消雪が整備されないということで

したが、それでは困るということで地域審議会を見た人や関係する方から話があり、お

願いしましたところ一部整備されるようになりお礼申し上げます。 

 それで地域審議会があって本当によかったと思いました。その時の話では散策する道

路については、若い人が朝から仕事に行ってしまうと高齢者が除雪するのは大変だなと

いうことでしたが、全体的に整備をお願い出来ればと思います。 

 それから、駅前の開発に関連してＪＲにお願いして二階へのエレベーターの設置を利

便性の関係からも考えていただければと思います。それから、女性の意見が反映されて

いるのかと思いますが、分科会にはどれくらい参加されているのでしょうか。 

 いろいろなまちづくりをみていると女性が行きたいようなまちが発展しているよう

に感じます。例えば料理の鉄人がやっているような料理屋さんが出来れば、女性は何時

間でも待って来ると思います。福岡のまちづくりはどれくらいの年齢層をターゲットに

しているか分かりませんが、その女性が来たいと思うようなまちづくりに励んで欲しい

という女性委員の希望でした。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【道路建設課長】 

 蓑川プロムナードの消雪については、一部設置しない区間がありましたが、皆様の強

い要望もあり関係機関とも協議しお願いしまして、全区間で整備出来ることとなりまし

たので報告させていただきます。 

【福岡総合行政センター所長】 
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 ＪＲとの関係のご意見についてですが、現在、観光物産館にはエレベーターが１基設

置されておりますが、跨線橋につながるものはありません。ＪＲとの協議がある中で要

望としていれていきたいとは思いますが、先ほどありました駅南開発との関係などが出

てくるかと思います。ご意見として伺いましたが、ＪＲと意見交換をしながら進めさせ

ていただきたいと思います。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 地域交流センターの検討委員会には、女性の委員として３名入っていただいておりま

す。それから、分科会、中央公民館の利用者で検討していただいておりますが、その中

では１０人以上の女性の方のご意見を伺っております。 

 今後、地域交流センターの計画については、いろいろご意見を伺っていくことになる

と思いますが、その中では女性の方の意見を聞ける場を考えていきたいと思っておりま

す。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 先ほどから説明を聞いていますと、地域交流センターについていろいろな団体から意

見が煩雑に出てきて、それぞれの要望を聞いていると、それこそフラットになって仕切

りだけで仕切って、当然、設備は用意する必要があるかと思いますが、あれもこれもと

いうふうになっているのではないかと思います。 

それをどう組み合わせていくかで皆さん苦労されていると思いますが、皆がどう使い

たいかということで、それぞれの団体がそれぞれの思いを言っていたのでは、先々都合

の悪いことになると思います。それで、その時その時でそれぞれ工夫ができるような空

間で考えていけば良いと思います。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 
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 ただ今のご意見を踏まえ、検討委員会でよく協議しながら皆さんで使っていただける

地域交流センターにしていきたいと思っております。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 駅前の開発に関連してですが、駅前開発に限らず大きな事業に際しては、どこの市町

村でもそれがわかるようなイメージ図があります。福岡の駅前やＪＲの駅にでもいいで

すから皆さんに分かるようなもの、未来がこんなふうになりますというものを示してい

ただきたいと思います。 

 そして、皆さんに福岡の将来がこうなりますと分かる形で進めていただきたいと思い

ます。そうすれば皆さんの不安も解消され安心されるのではないかと思います。そうし

た看板を立ていただければと思います。 

【福岡駅前まちづくり推進室長】 

 ご意見ありがとうございます。今少し言葉ですいませんが、福岡駅前土地区画整理事

業によりＪＲ福岡駅前には広場が整備されそこには公営バスが乗り入れることになり

ます。それからＪＡいなばさんが地域交流センターの東側に隣接し新築されることにな

っております。 

 それで、東西軸としてＪＲ福岡駅、観光物産館、地域交流センターそしてショッピン

グセンター（タピス）があり、その前にはイベント広場、蓑川１号公園があるというこ

とで、中心市街地にふさわしい整備がされていくと思います。 

 それから、南北軸として四月にオープンしましたまちづくり福岡工房を中心として、

さんちょんぴん蔵、ミュゼふくおかカメラ館という南北軸が形成されていくと思ってお

ります。 

 こういうことが、都市再生整備計画の中で整備されていくのだということを、分かり

易く皆さんに示せるようなものを準備する努力をしたいと思っております。 
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【議長】 

 地域交流センターの件について、細かい図面を皆さんにお示ししておりません。検討

委員会でも大雑把なものしか出ていません。本日欠席されております窪谷委員の意見を

預かっておりますので、代読してこの件を集約したいと思います。 

 合併特例債充当事業として、福岡駅前の交流拠点施設整備計画があり検討委員会も開

催され進んでいると聞いております。この交流施設は、福岡町にこんな施設がと感じる

設備、機能を備えたナンバーワン、オンリーワンのものにしていただきたいと思います。

個人的にそう思っており、早急に整備していただきたいと思っております。 

 では、これで次に入らせていただき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３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。 

【財政課長】 

 それでは、「合併特例債の状況」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。 

（財政課から説明） 

【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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 今の件ではないのですが、以前にこの地域審議会でも何度か話のありました休校に

なっています淵ケ谷小学校の活用について、検討委員会が設置されたと聞いています

が現在の状況についてお聞きします。 

【議長】 

 ではお願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 

 淵ケ谷小学校については、地区のコミュニティや地域振興の拠点となる施設として

整備していきたいと考えております。平成２１年１月に利活用を検討するため、自治

会長、婦人会、青年団など地元の代表者からなる利活用検討委員会を設置し協議を重

ねております。 

 平成２１年度には５回の検討委員会が開催され、沢山のご意見があり活用策がまと

まらないことから平成２２年３月の委員会で正副委員長に一任することとなり、平成

２２年度では３回の正副委員長会議が開催されました。 

 今年度は、昨年の正副委員長会議で検討された活用策案を全体の委員で取りまとめ

を行って、市に対して要望書を提出することになっております。平成２４年度はこの

要望に基づき利活用計画を策定し、平成２５年度には施設の整備を行っていきたいと

考えております。 

【議長】 

ほかにありませんか。特にないようですので、次に「東日本大震災への支援状況（福

岡地域）」と「合併に伴う事務事業等の調整」について一括して、説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

 それでは、先ず「東日本大震災への支援状況（福岡地域）」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。 

 続いて、「合併に伴う事務事業等の調整」についてお手元の資料 9に従いまして説明

といたします。 
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（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何かご質問はございませんか。 

【委員】 

 東日本大震災の支援状況のことですが、仕事の関係で大滝宿舎に入居されている被

災者の方とお会いする機会がありました。市が受け入れされているエレベーターのな

い市有住宅大滝宿舎については、その時には４階、５階で受け入れ可能ということで

した。 

 被災者の中に要介護者の方がいらっしゃって当初４階に入居されていましたが、そ

れでは困るということで担当課に説明とお願いをして３階に移ることが出来ました。 

そこで１階、２階が満室なのかということと、入居申込みが大変多くあるからこの

ような取扱いになっているのかということと、また、多くのものを失いいろいろ傷を

受けて高岡市に避難されて来ているのに、なぜ４階、５階という条件を付けているの

かということに日本人として疑問を感じました。 

 それと、若い女性の方でも買物してその荷物を持って４、５階に上がることは大変

だということを聞きました。でも、受け入れてもらえて感謝していますとも言われま

した。それで、この辺の受入れに対する市のお考えをお聞きしたいと思います。 

【地域振興課長】 

 今ほどの一時避難されている方が入居されている階層が３階、４階、５階というこ

との件ですが、１階等の部屋については実際入居され詰まっています。それで、４階

に入居されている方に３階で空きが出来たので、お話して移っていただいた方があり

ます。また、どうですかとお聞きしましたが、このままでいいという方もいらっしゃ

いました。 

【委員】 
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 それで、今は何階でもいいということでしょうか。 

【地域振興課長】 

 基本的には、４階からですが空きがあれば希望をお聞きし対応も可能かと思います。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 ありがとうございました。 

【委員】 

 今回の議題にはないことですが福岡町の水田農業連絡協議会について、今度一つに

なると聞いております。その会長に髙橋市長さんが成られるそうですが、そこでお聞

きします。 

 福岡町は微妙なところに位置しており、市内にはＪＡ高岡とＪＡいなばが管轄する

ところがあり、行政は一つということがあります。それで、ＪＡが違えば農業施策も

微妙に違ってきます。旧福岡町では、行政とＪＡいなばがひとつになって進めてきた

わけです。その中で培われてきたことですが、例えば菅笠の菅、越中はと麦茶のハト

ムギ、里芋、ネギなどいろいろ特例作物があります。 

 そこで、高岡と一つになった場合にこの福岡町の特色を生かした水田協を進めてい

ってもらえるのかお聞きします。 

【市長】 

 高岡地域全体の中に農協が二つ存在し、それぞれがいろいろな水田調整をやってい

ただいていたのですが、今度仕組みが変わって一つの大きな組織になるということで

私がその会長になるということであります。 
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 ただ、それぞれの下部組織もあるようですので、その下部組織でいろいろ議論して

いただいたことを全体で調整するわけです。先ず、今やっていることをそのエリアで

まとめていただき、最終的な調整が必要であればやるということで、今までの大きな

流れをそのまま伸ばしていただくことだと思います。最終的な調整をする段階で福岡

の方と協議させていただきたいと思います。 

【副市長】 

 補足をさせていただきます。今委員からお話のあったことは福岡町が合併する時に

もともと水田協（福岡町水田農業推進協議会）があり町長が会長をしておりました。

それで、行政が合併したため、ＪＡいなばさんと調整し私が会長をすることになりま

した。合併以来今日までその状況が続いております。小矢部市も市長が会長をされＪ

Ａいなば管内は共に行政が会長に就いておりました。 

 今回の再編についてですが、農業者戸別所得補償制度が出来まして、それを推進す

るため国から一体的に取組む必要があるとの指示があった関係で組織の調整を図って

いるわけであります。 

 今月中には県の認可も下りると思いますが、高岡市農業再生協議会のもとに行政区

域に合わせた水田協になるということだとご理解いただければと思います。それで行

政区域的には高岡市長をトップにした高岡市農業再生協議会がスタートし、福岡町水

田農業推進協議会は解散することになります。 

 これまでの水田協の役目はどう引継がれるのかといいますと、もともと高岡市にも

福岡町にも水田協がありましたし、高岡市の担い手協議会というものもありましたが、

この三つの組織を一つにする形で、農業者戸別所得補償制度をしっかり行っていくと

いうことであります。 

 具体的に言えば、農業に対するスタンスがＪＡさんで違うことがあり、もともと行

政区域が違う中で進めていただいていました。どちらかと言えば高岡は転作農業が主

体ということ、福岡の場合には水稲作物に力を入れるという特色がありました。その

ため国から来る補助金の配分についても、それぞれの地域の目指す方向で行うことが

許されておりその調整のために別れていました。今回は、農業者戸別所得補償制度に
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合わせる形で農業者としての考え方を尊重しながら、尚かつ行政の区域で処理できる

よう組織をつくるものであります。 

 順調に行けば６月中に県の認可もあり新しい組織が誕生することになるかと思いま

す。 

【議長】 

 ほかにありませんか。 

【委員】 

 Ｂ＆Ｇ海洋センタープールや福岡プールもそうですが、プールと言えば夏に使うも

のですが、なぜ誰が考えてもとおかしいと思う時期にプールが仕上がるのか、どうし

てそんなことになるのか行政は難しいなと思いました。その辺のことをお聞きできれ

ばと思います。 

【福岡教育行政センター所長】 

 福岡プールは、昨年の８月に配管の老朽化から漏水が起き、プールサイドの一部が

陥没し利用を中止しております。福岡プールの再開は、平成２４年度に福岡小学校の

体育館を建築しますがその１階部分に管理棟機能を持たせるということで、その工事

と調整しながらプールサイドの修繕を行い、平成２５年度の夏から利用していただけ

るよう考えております。 

 Ｂ＆Ｇ海洋センタープールは、平成２２年度に躯体工事を行いまして、今年度仕上

げ工事、機械工事、電気工事を発注しておりますが、発注時期について、３月の東日

本大震災という想定しなかった事態が起こり建築資材の調達に不透明感がある中、早

期のオープンを目指して発注したため９月末の工期で入札手続きに入りました。 

 こうした中で、福岡小学校の児童の水泳学習については、淵ケ谷小学校プールを利

用して行えるよう福岡小学校と協議を進めております。利用に際しては臨時バスを運

行し、また更衣室につきましては淵ケ谷小学校の校舎を利用していただく予定にして

おります。 
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 Ｂ＆Ｇ海洋センタープールにつきましては、１０月のオープンを予定しており全天

候型の通年利用可能な施設となります。これまで冬期間は利用できませんでしたが、

今後、通年利用できますのでこちらの利用もよろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかにありますか。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。事務局からお願いします。 

【事務局】  

次回の第１８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で放映する予定です。日

時は、６月５日（日曜日）から１２日（日曜日）までとなっておりまして、６月５日は

１２：００からと２２：００からの１日２回、それから６月６日から１２日までは１１：

００からと１８：００からの１日２回の放映となっております。放送するチャンネルに

つきましては、９２ｃｈとアナログでは２ｃｈとなっておりますので、よろしくお願い

します。） 

 

５ 閉会                           午後０時４０分 

【事務局】 

 では、ありがとうございました。 

以上をもちまして、第１７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お疲れ様でございました。 


