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第２０回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２４年５月３１日(木) 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、岡田経営企画部長、澤谷総務部長、黒木経営企画部次長・

都市経営課長、山口財政課長、掛川原道路建設課長、高越土木維持課長、宮崎児童育

成課長、古瀬教育委員会 総務課長、中野教育委員会 総務課 総括専門員、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、徳田福岡総合行政セ

ンター所長、山本福岡総合行政センター次長、谷内経済振興課長、橘市民生活課長、

山崎福岡まちづくり推進室長、窪田福岡教育行政センター所長、川尻地域振興課 課

長補佐、橘地域振興課 主幹 

 

○ 委員（５０音順） 

 大道哲郎委員、木村英二委員、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、平野栄一委員、源保夫委員、茂古沼江里委

員、山崎美恵子委員、山田儀作委員 

○ 欠席者（５０音順） 

大庭敦子委員、中山智章委員 

１ 開  会                        午前１０時００分 

【事務局】 

本日は、お忙しい中ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

ただいまから、第２０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 

（市出席者の紹介） 

 

２ 会長挨拶 

【事務局】 

それでは、山田会長からごあいさつをお願いいたします。 

【会長】 

 みなさんおはようございます。 
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本日は、高橋市長様をはじめ、市当局の皆様そして審議委員の皆様には大変お忙しい

中、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

今年の春からの天候は、日本海上空で偏西風が大きく南に蛇行いたしまして、寒気が

おりて来て、南の暖気がぶつかり合いまして、爆弾低気圧が発生して、被害をもたらし

ました。マイナス１９度の冷気が日本の上空に来まして、下からは暖められた空気が来

まして、そこで温度差が発生して、積乱雲が発生し全国では、雷、雹、突風が来まして、

竜巻も発生して被害をもたらしております。そんな中で田植えを心配しておりましたけ

れど、平穏無事に終わったと思っています。このあとどんな天候になるかわかりません

が、夏場に熱波さえ来なければ好いコメができると思っております。 

高橋市長様にはお忙しい中、二巡目のわがまちトークが３６地区で順次開催されてお

るところでございます。福岡地域におきましても、赤丸、五位山、西五位の３地区で終

わっております。その中で、新しい宿題が出されたと思います。よろしく対応のほどお

願いいたします。 

今日は合併して７年と７ヶ月目ですが、合併時からの約束事は順調に今まで来ており

ます。これも市長さんはじめ市当局のおかげであると思っております。その中で、今進

んでいる事業は、複数年にわたっている事業であります。順次進められております。福

岡小学校改築事業など、今年２月に新校舎が完成し、今は旧校舎が解体されております。

ちょっとさみしいなぁと思い、今朝も前を通ってきました。でも新しい体育館ができる

のでいいのかなぁと思っております。あとは蓑川プロムナード、総合グランド、この３

事業に関しましては、平成２５年度完成に向けて順次事業が進められております。めで

たく完成することを祈っております。駅前の土地区画整理事業につきましては、駅前交

流センターが着工されることになっております。梨木橋については半分ほど仕上がって

いますが、この橋に関しましては、名称が「なしき橋」なのか「なしきの橋」なのか話

題になっております。今後推移を見守りたいと思います。この橋が駅前通りのメインと

なりますので、本当の福岡町の本筋が見えて、駅前通りが見えれば、こんなに変わるか

なぁと思います。 

この事業は平成３０年まで続きます。仮換地も終わっていますので、どんどん空き地

が増えて、整理されていくと思います。長い事業なので真剣にみなさんと見守っていき

たいと思っています。審議委員の皆様には、住民の皆様からいろんなお話が聞こえてく

るかと思いますが、新しい高岡市の中でみなさんが思っていられる意見を言っていただ

ければ、よりよい審議ができるのではないかと思っております。最後になりますが、市
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長さん、市当局のみなさんには今後一層のご支援ご協力をお願いいたします。開会に当

たっての挨拶といたします。 

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】 

みなさんおはようございます。今回は２０回目の区切りのいい地域審議会になりま

したが、お集まりいただきありがとうございました。６月１日衣替えという時期ですが、

高岡市役所は早めのクールビズを始めており、皆様にもそのようなご案内をしていると

思いますが、こういう試みをお受けいただきたいと思います。昨年の東日本大震災をみ

ると、自然とどうゆうふうに折り合いをつけていくのか、その中で、自然にやさしいと

いうか、エコというか、そういう暮らし方をしていくことはどういうことなのか、改め

て問われているのではないかと思います。福岡は環境にやさしい、自然にやさしいまち

づくりを大きなテーマに取り組んできております。クールビズも突き詰めれば、そうい

うことかなと思っています。新聞等でも原子力発電をめぐるいろんな動きもあるようで

すが、やはり作られたエネルギーに安易に頼るのではなく、暑い夏は暑い時らしく、寒

い冬は寒い冬なりに折り合いをつけながら、工夫をしながら過ごしてきた先人たちの知

恵を学んでいくべきでなかろうかという風に思います。そういう意味で、楽な格好をす

るということではなくて、四季折々にあった暮らし方をしていくという考え方が大事で

クールビズを一つのテーマとして取り上げていきたいと思っておりますし、衣服という

ことだけでなく、生活の在り方、高岡地域はもともと夏であれば、日陰を作ったり、打

ち水をしたり、朝顔のグリーンカーテン、簾戸に入れ替えてみたり工夫をしながら生活

をしてきた文化を持っているところであり、高岡らしい過ごし方の提案ということでク

ールビズに取り組んでまいりたいと思っております。 

今日は本年度第１回目の地域審議会、本年度は私どもが策定してまいりました、総

合計画の第２期目のスタートの時期、五カ年計画第２次基本計画のスタートの時期にな

っております。高岡地域が開帳４００年ということを踏まえまして、それ以来の最初の

中長期計画になっております。高岡新世紀創造プロジェクトを打ち出して推進していき

た。新しい高岡の魅力を磨きあげながら、つないで、ネットワークしながら合併後の新

しい高岡を醸成しながら作り上げていきたいと思います。心をこめて新世紀創造という

言葉を使っております。先ほど山田会長からもございましたが、福岡地域は、新市建設
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計画、それにのっとった総合計画に基づいて着々と事業を進めております。７年たって

ようやく形が見えるようになりました。西干場の新しい住宅に入居していただいており

ますし、福岡小学校も体育館は工事中ですが、本校舎については新しいところに移って

いただいて元気に学んでいただいています。広々とした環境、木をふんだんに使った校

舎づくりで、やわらかな環境中で子どもたちは学習しております。ぜひ良い学習環境を

利用しながら、中身の濃い、充実した教育を実現していただきたいと思っております。

また、駅を中心とする区画整理事業も順次進んでおり、これもみなさま方のご協力のお

かげであると思っております。事業といたしましては、駅前のほうから施設建設あるい

は河川の改修に合わせた整備を進めていきたいと思っています。これから区画整理の本

体のいろいろな動きが出てくると思っております。また、B＆G 海洋センターの改修な

り福岡消防署への救急自動車の更新なり順次進んでおり、皆様のご協力のおかげと思っ

ており、これからも計画に基づき順次進めてまいりたいと思っております。今日は新年

度ということもありまして、市当局のスタッフもだいぶ顔ぶれが変わりまして、大勢来

ておりますが、それぞれ福岡の課題につきまして、新年度の予算の取り組みについて報

告させていただきながら、ご意見等をいただいて、今後の行政の推進に役立てていきた

いと思っています。今日は限られた時間でありますが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、中

山委員、大庭委員からは事前に欠席の連絡をいただいております。  

本日の会議は、委員定数１５人のうち１４名の出席をいただいておりますので、地域

審議会設置規定第８条第４項に規定する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。 

設置規定第８条第３項の規定によりまして、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】 
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 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審議事項１件、③その他２件となっております。 

 

【議長】 

それでは、「報告第 53号 平成 24年度当初予算（高岡市全体）」及び「報告 54

号平成 24 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 53 号 平成 24 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。 

（地域振興課から説明） 

続いて、「報告 54号平成 24 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】 

高岡市は昨年度歴史都市認定を受けました。当福岡町も在往町往来という位置づけて福

岡地区も指定を受けています。資料№1 のページ 15 の３「心豊かな人をはぐくみ万葉

と前田家ゆかりの歴史と文化をたのしむまち」、ページ１７の（３）心にうるおいをも

たらす地域文化の振興」、ここから派生してページ３の（２）魅力ある観光のまちづく

り」このあたりがそれに関連しているところだと思います。福岡地区における事業計画
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はこれをみるとあまり見られない。この福岡地区は在往町往来という位置づけになって

いまして、旧北陸道の人々の行き交った当時の姿を残している町並みということで指定

を受けたと思いますが、今後その地域の魅力アップについてどのように考えて、どのよ

うに展開されていくのかお聞かせください。 

【まちづくり推進室長】 

旧北陸街道に関しましては、高岡市の歴史まちづくり計画において指定されております。

歴史的町並みにふさわしい通りになるように修景整備します。具体的にはカラー舗装し

たり、道路側溝の整備、電柱を減らしてカラーコーンにするなど考えられるが、どのよ

うな整備をするにいたしましても、福岡クラシック街道の会員みなさん、地元自治会の

みなさんとよく協議をさせていただきながら進めていきたいと思っております。事業期

間は平成２６年度から２８年度を予定しております。福岡クラシック街道のみなさんは

新しい街道部会を作って研究調査されておられます。私どもも、県道でもありますので

県と相談しながら事業着手について取り組んでいきたいと思っております。今年度も都

市計画課のクラシック街道の景観担当とクラシック街道のみなさんと一緒に調査研究

を進めていきたいとおもっております。なお、事業着手予定は、平成２６年度計画なの

で、本年度は予算化しておりません。 

 

【委員】 

とても希望の持てる回答でした。とてもうれしく思います。よろしくお願いいたします。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

資料№１の１２ページにある下水道整備についての質問です。福岡地域内でも下水道整

備が徐々に進んできています。特に山王地域の能越自動車道よりも東側は、ようやく始

まったばかりだと認識しております。当然下流のほうから工事を進めるべきとは思いま

すが、今後の整備計画・供用開始時期をお聞かせください。 

【市民生活課長】 
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下水道事業の中で、特定環境公共下水道事業では、約１億円が予算化されております。

本年度は、福岡地域では能越自動車道南側の福岡町一歩二歩の一部と福岡町江尻の一部

約１．７㎞の敷設を予定しています。ただし、施工状況等により、施工距離は変動する

可能性があります。今後、一歩二歩、江尻については４、５年をめどに整備する予定と

なっております。その後、上流の矢部地域を４，５年で整備し、福岡地域全体の下水道

整備が完了する予定です。したがって、今のところ、平成３２年で完了する予定になり

ます。 

【委員】 

簡易水道事業の、鉛給水管の更新事業の件ですが、福岡地域全体で何年くらいかかるの

か。町部に至ってはほとんど手が付いていないと思っておりますが。 

【市民生活課長】 

鉛管をステンレス管に取り替える事業は、水道局工務課で確認しましたところ、平成２

４年３月策定しました高岡市水道ビジョンに基づき、２２年度末に未整備件数が６８４

件ございましたが、これを平成２８年度末まで整備するように目標を立てています。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

資料№１の４ページにあります、 福岡地域イベント等補助事業というのがあります。

つくりもん祭りを考えますと、毎年駐車場の問題が出てきております。そんなことを考

えますと、シャトルバス等の導入を考えなければいけない時期かと思います。そちらの

ほうの検討は何かお考えですか。 

【経済振興課長】 

現在小矢部川の河川敷の駐車場を利用しています。昨年は実行委員会でも十分協議を

しながら進めていました。河川敷については少し距離もありますので、おもてなしの

観点からのぼり旗の設置や隣接する橋の欄干に軒下反トンを設置しながら、少しでも

距離感が短くなるようなおもてなしの対応を工夫いたしました。今後、河川敷だけで

は全体のスペースを網羅していないので、そういった点も含めて、実行委員会とも充
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分協議をさせていただいて、シャトルバスの運行について協議していきたいと思いま

す。 

【委員】 

結構距離が長いので、高齢者の方を含めて、たくさんの人に来ていただきたいので、

ぜひお考えいただきたいと思います。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

新幹線の件についてお伺いしたい。マイカーの方を除いて、福岡駅から乗車して、新

幹線の駅までのアクセスについて、どのような利便性の工夫がなされているのか教え

ていただきたい。 

【副市長】 

充分なお答えでないかもしれませんが、新幹線新駅と福岡駅のアクセスのご質問かと

思います。利便性についてはかねてから研究しておりますが、現在のところ福岡駅か

ら在来高岡駅を経由して新幹線の高岡駅に行くことになる。新幹線新駅のそばに城端

線にもう一つ新駅をつくるということで、現在かなり熟度をあげてきております。そ

れが本決まりになりますと、アクセスのルートとしては福岡駅でお乗りいただいた方

は現在の高岡駅まで行っていただいて、そこから城端線に乗り換えていただき新幹線

新駅に行くというルートになるかと思います。それが利便性はどうなのかというと、

つなぎの部分の工夫とか列車本数とかに関連するかと思いますので、これから研究し

ていくところです。 

【委員】 

１時間であるいは３０分で新幹線に乗れますという感覚ですか。 

【副市長】 

そのあたりにつきましては、これからの課題だと承知しております。時期的に平成２６

年度中に新幹線新駅開業する方向で作業を進めています。一方北陸本線自体は第三セク

ター化の流れも別途ございますので、それらとのつきあわせ作業がこれから始まるわけ
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でありまして、そのあたりから一つの結論が出で来ると思われます。したがって現段階

で、具体的なアクセスの時間まではお答えできません。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

大滝の工業団地ですが、企業誘致がなかなか難しいとは思いますが、飼料№２の中で、

平成２３年度：決算が〇円というのは誘致活動されなかったというのか。誘致活動し

たけれど予算を使わなかったということなのか。誘致活動されていたのであれば、ど

のようなことをしていたのか。 

【副市長】 

大滝工業団地につきましては、大滝工業団地のためだけの企業誘致ではなく、市全体

で企業誘致を進めている。 

【経営企画部長】 

大滝工業団地の造成に係る事業費が０円という意味です。 

【委員】 

平成２４年度の１，０００千円は誘致活動に対する予算ではないのか。 

【経営企画部長】 

そういうことです。 

【委員】 

平成２３年度は予算がついてなかったということですか。 

【都市経営課長】 

企業誘致については、企業誘致推進本部を設置しており、市全体で進めております。

いくつかの工業団地への誘致、市内にある既存企業の拡張等の用地として、企業誘致

を進めておりまして、決して誘致活動をしていなかったというわけではありません。 
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【経営企画部長】 

資料１の２１ページをご覧ください。企業誘致事業の高岡市全体の取り組みといたし

まして、企業立地推進事業や空き工場等有効活用促進事業、企業立地助成金など企業

立地推進本部で進めております。決算〇円となっているものは、工業団地造成にかか

るものであり、企業が誘致できた時の事務的な費用であり、企業誘致活動については、

市全体で取り組んでおります。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

直接今日の審議会のテーマにそぐわないかもしれませんが、「安全で安心して暮らせ

るまちづくりの推進」の地域防災計画推進事業の関連事項ということで質問させてい

ただきます。 

福島第一原発事故で、国が重点対策地域を３０キロ圏と示しました。志賀原発で言う

と氷見が３０キロ圏に入っています。氷見市が北陸電力との安全協定締結に向けて動

いているし、石川県との合同原子力防災訓練に参加するということも聞いております。

高岡市も５０キロ圏ということで、放射性ヨウ素防護区域ということで、私たちとし

ても無関心でいられないと思っています。国ではようやく、原子力規制庁設置法案の

審議が始まったばかり、また、原子力事故調査委員会の報告もでてない。このような

状況の中で、国の防災指針を待って対応するだけでは、地域住民の不安は募るばかり

であります。そこで、地域防災計画推進事業の中で地域防災計画見直しに、より防災

対策に充実を図っていくというふうに唱ってありますが、特に原子力防災計画の見直

し等、当局は原発をめぐる状況にどのような認識を持っているのか。市民の生活の安

心安全に対して、どう取り組もうとしているのか。原子力防災計画の見直しのポイン

トと合わせてお聞きしたい。 

【総務部長】 

本地域はご指摘の通り志賀原発から３０キロから５０キロの位置にございます。国の

原子力安全委員会の中では、見直しの中で、防災指針において、いわゆるｐｐａでは

屋内避難を中心として、防護対策区が想定されておりますが、非難が必要になった場

合の対策としましては、安定ヨウ素材の服用も想定している。富山県は先日ある製薬



 

11/24 

会社から寄付を受けたわけですが、ｕｐｚ及びｐｐａの区域内の人口を対象に４０歳

未満を対象に配布する予定である。本市では市民の安心安全をさらに進めるために、

４０歳以上の備蓄を独自に進めます。石川県の合同防災訓練については、６月９日に

行われる原子力防災訓練には高岡市の主催で富山県と氷見市と連携した訓練を実施す

ることで、広域的な避難体制を確立していきたいと考えております。昨年より高岡市

がイニシアティブをとりまして、県西部６市による原子力災害対策の情報交換会を開

催し、原子力に関する話題の調査研究、合同防災訓練、合同研修の実施など各地と相

互に連携することにより効果的な災害対策の実施を図っております。 

この他にも高橋市長は県の防災原子力災害対策部会のメンバーでございまして、県の

重点要望におきまして原子力災害対策の充実、強化について意見を要望するなど積極

的に政府の取り組みと並行して原子力災害対策の検討を進めているところであります。 

また、市では原子力対策だけではなく、市の地形等考えながら地震・水害・津波など

の被害が想定されるところにつきまして、自主防災組織との皆様方といろんな形で連

絡を取りながら、防災対策に取り組んでいます。たとえば福岡地域におきましては、

６地区の災害時孤立集落につきましては、平成２１年度から平常時からの備えや災害

につきまして自治会の方々と話し合いしながら、集落台帳を作成し、医師や看護師な

ど医療機関の方々との支援や被災される人物、災害対策本部の連絡先などに関係の皆

様を含め情報を共有しているところでございます。 

また、最悪孤立集落については、災害前に避難することが原則でありますが、万が一

孤立した場合には、昨年度より防災行政無線など整備を進めながら、情報の収集、伝

達を行いまして、関係機関と連携しながら、道路の通行の確保や物資の輸送などの必

要な救援を行うこととなっております。最後に今後の高岡市の防災計画、これは、原

子力災害計画だけではありませんが、広域的な計画などについて見直すこととしてお

りまして、県の防災会議や同じ立場にある関係自治体と連携しながら検討を進めてい

きたいと思います。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

起債について、一人当たり７６０万円の借金ということですが、市全体では、市民一

人当たりどれくらいになりますか。 
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【財政課長】 

市の市債の残高のことだと思います。一般会計と特別会計がございますが、税金で賄

う部分の行政サービスを行っているものについては、一般会計で行っております。平

成２３年度末の見込みは９３９億円くらいでありまして、これは市民一人当たりに直

しますと５３万２千円となります。また、下水道事業、工業団地造成事業、市民病院

事業、水道事業などの特別会計事業すべて合わせますと８６１億円の本年度末の見込

みとなっております。特別会計の部分は市民一人当たり４８万８千円となります、一

般会計と特別会計を合わせますと１８００億になりますが、市民一人当たりにします

と１０２万円になります。起債は極力圧縮、残高を増えないように財政運営をしてお

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。 

 

【議長】 

 次に、「報告第 55 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 55 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】 

小学校グランド整備に関しての質問です。 
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つくりもんまつり、さくらまつりなど１時期に集中して車が集まる場合は、今まで

小学校のグランドを使用していたが、工事の関係で今現在使えない状態です。先ほど

の谷内課長の話にあったように河川敷の駐車場を使ってシャトルバスを検討されると

いうことでありました。まず１点目として、新しくできる小学校のグランドについて、

暗渠排水で整備する、水はけのよいものと聞いてますが、そうすると車の乗り入れが

できないということですが、グランドに埋めるパイプの種類を検討することによって、

車をグランドに乗り入れることができないのか。つくりもんまつりやさくらまつりの

３，４日のことだけで大きな駐車場を作ることはできないので、今まで、小学校のグ

ランドを駐車場に使えたことは良かった思います。今後、小学校グランドに車が乗り

入れできるのかどうかを伺います。 

また、要望ですが、車が乗り入れできないというのであれば、遠くの駐車場からシ

ャトルバスで送迎のほかに、最近パークアンドライドということをよく聞きますが、

バスとか電車など公共の乗り物に積極的に乗っていただくという進め方も必要かと思

います。つくりもんまつりで言うとＪＲ福岡駅ですと駅の前からメインのとおりです

し、さくらまつりにしても多少距離はありますが、歩いてまわる祭りですので、うま

くＰＲすればいいと思います。 

もう一点、駅前の開発に関係しますが、駅前にロータリーができるということで駅

前とバス停が近くなることで、車の代わりにＪＲでお越しくださいとお願いした場合

に、現福岡駅を考えた場合、年輩の方や高齢者の方が向こうのホームからこちらのホ

ームにわたる場合大変であると思います。高岡駅ではエレベーターが整備されてます

し、今は、工事中なので整備されていくと思いますが、福岡駅についてはバリアフリ

ーという意味では立ち遅れている。周りの施設はすべてバリアフリーに進められてい

ても福岡駅がそうなっていない。駅の整備には、障害者だけでなく、高齢の人にも優

しい整備が必要であると考えます。ぜひエレベーターの設置を要望します。 

【教育委員会 総務課長】 

一点目の小学校のグランドの車の乗り入れについてお答えします。 

 

グランドは水はけを良くするために暗渠排水を整備するほか、表土にも混合度、樹

皮を利用した土壌改良材を使用する予定としており、車が乗り入れると排水管や表土



 

14/24 

に悪影響を及ぼすので、新たに整備をする小学校のグランドにつきましては、車両の

乗り入れについては遠慮いただきたい、ぜひご理解とご協力いただきたい。 

【経済振興課長】 

駐車場として今まで利用していたエリアを、使用しないということなので、駐車場

については、シャトルバスや公共交通機関に大きくＰＲして呼びかけて、お客様のお

もてなしに努めていくという考えですが、今年度からマスコミ、報道機関を通じてご

協力をいただきながら広く進めていきたい。駅のエレベーターについては、上り線、

下り線両方にエレベーターが必要になります。当然ＪＲとの協議が出てくるものであ

り、今は具体的にはお答えできません。 

【行政センター所長】 

補足説明させていただきます。 

エコの町づくりを福岡地域で進めています。遠くの駐車場からのパークアンドライ

ドあるいは福岡の誇るつくりもんまつり、さくらまつり福岡駅周辺でやっております

ので、今後パンフレットでも最寄りの交通機関を利用してほしいことを入れさせてい

ただきたいと思います。２点目ですが、駅をご利用される方についてのバリアフリー

については、ＪＲのことでもありますし、ＪＲさんの意見をお聞きするということは

当然のことでありますが、バリアフリーの費用対効果や利用者数に見合う設備のあり

方の検討など、調査研究をさせていただきたいと思っております。 

 

【委員】 

小学校のグランドの件ですが、暗渠排水して、土のグランドで整備することは当然

なんでしょうが、この後福岡の街で５０年１００年使うとなると 

 

もう一度駐車場に対応できるような仕組みを考えてもらいたい。暗渠排水の強度の

こともさることながら、マットを引くなり、タータンにするとか、今まで前例がない

けれど再度考える余地はないのか。われわれつくりもんの関係者としては、行政、自

治会、商工会の反省会の中で、駐車場の位置については、高齢者の方々のことを考え

ると、また、まつりを町の真ん中でやる以上避けられない問題だと思います。これだ
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けの施設になりますし、できれば駐車場として活用できる考え方というものはまった

くないものか確認したい。 

【福岡総合行政センター所長】 

グランド整備は、福岡の児童の皆様の最適な環境を重視しており、表土の入れ替え

だけということも考えましたが、これだけ校舎、体育館新しくなることを考えますと、

暗渠排水を入れさせていただき、水はけのよいグランドを整備させていただきたいと

考えております。そうなると車の侵入により目詰まりをおこしたりする可能性がある

ので、難しいかなと思っています。商工会の皆様方には、つくりもんまつり、さくら

まつりに多大のご貢献をいただいております。駐車場の件に関しましては、実行委員

会の皆様と関係者の方々と真摯に受け止めまして議論をし、よりいい方向へと思って

おります。シャトルバスも一つの選択肢かと思いますが、いづれにしても、つくりも

ん祭りは高岡市福岡の代表の祭りで、より多くの人に来ていただきたいので、駐車場

の問題は今後、真剣に議論していくことが必要であると思っています。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

駐車場のことは大切なことであると思いますが、公共の交通を使ったほうが、エコ

から見ても非常にいいと思うので、商工会の実行委員会で公共交通を使うとスタンプ

を差し上げるとか、車に頼るという今のシステムを見直すということで、駐車場問題

の根本を考え直すことが大切ではないかと思います。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

学校施設の特徴ということで、地域開放にも配慮とありますが、施設の地域開放に

ついて、学校開放の運営のことですが、一般の人が利用しやすい鍵の保管の仕方や施

設自体地域の防災の拠点として位置づけられているが、施設内にどういったものを整

備されるのか。 
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【教育委員会 総務課長】 

夜間開放につきましては、現在も行っていただいてます。学校体育施設開放運営委

員会があり、そちらで鍵の保管につきまして、新しい体育館ができた後、検討してい

ただく予定です。 

防災の拠点として、学校は避難施設として指定させていただいている。新しい体育

館整備後に備蓄できる倉庫を建てる予定にしている。 

【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 56 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 56 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。 

（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】 

多目的広場について質問します。野球やソフトボールができる広さということですが、

正式な試合がなくても、一般の方も芝生広場のような使い方ができますか。 

【教育委員会体育保健課長】 
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一般の利用者の方がどのように利用できるのかという質問ですが、前提としては都市公

園として整備する予定ですが、芝生の張った多目的広場、東西に遊具を備えた遊具広場、

ジョキングコースも設けますが、たとえば、多目的広場では芝生広場で、親子で弁当を

広げボール遊びができるイメージのことが可能と考えています。公式試合で占用するこ

とになればそのような使い方に制限がかかる場合もありますが、一般的には通常の公園

と同様に気楽にご利用いただきたいと考えている。 

【委員】 

合併特例債で多額の費用がかかることを考えると、一般の方が大いに利用できる環境を

作っていただきたくまた、大いにＰＲをおねがいしたい。 

【議長】 

ほかにありませんか。 

【委員】 

アクセス道路について、国道８号線から進入するときは良いけど、８号線へ出るときに

踏切を渡る必要があり、混雑が想定される。混雑の時の対処方法や周辺道路の整備につ

いて、また、近くにある千鳥が丘小学校の危険の回避など対策はあるのか。 

【教育委員会体育保健課長】 

ご指摘いただいたとおりであります。一番のメインになる進入路として、県道がありま

す。踏切がありますので一時的な混雑が考えられます。その対策としましては、そのほ

かの球場周辺に直結するアクセス道路を拡幅改良するなど、いくつかのはけ口の道路と

して改良整備したいと思っています。また、近くに小学校がありますので、交差点の改

良や防護策など安全対策を考えている。充分配慮して、安全が守れらるよう進めていき

たいと思っています。 

【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。 

 

（２）審議事項 

【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（土地区画整理

事業）」について、「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、

関連性がありますので一括して説明願います。 
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【福岡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（土地区画整理計画事業）」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。 

（福岡まちづくり推進室から説明） 

引き続き、「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。 

 

【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。 

 

（３）その他 

【議長】 

 それでは、その他の事項に入ります。 

本日は２件ございます。では始めに「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。 
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（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】 

現時点での話はわかりました。この後の見込みについてもう少し説明願います。 

【財政課長】 

今後の予定ということで、右に書いてあります。土地区画整理事業が大きなものですが、

これらに加えて福岡中学校のグランド整備や福岡町民グランドの整備が予定されてお

ります。 

【副市長】 

今ほど説明しましたが、これまでの累計で６３億円使っておりますが、残り２６億円く

らいあります。合併特例債は平成２６年度までと承知しておりましたが、それまでどう

使うかということを考えていました。目下のところ特例債の使用期間の延長が取り出さ

れていますが、結論は出ておりませんが、計画の説明上２６年度で終わるという仮定の

もと、お答えしたいと思います。残り２６億円については、細かい数字についてはここ

では、説明しきれませんが、おおむね土地区画整理事業をこのままの勢いで続けていき

ますと、平成２６年度いっぱいには、福岡分の特例債をほぼ使うことになると思ってい

ます。具体的な事業については、事業総額が必ずしも特例債の数字と一致しませんが、

全部が土地区画整理事業にはならないと思うが、目標の９５億円あまりについては、平

成２６年度に、ほぼ使うことになると思う。もし、そうでない場合、合併特例債使用期

限の延長になれば、その使い方について、より適切に考えていくというふうになるかと

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】 
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 それでは、次に「とやま・ふくおか家族旅行村管理運営検討委員会報告書の概要」に

ついて、説明をお願いします。 

 

【経済振興課長】 

 それでは、「とやま・ふくおか家族旅行村管理運営検討委員会報告書の概要」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。 

（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】  

家族旅行村につきましては、私も利用させていただいており、福岡町の大事な資産と

考えております。資料の中に経営状況が非常に厳しいことありますが、今どれくらい

の方が利用されているかということと、経営改善について、何年くらいの計画でどれ

くらいの集客を目指すのかということを伺います。 

【経済振興課長】 

現在の利用者数については、当公社は平成７年開設し１５年間経営してきました。そ

の後、隣接している地域に類似施設が建設されたこと、お客様のニーズの変化などが

あり、発足当時は多くのお客様に利用いただきましたが、現在、平成２３年度は２６，

９６１名です。これ以外にファミリー的に８０ヘクタールの公園等をご利用いただい

ている方もいるかと思います。また、改善計画については、１０年間の管理運営に関

する収支計画表を作っている。今は、指定完了として、年間４０００ま万円あまりの

高岡市からの支援を得ているが、老朽化に伴う修繕は別として、経費節減に努めてい

る。従業員あげて、しっかりとしたＰＲ活動を進めながら、ひとりでも多くの人にご

来場いただけるような施設づくりがもっとも大事だと認識しております。と同時に経

費削減にも今後取り組んでいきます。 

【福岡総合行政センター所長】 

補足説明させていただきます。経営改善で多くの人に来ていただけることが前提であ

ると思っています。そのために、現場スタッフと連携を密にして、できるところから
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サービスの向上に努めています。もう一つは、家族旅行村はいい環境にございまして、

五位山地区には、栃丘のタケノコやいろんな山菜も取れますので、地域の方々と連携

を深めながら、特色のある魅力ある施設づくりに努めたいと思っております。委員の

皆様にもご支援をお願いします。 

【委員】 

経営がたいへんであると、お客さんの数も年々減っているということですが、今まで

福岡町内を中心に呼びかけしていたと思うのですが、商圏をもっと広くしてアピール

すればどうか。料理の充実の改善のほかに現在ある資源、星やホタルやコスモスなど

エコロジー的な攻め方もあるのではないか。ペンションのホームページとかに宿が主

催する山菜とりの体験コースとか、自然の中だからこそ、自然を生かしたいろんなや

り方があるのではないか。幅広い人にどんどんＰＲしてお客さんを増やしていただき

たい。 

【福岡総合行政センター所長】 

今言われた恵まれた環境をフルに生かしてＰＲにしていきたいと思います。家族旅行

村の自然は福岡の宝のみならず、高岡の宝であります。家族旅行村は大変いい施設と

思っております。温泉施設についても、報道各社にも大変いい記事を載せていただき

ました。そういう意味では、温泉もいいし、ランチもおいしいという評判が立ってお

ります。皆様方のいろんなご意見を踏まえまして、よりいい施設に、ブランドイメー

ジを高めるように経営改善に努めていきたいと思っておりますので、いろいろお知恵

を拝借したいと思っております。 

【委員】 

１日の客室稼働率はどんな状況ですか。 

 

【経済振興課長】 

１日平均１００の入浴者があります。宿泊については、金曜、土曜が主体であり、火、

水、木についてはなかなか利用がありません。土曜、日曜については、屋外施設もあ

り、天候に恵まれた場合はかなりの利用があります。特にお昼のレストランのご利用
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者が増えております。今後、このような魅力づくりを考えながら一人でも多くの方に

ご来場いただける取り組みを図っていきたいと思っております。 

【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。 

【委員】 

新幹線の関連で、並行在来線のことについて５月２２日の報道があった。並行在来線対

策協議会の会長は石井県知事ですが、並行在来線の乗車料金を試算すると、料金が２５

パーセント値上げしないとやっていけない。という報道がありました。福岡の住民から

みると、新幹線乗るのに時間もかかるし、在来線は料金が上がると、良いことがないの

ではと心配している。在来線に関する情報があれば聞きたい。 

【副市長】 

現在のところ、協議か続いている段階ですので、お答えはできませんが、ご要望として

しっかり承っておきます。 

【議長】 

 これで終わりますが、ほかに何かありますか。 

【副市長】 

審議事項、報告事項でくくれなかった部分について報告させてください。 

すべてのことに関連しますが、高岡市では、福岡地区をエコのモデル地区にしたいと

市長のほうからの強い要望もございまして、そんな進め方をしております。具体的には、

駅前周辺中央地区をそのモデル地区にできないかということでいろんなことを試みて

おります。エコというと幅が広いですが、発電というと太陽光発電のような目に見える

わかりやすいものから言うと、福岡総合庁舎にパネルを載せている。それから、完成し

ました福岡小学校にもあります。これからは駅舎にも計画しており、もちろん駅前交流

センターにも計画しております。駅前休憩所に予定しております、３つの屋根付き休憩

所にも、それぞれ単独のパネルを載せて、その休憩所は、夜間は自力で照明ができるよ

うなことを考えております。今言いましたところは太陽光を利用した施設であります。
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そのほかには水力でありますとか、ほかのものも研究をしております。照明につきまし

ては、新しく作る施設には、なるべくＬＥＤ照明に切り替えております。そういう意味

ではエコの角度から報告させていただきたい。 

ほかに駅前でモデル地区として取り組みたいのは、水辺の活用でございます。蓑川プロ

ムナードも、そうした一環であります。詳細はまだ確定しておりませんが、そのほか駅

前では、市民の皆さんからのご意見で福岡の産業であります菅笠の材料であります、菅

を菅田という形でお見せできないかと思っております。いきなりエコとは結びつかない

かもしれませんが、しかし緑の環境という意味では利用価値があるのかなということで

研究をしてまいりたいと思っております。そのほか同じく福岡の産業といたしましては、

錦鯉がありますが、こうした産業を水辺空間の中で何とか見せることができないのかと

いう強い要望もございますので、研究をしております。また緑で言いますと高岡市全域

で試みとります、グリーンカーテン。当福岡地区でもすでに実施しておりまして、ゴー

ヤを用いたグリーンカーテンを各自治会からのご協力ですでにプランターへの植栽を

終わっております。全体的なことで、エコということを全体で考えています。クラシッ

ク街道を守る会のほうでも、菅笠に使う竹の骨を利用してＬＥＤの行燈も作っていただ

きました。イベント時の夜間照明も始まっております。いろんな形で住民の方々と一体

になりながらさらにこの区域全体が、エコの観点で高岡市の中でも先端的な、先頭を切

って動いて行くようにしたいと思っています。今日報告したことに重ね合わせてご理解

をいただきたいと思っております。もっと広い範囲で言いますと、福岡には自然を満喫

する家族旅行村もあります。地球の温暖化に対して二酸化炭素を減らすようなそんな区

域として地域全体をそういう方向で導いていけたらと思います。 

【議長】 

 これで終わりますが、事務局から報告があります。 

 

【事務局】  

次回の第２１回福岡地域審議会は、11月上旬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。  

案内は以上であります。 

５ 閉会 
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【事務局】 

 以上をもちまして、第２０回福岡地域審議会を閉会します。 

本日は、長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。お疲れ様でござ

いました。 


