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福岡地域審議会会議録（委嘱書の交付） 

 

委嘱書の交付  

と き  平成 24年 3月 23日（金）午後 3時 30分 

ところ  ふくおか総合文化センター（Ｕホール） イベントホール 

 

１出席者 

 

【高岡市】 

高橋市長、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、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、杉野地域振興課長補佐 

 

【委員・アイウエオ順】 

大庭敦子委員、大道哲郎委員、参納幸雄委員、武田庄保委員、地崎武治委員、朝 靜子委

員、徳田新一委員、中山里美委員、中山智章委員、平野栄一委員、源 保夫委員、茂古沼

江里委員、山崎美惠子委員、山田儀作委員 

 

・欠席者  木村英二委員 

 

２ 委嘱書の交付 

 

【事務局】 

  皆様にはお忙しいところ、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

  ただ今から、福岡地域審議会委員の委嘱書の交付を行います。 

髙橋市長から皆様に委嘱書をお渡しいたします。 

 

  お名前を読み上げますので、その場でお立ちになってお受け取りください。 

（市長・介添者が各委員席を回り、委嘱書を手渡しして交付する。） 

それでは、髙橋市長、お願いいたします。 
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⑭ 山田儀作 （やまだ ぎさく） 様 

 

どうもありがとうございました。 

なお、本日、木村英二様につきましては、所用のため、欠席との連絡を受けております

ので、後日、委嘱書を交付させていただきます。 

以上、１４名の委員の皆様には市長より委嘱書を交付させていただきました。 

 

 

続きまして、髙橋市長からごあいさつを申し上げます。 

 

３ 市長あいさつ 

 

【髙橋市長】 

ただいま委員の皆様方に委嘱状をお渡しさせていただきました。第４期になりますが、

福岡地域審議会のご審議をこれから皆さんと一緒にしていきたいと思います。快くお引き

受けいただきましたことに対し心から感謝を申し上げ、また日頃から福岡地域のみならず

高岡市政一般にご尽力、ご協力、ご指導賜っておりますこと御礼を申し上げたいと思いま

す。 

この審議会の役割をいろいろとご説明をさせていただいているかもしれませんが、新市

建設計画を合併の時に作らせていただきましたが、その執行状況、あるいは見直しに関す

るご審議をいただきながら、福岡地域の施策の展開を図っていくことでございます。新市

が誕生いたしまして６年を終え７年目に入っております。合併の時に新市建設計画を策定

① 大庭敦子 （おおにわ あつこ） 様 

② 大道哲郎 （おおみち てつろう）様 

③ 参納幸雄 （さんのう ゆきお） 様 

④ 武田庄保 （たけだ しょうほ） 様 

⑤ 地崎武治 （ぢさき たけじ） 様 

⑥ 朝 靜子 （ちょう しずこ） 様 

⑦ 徳田新一 （とくだ しんいち） 様 

⑧ 中山里美 （なかやま さとみ） 様 

⑨ 中山智章 （なかやま ともあき） 様 

⑩ 平野栄一 （ひらの えいいち） 様 

⑪ 源 保夫 （みなもと やすお） 様 

⑫ 茂古沼江里 （もこで えり） 様 

⑬ 山崎美惠子 （やまざき みえこ） 様 
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いたしましたが、それを受けまして平成１９年に高岡市としての総合計画を策定いたしま

した。この計画は基本構想として１５年間、そして基本計画として５年間をまず策定をい

たしました。１９年度から２３年度、本年度いっぱいで第１次の５年間、基本計画が終わ

ろうとしております。おおむね計画どおりに進行しているかと思いますが、まだまだたく

さん課題がございます。平成２４年度からは新しい五カ年の計画を策定いたしまして、も

うまもなくでございますが、平成２４年度新しいスタートを切ることとなります。この新

しい５カ年計画は中間年に新幹線開業という、ずっと高岡市が進めておりました、おそら

くは、１００年に一度のビッグプロジェクトそして高岡市にとっても当面の最大の懸案事

項かと思います。そういう時期を中間年に含む５年間の計画でございます。 

また、高岡開町４００年という年を迎えまして、新しく５００年紀に入っておりますが、

その最初につくる中長期計画にもあたるわけでございまして、そういう意味では今後の１

００年を見通しながら、しかしその第一歩を着実に進めるという５カ年計画でもございま

す。この計画の中で皆様方とともどもに街をつくっていくという共創ということを打ち出

しております。もとより市民の皆様とともどもに力を合わせて進めていくことが市政、街

づくりでございますけれども、その中で少しずつでも生み出していく、成果を創りあげて

いくステージに来ているのではなかろうかという思いで共創ということを打ちださせてい

ただいております。皆様とともどもに進めてまいりたいと思います。 

そしてこの福岡地域でございますが、地域審議会の委員の皆様と議論を重ねながらとも

どもに創り上げてきた、福岡地域の施策展開でございます。おかげさまで、新高岡市とし

ての一体感といいますか、もう構築され福岡地区の皆様にも高岡としての取り組みを進め

ていただいておりますが、これからさらに、新しい計画の中でともに創り上げるという中

で、新高岡市の一体感、新高岡市の発展を福岡地域の皆様のお力をいただきながら進めて

まいりたいと思っております。おかげさまで、福岡地域では、最初の計画の５年間、合併

以来いろいろな事業の展開にかかってきましたが、福岡小学校校舎の改築が完成いたしま

した。これも地域の声を聞きながら、地域の皆さんとともどもに創り上げてきた学校でな

かろうかと思います。子供たちも新しい校舎で学び始めているようでございます。そうい

う取り組みが着実に姿を現してきているようです。 

そして一方で駅周辺地区で区画整理事業が進んでおりますが、駅のそばには交流館とい

ったものもこれから具体的に建設に入るということであります。これまで、新市計画そし

て総合計画の中で打ち出してきた事業が少しずつ姿を見せつつあるわけでごさいまして、

福岡地域の皆様方も合併して新高岡市として発展してきていると実感していただけるステ

ージに来ているのではないかと思います。そういう中での新しい第４期地域審議会でござ

いますが、いろいろとご提案を申し上げながら、予算なり計画事業といったもの説明しな

がら福岡地域の発展のため、地域の方々の生活の向上、言いかえれば幸福感の向上充実の

ために頑張ってまいりたいと思いますので、委員の皆様には忌憚のないご意見をお聞かせ
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いただければ幸いだと思っております。今日の時間が有意義でありますこと、皆さん方と

ともどもに議論していきます新しい構成の審議会が有意義なものになりますことを心から

祈念いたしまして冒頭のあいさつとさせていただきます。 

 

【事務局】 

 どうもありがとうございました。それではこれをもちまして、福岡地域審議会委員の委

嘱書の交付を終わります。 

引き続き第 19回福岡地域審議会を開催しますので、よろしくお願いいたします。 

なお、会場準備のため少々時間をいただきますが、その場でお待ち下さい。 



5/13 

１ 第 19回福岡地域審議会 

と き  平成 24年 3月 23日（金）委嘱書の交付に引き続いて 

ところ  ふくおか総合文化センター（Ｕホール） イベントホール 

 

２ 委員及び市出席者の紹介 

【事務局】 

 それでは、 ただいまから、第 19回福岡地域審議会を開催いたします。 

 

委員の皆様につきましては、お手元の審議会委員名簿のとおり、１５名の方々でござい

ます。 

 

次に高岡市からの出席者を紹介します。 

 

髙橋（たかはし） 市長 でございます。 

高田（たかた）  副市長でございます。 

新井（あらい） 経営企画部長 でございます。 

澤谷（さわたに） 総務部長 でございます。 

黒木（くろき） 都市経営課長でございます。 

 

続いて、福岡総合行政センター並びに福岡教育行政センターからの出席者ですが、 

山口福岡総合行政センター所長でございます。 

矢部市民生活課長でございます。 

谷内経済振興課長でございます。 

山崎福岡駅前まちづくり推進室長でございます。 

窪田福岡教育行政センター所長でございます。 

杉野地域振興課課長補佐でございます。 

私は、本日の司会を務めます地域振興課長の楠でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

３ 会長・副会長の選出 

 

【事務局】 

それでは先ず本審議会の会長・副会長の選出を行いたいと思います。 
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 地域審議会の規定により、会長・副会長の選出につきましては、委員の皆様の互選とな

っておりますが、いかがいたしましょうか。 

 

【地崎委員】 

前回同様、会長に山田委員さん、副会長にベテランの山崎委員さんを推薦したいと思い

ます。 

 

【事務局】 

ただ今、地崎委員より、会長に山田委員、副会長に山崎委員の推薦がありましたが、い

かがでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますが、よろしければ拍手でご承認をお願いします。 

（拍手あり） 

 

ありがとうございます。 

それでは、会長は山田委員、副会長は山崎委員に決定させていただきます。 

山田委員には、会長席の方へお願いします。 

ここで、会長に選任されました山田委員に就任のごあいさつをお願いいたします。 

 

４ 会長あいさつ 

 

【山田会長】 

 会長就任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 今ほど、委員の皆様の互選により福岡地域審議会の会長に就任いたしました、山田でご

ざいます。皆さんのご協力を得まして務めていきたいと思いますので、私と副会長の山崎

さんともどもよろしくお願いいたします。 

 合併しまして６年が経過し７年目に、入っております。この地域審議会は１５年間の設

置となっております。丁度中間期の任期にあたります。今までは短期的に終わる事業ばか

りでしたが、これから始まる事業は、息の長い事業です。これからいろんな問題が出てく

るかと思います。２期目３期目の方もおいでになるかと思いますので、皆さんの協力を得

てこの難関に当たっていきたいと思います。非常に難しい審議会になるような気もしてお

りますが、責任の重さも感じております。皆さんの協力をお願いしたいと思います。 

合併時からいろいろな事業が実行されてきました。順次いろんなことが完成しておりま

す。福岡消防署の移転改築、西明寺パークゴルフ場の造成、大滝工業団地の造成、幼保一
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元化施設の整備、ミュゼ福岡カメラ館の収蔵庫の整備、福岡Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの

通年利用化のリニューアル整備、西干場住宅の建て替え事業これらの事業が順次進んでき

ました。今現在総合グラウンドは諸般の事情がございまして立野地区で建設されようとし

ております。高岡西部総合運動公園と名称をかえまして、合併特例債を使いながら順次整

備工事が進んでいるところでございます。福岡小学校についても当初耐震化工事というこ

とでしたが、改築に変更になりまして、昨年から工事が始まりまして、今年１月に完成し

まして、２月 11日から子供たちが新校舎で勉強しております。校舎の中に入ってみますと、

床や階段や腰板に木がたくさん使用してあります。非常に温かみのある校舎と感じます。

気持ちがゆったりとし、穏やかになります。好い校舎であると思っております。建設中は、

市当局の皆さん、工事関係者の皆さんには、細かい面で配慮いただきとても良い校舎にな

ったと思います。ありがとうございました。感謝申し上げます。この後入学式が終わりま

してから旧の体育館の解体に入ります。すぐ体育館の建設に入りまして、卒業式に間に合

うように建設されます。そのあとにグラウンドの整備に入ることになっております。 

大きな事業であります、福岡駅前土地区画整理事業については、昨年７月に仮換地が終

わりまして、あちらこちらで取り壊し整地が始まっております。一部では造成工事が始ま

っております。福岡駅前の梨木橋の架け替え工事が始まっております。いよいよ工事が始

まったなと感じております。これからどんな大きな工事がおこなわれるのかと思っており

ます。それと並行して、駅前に交流センターというものが建設されることになっておりま

す。これは都市再整備計画事業という事業で実行されることになっております。施設とし

ては、元の役場に公民館機能がございましたが、それをこの中に入れます。もう一つは、

つくりもんの大型作品の展示場、作業場が計画されています。また、さくら会館の３階の

ホールの機能もこの中に入っております。また、同事業で整備しております、タビスの横

から国道八号までの蓑川プロムナード事業ですが、このあと、八号線から岸渡川まで整備

されることになります。 

今現在、一生懸命事業が始まっている中で、住民の皆さんのいろんな意見がございます

が、委員引き受けについて躊躇された方もいらっしゃると聞いておりますが、皆さんと一

緒にいいものに仕上げていきたいと思っております。委員の役割については合併時に約束

された新市建設計画、これに基づく施策について、変更について議題にすることが大切な

ことでありますが、地域の要望も汲みあげていただきたいと思います。もう一つは、高岡

市総合計画第二次基本計画に関しましても、高岡市全体を見渡した意見を言っていただい

て、それが行政に反映しますことを期待いたしまして本日のご挨拶とさせていただきます。  

今日は第１９回、第４期目の初めての会議でありますが、市長様、市当局の皆様、委員

の皆様には大変お忙しい中、出席いただきましてありがとうございました。それではよろ

しくお願いいたします。 
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５ 市長あいさつ 

 

【事務局】 

 続きまして、髙橋市長からごあいさつを申し上げます。 

  

先ほどもご挨拶をいたしましたが、あらためてでございますが、山田会長のもとで、地

域審議会が円滑に運営され、かつまた、建設的なご意見をたくさん頂戴できますことを心

から期待をいたしております。審議会の設置期間につきましては、全体では１５年という

ことになっております。今期の間で、半分が過ぎることとなります。いろんな事業に取り

かかっておりますが、それが芽を出して、実を結んでいく時期であるかと思います。今後

の新市一体化の醸成、新市一体化に向けて、この審議会でいろんな意見を活発に交わして

いただければ幸いと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

６ 議 事 

 

（１） 福岡地域審議会について 

【事務局】 

 ただいまから議事に入らせていただきますが、本日の出席委員は １４名と規定により

ます過半数以上でありますので、本会議は成立しております。また、会議の議長は規定に

よりまして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。 

 

【山田議長】 

 それでは、規定に基づきまして議長を務めさせていただきます。皆様のご協力をいただ

きながら円滑な進行に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、議事の最初の事項といたしまして、福岡地域審議会につきまして事務局（地域振

興課）から説明をお願いします。 

 

【楠地域振興課長】 

 本日は、福岡地域審議会の第４期の委員さんを委嘱して最初の会議であり、第３期から

の引続いての委員さんは６名いらっしゃいますが、初めての委員さんもいらっしゃいます

ので、ここで改めて、福岡地域審議会や福岡地域新市建設計画など、今後の会議の基本と

なる事項についてご説明させていただきます。 
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 それでは、先ず資料１に基づき福岡地域審議会の概要を、ご説明をさせていただきます。 

 

（資料１、１－１～１－３で説明） 

 

事務局では、数多くの意見が出され、活発な議論が行われますよう審議に関する資料な

どを予め配布し、より効率的で効果的な運営が図られるよう、十分配意していきたいと考

えております。 

 

 以上、福岡地域審議会についてご説明申し上げました。 

 

【山田議長】 

 ただいま事務局から説明をいただきました福岡地域審議会について、何かご質問等ござ

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。 

 

 

【山田議長】 

 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）福岡地域新市建設計画について 

【山田議長】 

 次に、福岡地域新市建設計画について、説明をお願いします。 

  

【楠地域振興課長】 

 それでは、福岡地域新市建設計画について、ご説明いたします。お手元の資料２をご覧

ください。 

（楠地域振興課長から資料２、２－１で説明） 

 

【山崎福岡駅前まちづくり推進室長】 

 捕捉して、福岡中央地区のまちづくりについて参考資料でご説明します。資料をご覧く

ださい。 

（山崎福岡駅前まちづくり推進室長から資料２－１（参考）で説明） 
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【山田議長】 

  ただいま、説明をいただきました福岡地域新市建設計画について、何かご質問等ござ

いませんか。 

 

【委員】 

駅前交流センターの件ですが、地元の皆さんと検討委員会で議論された結果が、このよ

うな図面や模型として現れたと思いますが、この審議会におきましても、検討委員会で皆

さんがどんなことを検討されて、何が一番問題にされたかとか、そんなことを参考のため

にお聞かせいただけないでしょうか。 

 

【山崎福岡駅前まちづくり推進室長】  

検討委員会では、導入する機能、フロアー構成、規模、施設の配置計画、施設の利用形

態、建物のデザイン等を皆さんでご議論いただきました。その中で一番大きな話題は、こ

のエリアはつくりもんのメーン会場になっており、大型のつくりもんが福岡の顔となって

おりますので、今後区画整理事業があっても、ずっと続けていくことが大切でありその基

盤としての施設であることが大切だということで、クラシック堂という施設の中で、つく

りもんが展示できる空間を設計に反映させたことであります。さらに公民館機能の充実を

図ること、福岡高校の生徒さんの７割がＪＲ福岡駅を利用されます。高校生の皆さんの安

心安全な居場所としての機能を考えております。また、高齢者の方々がゆっくり休める空

間を考えてフリースペースを設けさせていただいております。こう言った意見を汲みとり

交流センターの設計を考えてあります。 

 

【委員】 

ありがとうございました。検討委員会で検討されている内容は、地域の小さな意見とか、

細かい部分の検討があったと思います。この他いろんなところで検討委員会が開かれてい

ると思いますが、審議会の中でも、参考として、各種検討委員会で話されたことを聞かせ

ていただきたいと思います。 

 

【山田議長】 

基本設計の段階であるので、他に意見があるようでしたら、意見を言っていただきたい

です。 

他に何かありませんか。 

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。 

 

（３）議案事項 
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【山田議長】 

 それでは、議案第５号 福岡地域審議会のスケジュールについて、事務局（地域振興課）

から説明をお願いします。 

 

【楠地域振興課長】 

それでは、議案第５号 福岡地域審議会のスケジュールについて、ご説明申し上げます。 

 

（議案第５号 説明） 

 

【山田議長】 

 ただいま事務局から説明をいたしました議案第５号について、何かご意見、ご質問はあ

りませんか。  

（質疑なし） 

 

【山田議長】 

 ご意見等ないようですので、議案第５号 福岡地域審議会のスケジュールについては原

案のとおり決定させていただきたいと思いますがよろしいですね。 

 

（異議なしの声） 

 

以上で、議案事項は終了いたしました。 

 

（４）その他 

【山田議長】 

その他になりますが、委員の皆さんには何かございますか。 

 

【委員】 

福岡小学校の体育館の工事が平成２４年度に取り掛かるということですが、大きな地震

があったりして、体育館が避難所に使われたり、災害の時にそんな光景を目にするわけで

すが、今度建設される体育館はそんなことを想定した何かがあるわけでしょうか。避難所

として使うときは、トイレなどの水回りには、備え付けなのか、後付けするのかこれから

建設ということですので、どのような予定で進めるのか。 

 

【窪田所長】 
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現在の高岡市の防災計画では、福岡小学校は避難施設として位置づけられております。

平成２４年度に体育館を建て替えするわけですが、そういう避難施設としての機能を考慮

して建設することになります。 

 

【山田議長】 

特に避難所としての設計にはなっていないと思います。 

 

【委員】 

とりあえず災害時の食料を備える倉庫があるとか、そんな設計にはなっていないけれど、

何かあった時には、避難所として使いましょうということですか。 

 

【澤谷総務部長】 

現在市内の小学校等につきましては、各学校区ごとに備蓄については配慮させていただ

いております。計画もそのように組んでございます。いま新たに整備するところにつきま

しては、小学校スペースに備蓄しながら、また、防災訓練も行われる予定ですが、どこの

場所で、備蓄が良いかということを皆さんと協議しながら、進めていくこととしています。 

防災計画の中で、備蓄するものをどう考えていくかということが課題です。たとえば、

同じものばかり用意していても仕方ないので、富山県なり各自治体は何を備蓄するのか、

高岡市は何を重点的に用意するのかということを考慮しながら、最終的に小学校単位での

備蓄を考えていきたいと思っています。当然簡易トイレにつきましては準備させていただ

きます。 

  

【委員】 

福岡プールが陥没により使用中止になっていますが、補修工事の状況と陥没したところ

だけの補修なのか他の老朽化しているところも含めて大きな工事なのかということと、学

校関連施設として児童館が今後場所が移動するとなっているが、今後のビジョンが決まっ

ていればお聞かせください。 

【窪田所長】 

平成２２年８月に福岡プールのプールサイドの一部が陥没いたしまして、利用休止となっ

ております。平成２４年度に陥没部分および濾過機の入れ替えとする予定です。平成２４

年度に福岡小学校体育館を新しくする予定でございます。その１階部分にプールの管理機

能を設置する予定で、小学校体育館の工事と合わせて改修工事を行いたい。 

 

【山田議長】 

そうすると、今年の夏は、利用できないということですね。 
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【窪田所長】 

平成２４年度に改修工事を行いまして、平成２５年度夏から利用していただくことにな

ります。 

 

【山崎福岡駅前まちづくり推進室長】 

児童館については、平成２４年度小学校体育館、平成２５年度に小学校グラウンドを整

備することになっております。その際高岡市福岡体育館を取り壊し駐車場にする予定にし

たいと思います。その周辺には公営バスの路線があります。それを整備することが必要で

あり、福岡グラウンドも整備する必要があります。そういった中で、児童館については文

教ゾーンにの中で、新しく機能を持たせたいということで、平成２４年度、平成２５年度

で整備の方法、とスケジュールを考えていきたいと思います。 

 

【山田議長】 

 

他にございませんか。 

特にないようでしたら、事務局から何かありますか。 

 

【楠地域振興課長】 

 特にございませんが、今後の審議会については、本日決めていただいたスケジュールを

基本に開催させていただきたいと思います。 

具体的な日程が決まりましたら、委員の皆さんにご案内させていただきますのでよろし

くお願いします。 

 

【山田議長】 

 ほかにないようでしたら、ここで議事を終了させていただきます。 

 

７ 閉会 

【事務局】 

 それでは以上をもちまして、第１９回福岡地域審議会を閉会します。 

本日は、どうもありがとうございました。 


