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福岡地域審議会会議録（委嘱書交付式） 

 

委嘱書交付式  

と き  平成 20 年 2 月 19 日（火）午前 10 時 

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】 

橘市長、高田副市長、岩坪経営企画部長、須藤総務部長、坂下都市経営課長、増

川道路建設課長、竹田福岡総合行政センター所長、澤村福岡総合行政センター次

長兼福岡駅前まちづくり推進室長、中川教育行政センター所長、横山市民生活課

長、角田経済振興課長、矢部健康福祉課長、小崎福岡駅前まちづくり推進室主幹、

杉野地域振興課主幹 

 

【司会】 

司辻地域振興課長 

 

【委員・ｱｲｳｴｵ順】 

上田久之委員、越後護委員、窪谷芳光委員、倉久俊委員、中島秀恭委員、 

中村清志委員、中山安治委員、西野惠美子委員、濵木慶子委員、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】 

上嶋美智子委員 

 

２ 委嘱書の交付 

 

【地域振興課長】 

皆様にはお忙しいところ、ご出席いただき、まことにありがとうございます。 

ただいまから、福岡地域審議会委員の委嘱書の交付を行います。 

はじめに、橘市長から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下さい。 

それでは、橘市長、よろしくお願いいたします。 
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① 上田久之  （うえだ ひさゆき） 様 

② 越後 護  （えちご まもる）    様 

③ 窪谷 芳光 （くぼや よしみつ）  様 

④ 倉 久俊  （くら ひさとし）  様 

⑤ 竹島 健  （たけしま けん）  様 

⑥ 中島 秀恭 （なかしま ひでやす）様 

⑦ 中村 清志 （なかむら きよし）  様 

⑧ 中山 安治 （なかやま やすはる）様 

⑨ 濵木 慶子 （はまき けいこ）   様 

⑩ 梁瀨 温子 （やなせ あつこ）    様 

⑪ 山﨑 透  （やまざき とおる） 様 

⑫ 山崎 美惠子（やまざき みえこ） 様 

⑬ 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。 

委員の皆様に市長より委嘱書を交付させていただきました。 

なお、西野様につきましては少々遅れますと連絡を受けております。また、本

日、上嶋様につきましては、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。 

 

続きまして、橘市長からごあいさつを申し上げます。 

 

３ 市長あいさつ 

 

【市長】 

 

おはようございます。 

今ほどは、再任の方も含め新しい委員の皆様に委嘱書を交付させていただきま

した。 

高岡市、福岡町が合併して新しい町が出来て２年３ヶ月余りが経過しました。 

合併して新しい町が、すべての皆様に良かったと言っていただけるように、そ

して、福岡地域で新市建設計画に盛り込まれた事項、それは現在、新しい高岡市

の総合計画にとけ込んでいっているわけですが、そういったことが着実に進捗し

ていきますように、また、合併による様々な問題点が円滑に解決していくように

ということで、この地域審議会が合併協議の中で設けられ、そして、現在こうし

てご審議をしていただいているわけです。 

今回、審議会委員さんも新しい皆様に代わられ、これから２年間ということで
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すが、合併後新市建設計画も中盤で段々かたちを見せていかなければいけない大

事な時期ですし、また、いろんな課題についても解決していかなければならない

時期だと思っております。 

どうか皆様には、地域でのそれぞれの立場で日頃感じていらっしゃること、考

えていらっしゃること、また、こちらからお諮りするについてご指導いただき、

合併が目に見えるかたちで進んでいけば幸いかと思っております。 

これから皆様には、２年間いろいろとお世話になりますのでよろしくお願い申

し上げます。 

 

【域振興課長】 

 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。 

引続き、第７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。 
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福岡地域審議会会議録（第７回） 

 

第 7 回福岡地域審議会 

と き  平成 20 年 2 月 19 日（火）午前 10 時 20 分（委嘱書の交付に引続き） 

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】 

橘市長、高田副市長、岩坪経営企画部長、須藤総務部長、坂下都市経営課長、増

川道路建設課長 

 

【委員・ｱｲｳｴｵ順】 

上田久之委員、越後護委員、窪谷芳光委員、倉久俊委員、中島秀恭委員、 

中村清志委員、中山安治委員、西野惠美子委員、濵木慶子委員、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】 

上嶋美智子委員 

 

【事務局】 

竹田福岡総合行政センター所長、澤村福岡総合行政センター次長兼福岡駅前まち

づくり推進室長、中川教育行政センター所長、横山市民生活課長、角田経済振興

課長、矢部健康福祉課長、小崎福岡駅前まちづくり推進室主幹、杉野地域振興課

主幹 

 

【司会】 

司辻地域振興課長 

 

２ 開 会 

 

【地域振興課長】 

それでは、ただいまから、第７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でございます。 
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次に高岡市側の出席者及び福岡地域審議会の事務局の職員を紹介します。 

 

 橘（たちばな） 市長 でございます。 

 高田（たかた） 副市長 でございます。 

 岩坪（いわつぼ）経営企画部長 でございます。 

 須藤（すどう） 総務部長 でございます。 

 坂下（さかした）都市経営課長 でございます。 

 増川（ますかわ）道路建設課長 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、 

 

竹田（たけだ）  福岡総合行政センター所長でございます。 

澤村（さわむら） 福岡総合行政センター次長兼福岡駅前まちづくり推進室長

でございます。 

中川（なかがわ） 福岡教育行政センター所長でございます。 

角田（かくだ）  経済振興課長でございます。 

横山（よこやま） 市民生活課長でございます。 

矢部（やべ）   健康福祉課長でございます。 

 小崎（こざき）  福岡駅前まちづくり推進室主幹でございます。 

 杉野（すぎの）  地域振興課主幹でございます。 

そして、本日の司会・進行を務めます地域振興課長の司辻でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日は石澤市政顧問がおみえですのでご紹介申し上げます。 

 

３ 会長・副会長の選出 

 

【地域振興課長】 

次に会長・副会長の選出を行いたいと思います。 

地域審議会の設置に伴う規定により、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。 

【委員】 

上田です。会長につきましては倉委員さんに、また、副会長は竹島委員さんに

お願いしてはどうでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 



6 

【地域振興課長】 

ただ今、上田委員より、会長に倉委員、副会長に竹島委員という推薦のご発言

がありましたが、いかがでしょうか。 

よろしければ、再度皆様の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した。 

それでは、会長には倉委員に、副会長は竹島委員に決定させていただきます。 

ここで、会長に選任されました倉委員には会長席にお移りいただきたいと思い

ます。 

（席を移動） 

それでは、倉委員さんには就任のごあいさつをお願いいたします。 

４ 会長あいさつ 

【会長】 

ただ今、委員の皆様の互選により会長を仰せつかりました倉でございます。 

就任にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 
この度、会長として当福岡地域審議会の運営を任されることになり、その責任

の重さを痛感いたしております。微力ながら、福岡地域の振興のために力を尽く

す所存でございますので、委員の皆様並びに市当局のご支援をよろしくお願い申

し上げます。  
 

平成１７年１１月に旧市町が合併し早や２年３ヶ月を経過しようとしておりま

すが、「水・みどり・人 光り輝く躍動のまち 高岡」を将来像に掲げた、新総合

計画も策定されて、新しいまちづくりが進められております。  
 
昨年、福岡地域では２度目のタウンミーティングが開催され、地域でのさまざ

まな思いや課題、意見も出されました。こうした地域の課題・意見を大切にして

いただき、豊かな自然、伝統文化・ものづくりの技など、多くの素晴らしい魅力

をしっかり継承していただくとともに、新市の一体化と更なる発展に向け、市民
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との協働によるまちづくりを進めていただきたいと考えております。  
 
当地域審議会の役割は、新市建設計画の変更や執行状況に関する審議を行うほ

か、地域の重要な施策について意見を述べるなど福岡地域の振興を推進する上で、

大きな役割を担っております。  
 
委員の皆様にはお一人おひとりが、新高岡市の将来を展望しながら、新市一体

化の中での地域の発展について、より広い視点と感覚をもって議論を進めていた

だくことが重要であると考えております。  

こうした認識に立って活発で有意義な審議を行い、新市のまちづくりのために

少しでもお役にたてますよう、皆様の協力をお願い申し上げましてごあいさつと

させていただきます。  

５ 市長あいさつ 

【地域振興課長】 

 どうもありがとうございました。続きまして、橘市長からごあいさつを申し上

げます。 

【市長】 

 

改めてごあいさつを申し上げます。 

倉会長さん、竹島副会長さんどうかよろしくお願い申し上げます。 

また、ただ今、倉会長さんからごあいさついただいたことにほとんど尽きてい

るのではないかと思っております。 

高岡市の将来像「水・みどり・人 光り輝く躍動のまち 高岡」の実現に向け、

そして、福岡地域の様々な課題の解決についてご意見を賜りたいと思っておりま

す。  
昨年末に福岡消防署が完成しました。また大滝、赤丸の幼稚園の跡をコミュニ

ティ施設として整備するなどハード面でいろいろとかたちが見えてきていますが、

この後、文教ゾーンの問題や福岡駅前地区の土地区画整理の問題、総合グラウン

ドなど新市建設計画のなかでも大きな問題も出てきます。  
これから、やはりこういった問題については多くの方からご意見をいただく中

で、良かったなあという形でまとめていかなければならない時期になって来ます。 
今日は、こういった計画についての最近の進捗状況なり、また特に駅前のまち

づくりについてどうしていこうとしているのか、ご説明する中で総括的なご意見

を賜り有意義な審議会にしていきたいと思っております。  
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本日はどうかよろしくお願い申し上げます。  

 

６ 議 事 

（１）福岡地域審議会について 

【地域振興課長】 

 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、倉会長よろ

しくお願いいたします。 

【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

から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、福岡地域審議会についてお手元の資料№１から資料№１－３でご説

明させていただきますが、予め委員の皆様には事前配布してございますので簡単

に説明させていただきます。 

 

（地域振興課長から説明） 

 

 以上、福岡地域審議会についてご説明申し上げました。 

 

ただ今、西野委員がおみえですのでご紹介します。 

西野委員さんでございます。 

 

【委員】 

 西野でございます。遅れまして申し訳ございません。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【事務局】  

福岡地域審議会については以上です。 
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【議長】 

 ただいま事務局から説明のありました地域審議会について、何かご質問､ご意見

等ありませんでしょうか。 

 なお、ご発言は議長の指名のもと要点のみ簡潔にお願いします。また、お近く

のマイクをお使いくださいますようお願い申し上げます。 

（質疑なし） 

 

【議長】 

 特にないようですので次に進めさせていただきます。 

 

（２）福岡地域新市建設計画について 

 

【議長】 

 次に、福岡地域新市建設計画について、事務局から説明をお願いします。 

  

【事務局】 

 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。 

（地域振興課長から説明） 

【議長】 

 ただいまの、福岡地域新市建設計画についてのご質問、ご意見はこのあとの高

岡市総合計画の説明後に併せてお願いします。それでは、引続き高岡市総合計画

について説明をお願いいたします。 

 

（３）高岡市総合計画について 

 

【事務局】 

 皆さんおはようございます。都市経営課長の坂下でございます。それでは、こ

れから高岡市総合計画について、ご説明いたしますが、お手元の高岡市総合計画

書に基づきまして主なものをご説明申し上げます。 

 

（都市経営課長から総合計画書で説明） 
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【議長】 

 それでは、ただいま事務局から説明がありました、福岡地域新市建設計画並び

に高岡市総合計画について、何かご質問、ご意見がありましたらお受けします。 

 

【委員】 

 昨日、高岡市の新年度予算案の発表がありましたが、本日の新聞紙上にも載っ

ておりますけれども、これについて市からご説明いただければと思います。 

 

【市長】 

 今回は６７０億円程度の予算案となっており、総合計画では年６３０億円とな

っていますのでかなり膨らんでいます。課題解決型の予算と申し上げております。 

懸案でありました総合斎場について新年度中の竣工に向け取組むための予算や

市民生活に欠かせない廃棄物埋め立て処理場の整備、小学校３年生までの医療費

無料化、水道料金の引下げなどがありますが、今年度はどうしても仕上げなけれ

ばならないものがあって投資的経費が伸びております。次年度はまた６３０億円

に戻ってまいりますが、２０年度はこのようなことで頑張った予算で課題解決型

の予算と言っております。 

福岡地区の予算については次回の審議会でも説明することになりますが、幼保

一元化施設の整備や、要望の強かった市道の整備などに力を入れた予算になるか

と思います。福岡小学校の改築や福岡駅前の土地区画整理については、全体のレ

イアウトやこれからどうするのかといったことをここ１～２年検討する時期にな

るかと思います。こういったことを検討する予算は総合グラウンドも含めて計上

してあります。 

全体的には、古い課題を解決するために予算額が膨らんでおり、いろいろと目

配りもしております。そうすると一方ではメリハリはあるのかと言うことにもな

りますが、新年度は、以前からの問題をなくし、新しいことに向け取り組んでい

こうという年になるかと思います。 

  

 

【議長】 

 ほかにありませんか。 

 

【委員】 

 質問ではありませんが、福岡消防署が立野との境に出来たことで周りの地域は

もちろんですが、合併前には市の端であったところも含め非常に広範囲に火の安

全について確保され良かったのではないかという話をたくさん聞いています。 

また、西山歴史街道についてですが、私は赤丸に住んでいますが自分の前の道

路も大変良くなってきていますし、二上山から小矢部市の桜町にかけて山の方に

は赤丸の古墳や城跡など含めいろいろなロマンが詰まっています。この眠ってい
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るロマンを掘り起こすのは文化的にも面白いのではないかと思います。 

 どうしても行政は、かたちの見えるものに成果を求めますが、この様にかたち

のない文化面も大事ではないかと思っています。 

それと、高岡市には東五位ということころがありますが、福岡には西五位があ

ります。合併によってようやく五位が一つになったような気がします。それと私

は商売をしていますが、福岡、戸出、中田の商工会の合併と言う話がありますが、

伏木を含め高岡市の真ん中を外側からガードして行くような感じがします。質問

ではありませんが、合併後のまわりの人の印象で、私は、福岡は合併して良かっ

たと思っています。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。市の方で何かございますか。 

 

【市長】 

 ありがとうございました。消防署については今話のあったとおりですが、それ

から旧福岡地域といいますか西五位、東五位を含め国吉までが西砺波区域であっ

たわけですが、これらの地域についても対象として広範囲にカバーしているわけ

で、救急出動についても良くなったと思っております。 

 西山丘陵についてですが、五位山、西五位、赤丸、さらに高岡の石堤、国吉ま

でも入るわけですが、西明寺のパークゴルフ場の整備、淵ヶ谷小学校の活用とい

ったことはもちろん大事ですが、今お話のあったようなことや文化財とか、食べ

物があるとか、どちらかと言うとソフト面を大事にしながら、西山の活性化とい

うことにつなげていきたいと思います。 

 西山丘陵の計画については、旧福岡町時代に計画されたものと高岡市で計画さ

れているものを足して策定することとしています。 

 

【議長】 

 ほかに何かありませんか。 

 

【委員】 

 今、福岡消防署の話がありましたが、新高岡市の西部の守りが整備されたとい

うことで大変良かったと思います。また、それと前後して東五位小学校の近くで

西部老人福祉センターができましたが、高齢者の福祉・健康の面で向上して良か

ったと思います。 

 そこで、私たちの住む福岡地域にも健康福祉センターというとても良い施設が

整備されているのですが、合併後、現在余り機能を果たしていないのではないか

と思っております。 

 折角の施設ですので、これが新高岡市の西部地域の健康・福祉の面でより充実

した施設になっていけばいいと日頃から思っております。 
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 それで、幼保一元化施設整備の関係で保健センターが取り壊され、その中に入

っていた子育て支援センターが、この健康福祉センターに移転すると聞いており

ます。小さなお子さんを連れたお母さんやお父さんが訪れることで賑わいはでき

るかもしれませんが、行政側の対応として栄養士や保健師が常駐していなければ

お子さんの健康や離乳食の相談などの面で、充実したサービスが受けられるか不

安に思います。 

 健康福祉センターの隣にあるＵホールには図書館や文化ホール、体育館もあり

福岡だけでなく戸出や西高岡など近隣の地域の皆さんも多く利用していらっしゃ

います。 

 この健康福祉センターにも多くの若い人たちが出入りされることにより賑わい

の創出にもなりますし、福岡地域を含め市の西部地域の健康の面での拠点として、

この健康福祉センターがより充実したものになりますよう、是非お願いしたいと

思います。 

 

【議長】 

 ただいまの意見に対し市の方から何かありますか。 

 

【市長】 

 総括的なお答えになるかもしれませんが、西部老人福祉センターにつきまして

は、福岡地域の皆さんにも是非利用していただきたいと思います。 

 健康福祉センターについては、文教ゾーンの整備をしていく中で、子育て支援

センターが移転してくることになるわけですが、大変いい施設として新市に引継

いでいます。また、Ｕホールについても同様でして、図書館やトレーニングジム・

アリーナなどのスポーツ施設、文化ホールなど市民が集う施設として活用してい

かなければならないと考えております。 

 具体的な中身については検討していかなければなりませんが、総括的に健康福

祉センターについても、大変立派な施設ですのでこの活用について十分考えてい

きたいと思っております。 

 

【議長】 

 ほかに何かございませんか。 

 

【委員】 

 福岡地域の主要事業ということ新市建設計画の中に１１から２７まで道路事業

や河川、まちづくりの事業などあります。福岡地域の各自治会の要望事項につい

ては、福岡町地域自治会連合会でこの要望を取りまとめ市の方へ要望しています

が、旧福岡町の時代に要望した事業については継続事業として進められています

が、新たに要望した事業について、この進捗状況やどのように進められているの

かお尋ねします。 
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【議長】 

 今の質問に対して市からの回答をお願いします。 

 

【道路建設課長】 

 道路建設課ですが、まず継続事業については４年単位くらいで計画して進めて

いますが、合併前から行っている事業が大半を占めています。その事業が完了次

第、新規に要望のあった路線等について整備していきたいと思っております。 

 

【議長】 

 よろしいですか。 

 

【委員】 

 ４年単位ですか。 

 

【道路建設課長】 

 場所にもよるのですが、事業費の分割と言うこともありまして計画的に進めて

いきたいと考えています。 

 

【市長】 

 自治会連合会からの要望事項については、予算もまとまりましたので文書回答

させていただくよう進めておりますのでよろしくお願いします。 

 手を付けているものは、事業効果もありまして早く仕上げたいということもあ

ります。また。新市建設計画に上がっているものは、予算を確保し進めていきた

いと考えております。 

地元の調整ということで場合によっては止まっているところもありますが、そ

ういうものはまた調整させていただいて、また、要望をあげていただく中で、何

が進んで何がまだなのかお互いに確認させていただきながら、鋭意、計画的に進

めていきたいと考えております。 

 

【議長】 

 ほかに何かありますか。 

 

【委員】 

 ハード面につきましては、年を経ていけば順次整備されていくと思いますが、

私は、ソフト面について申し上げたいと思います。 

 

 私は、福祉の面で特に児童の関係を担当しております。合併してから児童クラ

ブで旧高岡市の人たちと接する機会がありますが、民間の人たちが大変頑張って
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やっていらっしゃいます。１、２回のうちは、なぜわれわれがこんなことをしな

ければいけないのかという疑問もありましたが、３回、４回、５回と回を重ねる

うちに福岡がいかに恵まれていたか、ぬるま湯につかっていたかと感じるように

なりました。 

 そのうち、６回、７回と回を重ねるとわれわれもやらなければならないと思う

ようになりました。高岡では、いろいろな行事についてもしっかりと書類が整理

され次の人に受け継がれ進められていました。こちらは、まだまだヨチヨチ歩き

の状態ですので、是非行政もこちらの方に重点を置いてご指導していただければ

と思います。 

 

【議長】 

 今のご意見に対し何かありますか。 

 

【市長】 

 はい児童関係ではなかったのですが、先日、五位山地区の自治会連絡協議会で

東北の方の大学の先生を招いて、山村振興の講演会がありいろいろ懇談させてい

ただきました。皆さんが料理を持ち寄りいろいろ地域について考え交流させてい

ただきましたが、やはり施設だけではいけないので、その中に入るものと言いま

しょうか活動が大切ですね。 

福岡には、「つくりもんまつり」というすばらしいものもありますし、また、中

田の「かかしまつり」との連携も行われ福岡の元気をいただております。また、

西山丘陵の加茂では遊歩道の整備ということも進められておりますので、市民と

の協働ということを大切にしながら、行政も参加させていただきながら一緒に進

めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【委員】 

 事業ナンバー４３の総合グラウンド整備事業ですが、現在までの進捗状況につ

いてお聞かせください。 

 

【市長】 

 今年度は、施設についてどの程度のことができる野球場にするのか、サブグラ

ウンドはどうするのかという大掴みな構想づくりに取り組んでおり、高岡市総合

グラウンド施設検討委員会で検討され今年度中に素案がまとまる予定です。委員

会には各種団体の方が入っていただいております。 

 来年度は、その構想をもとに具体的に施設の規模や敷地の面積ですとか、位置

などについて検討して決めていかなければならないと思っております。 

今のところ構想としては、合併特例債の期限である平成２６年度までに仕上げ

ていかなければならないと思っております。 

 



15 

【議長】 

 ほかに何かありますか。 

 

【委員】 

先ほどから交流によるまちづくり、交流というキーワードがありましたが、総

合計画の１５１ページの「心にうるおいをもたらす地域文化の振興」の中の、芸

術・文化活動の支援でアーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ云々と

いうことが書いてあります。私も、はじめの頃からこのアーティスティック・ム

ーブメント・イン・トヤマの活動に関わりホームスティなど行ってきました。 

若い学生たちの芸術文化活動が、私たちに深い感銘を与えてくれていると思っ

ております。また、学生たちがホームスティすることによって、学生たちは富山

に対して大変好印象を持っており、全国から集まってきた学生たちが故郷に帰っ

て行って、富山県や高岡市のすばらしさを広めてくれていると思っております。 

 このように、この活動は全国から集う学生たちとの交流などにより地域の振興

に寄与していると思います。是非、これからも引続きご支援をお願いしたいと思

います。 

 

【議長】 

 市から何かありますか。 

 

【市長】 

 アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマについては、私も昨年秋の

交流会に参加させていただきました。また、本審議会の委員の皆さんの中にもこ

の活動に携わっていらっしゃる方もいらっしゃいますが、本当に良い交流ができ

ていると思います。 

ホームスティの前日には二上青少年の家（現在は二上まなび交流館ですが）に

も宿泊していただいた実績もあり、旧市の時代からも関わっていますが、たとえ

ば富山大学芸術文化学部の学生さんたちに参加いただくとか、ホームスティにつ

いても旧市町の境界を越えての参加ということもありますし、このことをもっと

広く知っていただくように、また、さらに持続、発展するように努力していきた

いと思っております。 

 関係者の皆様には大変でしょうけど、今度、さくらの会という観光ボランティ

アの会も出来るということもありますし、福岡も大変頑張っていらっしゃいます。

学生たちの熱意もありますし、どうかよろしくお願いします。 

 

【議長】 

 いろいろご質問もあると思いますが、次の質問で一区切りさせていただきたい

と思います。 
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【委員】 

 私も、梁瀨さんと同じようなことを思っていました。そこで、新市建設計画の

山村振興事業の淵ヶ谷小学校の整備についてですが、私は同じ五位地区に住んで

おります。 

最近、その小学校を高岡フィルハーモニー管弦楽団が練習場所にして活動し、

また、ミニコンサートのようなことも開催されました。地元にいながら、小学校

がそのように活用できるのかと驚くとともに、また気持ちもよくなりました。 

私たち福岡も文化を大切にしていきたいと思っています。アーティスティッ

ク・ムーブメントと同じような感覚で、この小学校の整備ということで、その空

間を活用しいろいろなことができると思います。音楽を通した団体の方々がたく

さん利用し、もし、小さな村でコンサートなど開かれたらそれはすばらしいこと

だと思います。 

 そこで、淵ヶ谷小学校の整備についてどのような計画がされているのかお聞き

できればと思います。 

 

【議長】 

 では、回答をお願いします。 

 

【市長】 

 この小学校を使用させていただいたことは、高岡市としてもこうしたオーケス

トラの練習ができる場所がないかと探していたので助かっております。高岡フィ

ルハーモニーさんからは、この淵ヶ谷小学校を練習場として活用させていただい

たことについて、大変ありがたかったと感謝されております。 

また、ミニコンサートで小学校の校歌など演奏されるなど地元の方と高岡フィ

ルハーモニーの方たちとの交流が芽生えてきたことは大変うれしく思っておりま

す。 

淵ヶ谷小学校の活用については、そこで何に使っていくのかソフト面を練りな

がら考えていくことが近道であり、良い方法でないかと思っております。 

 

【福岡総合行政センター所長】 

 先ほど市長の話にもありましたが、２月の中旬に五位山地区の自治会を中心に

約７０名の方が参加し、講師の先生を招いて山村振興講演会が開催されました。 

食ということを中心にして、報恩講とか地域の祭りなどの地元に根ざした料理

や、地域の山菜や特産品などを食材とした料理があるけれど、そうした料理を訪

れる人たちに提供し、もてなしていく中で交流を深めていけばどうだろうかとい

うテーマでの講演会でした。 

 そこで、山村振興計画については、山村振興事業ということで国の助成制度が

ありますが、現在、市職員でつくるワーキンググループと地元の自治会長さん方

が中心となった懇談会があり、その中で淵ヶ谷小学校の利活用や、とやまふくお
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か家族旅行村などの再整備、農道、林道の基盤整備事業などを含め振興計画とし

て策定しているところです。 

年度末までこうした計画について地元の皆さんにお諮りし、行政だけではなか

なか実効性あるものになりませんので、地元の皆さんとともに計画していく中で、

淵ヶ谷小学校の利活用についても考えていきたいと思っております。 

 

【議長】 

 たくさんのご意見ありがとうございました。 

それでは、これで福岡地域新市建設計画、高岡市総合計画については終了し、

次に報告事項に入らせていただきます。 

 

（４）報告事項 

【議長】 

 では、報告第 13 号 福岡駅前周辺のまちづくりについて、事務局から説明をお

願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、報告第 13 号 福岡駅前周辺のまちづくりについて、ご説明させて

いただきます。 

（福岡駅前まちづくり推進室長から資料３で説明） 

 

 

【議長】 

 ただいま事務局から説明しました報告第 13 号について、何かご意見、ご質問は

ありませんでしょうか。 

 

【委員】 

 駅前開発の理想論として一階が商店街、二階は病院または公共施設、これは子

供たちがいっぱい集まる施設が希望です。三階は高齢者か一人暮らしの人のアパ

ートメントとし、一階の商店街はこれまでのようなものではまた廃れてしまうの

で、氷見や新湊、高岡などの産品とタイアップし個性あるものに出来たらいいと

思います。 

二階の公共施設では、これにより多くの人を集め、三階のアパートでは、駅前

の有利性を活かし富山県内の高齢者や一人暮らしの人を泊め、もし一日トイレに

行かなかったら知らせが来るような監視システムを持たせれば、安心して泊めら

れるのかと思います。 

 あと、蓑川に鯉を放すには水量が不足するということで、上流の上蓑地内の蓑
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川をきれいにしてくださればいいと思います。理想論ばかり言いましたが、また

検討してみて下さい。 

 

【議長】 

 今は理想論ということでしたが、市の方で何かありますか。 

 

【市長】 

 先ず、今あったようないろいろなアイデアをいただきたいと思います。区画整

理ということでただ中に道路を入れただけでは寂しいものになってしまいます。

いろいろなアイデアがあると思いますが、そういったアイデアが出ないままに進

めてしまうと後から悔いを残すことになります。 

そういうことから、今回の目安箱の設置ということになっていると思います。

先ずは理想論から、そして調整も必要ですがいろいろな案の中から詰めていきな

がらそれを現実へと進めていく。そういうステップが大切でないでしょうか。 

副市長さんの方から何かありますか。 

 

【副市長】 

 今、理想論とおっしゃいましたが、それが現実になったらすばらしいことだと

思います。まちづくりについて、今回目安箱も設置しいろいろなご意見をいただ

くこととしていますが、これまでも自治会などからもご意見をお聞きしてきまし

た。 

今やっている作業というのは、町の時代に中心市街地をどうするかという議論

がされてきましたが、それを引継ぎながら１０年が経過していますので、改めて

ご意見を聞きながら現時点から将来を見据えた夢を描いていくということであり

ます。 

たいへん困難な作業ですが、今のようなご意見は大変うれしく思います。ほか

にもいろいろなご意見をいただいていますが、そうした夢の中からひとつでも二

つでもまちの顔として、実現できるよう努力していきたいと考えておりますので

どうぞよろしくお願いします。 

 

【議長】 

 ほかにありませんか。 

 

【委員】 

 今ほど副市長さんからたいへん心強いお言葉をいただきました。私は、商工会

を代表している立場として、よく町内のお年寄りの方から聞くのですが、町の中

が高齢化しており、この際一括して旧北陸道（県道岡笹川線）から国道８号線ま

で商業施設として整備していただければと思っております。 
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【議長】 

 この後、いろいろと皆さんのご意見もあると思いますし、市の方でもその意見

を参考に計画されていかれるかと思いますので、市からの回答は、皆さんのご意

見をお受けした後、最後にまとめてお願いしたいと思います。 

 

【委員】 

 先ほどからまちづくりについてたくさんのご意見がありましたが、平成５年頃

から住民や官民一体でまちづくりに関する団体がつくられ、また、これからのま

ちづくりについていろいろと話し合ってきました。 

 その中で、先ほど西野さんからあったように高層の住宅街にして、下を福祉施

設にし高齢者をあずけたり、また、その横を保育施設にして自分たちの子供をあ

ずけたりできる高機能なまちにすればいいと、私たち青年の視点で考えていまし

た。 

 それで、土地区画整理事業の概要の説明の中で国庫補助金が９億９千万円入っ

ていますが、公園とか福祉施設などいろいろ整備するときにはいろいろと補助事

業があると思いますが、各事業で各省庁間の調整や補助事業としての縛りもある

でしょうが、是非、積極的に補助事業を活用しこの区画整理事業エリアの整備に

取り入れていただければと思います 

 

【議長】 

 ほかにご意見はありませんでしょうか。 

 

【委員】 

 今、駅前のまちづくりについていろんな施設をつくるとか、アイデアが出され

ていることは結構なことですが、まちづくりの原点は、その地域の人たちがいか

にそこで自分たちが働いて、そしてまちを築いていくかということではないかと

思います。 

 そういう意味では、駅前の旧北陸道までのエリアで商店街をという提案があっ

たことに対し、そのエリアの中で商売を継続したい人、やめたい人、あるいはや

めたいけど地面は次の人に譲ってもいい人、あるいは貸してもいい人というかた

ちで整理が必要ですし、また、福岡町内、高岡市内、あるいは市外からそこで商

売をしたいという人たちが商売をできるようなかたちで、また、地面が提供でき

るように仕組みづくりが必要でないかと思います。 

 そうでないと、その地域だけであるいは公共施設の整備だけでは、なかなか人

は集められないし活性化しようとしても無理があると思います。もちろん、地権

者の意向も関係すると思いますが、先のようなことも含めて、これからまちづく

りについて検討するなかで考えていただければと思います。 

 



20 

【議長】 

 ほかに何かありませんか。 

 

【委員】 

 福岡町が高岡市と合併して気になることは、旧福岡町が高岡市全体の中で果た

す役割ということ、また、福岡町が持っているすばらしい施設について旧高岡市

の人たちにも関心をもって考えていただくということです。 

 とかく、わたしたちは利害関係がからんで、地元の者だけで考えていると足元

だけしか見えないようなことになるのではないかと心配になります。 

 高岡市全体の中で福岡町を考える時、駅前開発について夢を描くというなら、

外からの視点でとらえた考え方が必要でないかと思います。砺波市方面から福岡

駅を利用する方も多くいると聞きます。そうした時、外部の人たちの意見も聞け

ば、あそこにこんな施設があったらいいなとか、ここにはこうした施設といった

見方ができると思いますし、また、外部から多くの人に来てもらうときにはそう

いった意見を参考にしていくことが必要だと思います。 

 もしかして、そういった人たちの意見を聞くことで、私たちにとって原点に返

って考えることができるのではないかと思います。時間があったらそういった

方々の意見を聞く機会があったらいいと思います。 

 

【議長】 

 ほかに何かありませんか。 

 

【委員】 

 先ほどから、高齢者の住宅のことについて話を聞いているなかで、これから高

齢化社会になって、また核家族化が進展する状況下で、一人暮らしの高齢者が多

くなっていき、そしてその高齢者がどのような生活をしていくのか、市の大きな

問題になってくると思います。 

 高齢者の住宅についてはとてもいい案なのですが、私が思うには高齢者の生き

がいの場を何処にどう見つけるか大事な問題だと思います。 

と言いますのは、以前に私がスペインの施設を訪問した時に、そこの高齢者は

自分のできることは自分でやるということで、花壇や庭の手入れなどその中で自

分ができることを積極的に行って、本当に生きがいをもって生活している姿を見

たからです。施設自体が一つの小社会のようになっていて図書館やたまり場があ

って、自分ができることに積極的に関っていきそこに生きがいを求めるという姿

勢でした。 

ただ、施設の中に入れるだけではなく、そこでどう生きていくことができるの

か、その中で生きがいをもって生活していけるよう施設を考えていくことが重要

だと思います。 
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【議長】 

 ほかにありますか。 

 

【委員】 

 福岡駅前のまちづくりと言うからには駅ですよね。今後、新幹線が整備され、

一方、ローカル列車の本数が減ったりするのかとも思っております。 

 でも、福岡駅には確実にたくさんの本数の列車が止まってこそ駅ですよね。そ

のためには、福岡駅を利用する人がたくさんいなければならないと思う人もいら

っしゃいますよね。福岡駅の駅としての確立についてここで論ずることではない

のでしょうか。 

 

【議長】 

 それについても後からお答えできるところは、回答していただきたいと思いま

す。 

たくさん意見が出ましたのでまとめて回答といいますか、コメントをいただき

たいと思いますが、 

今ほど出た意見は、具体的計画に関する意見のほかに、例えば、国のいろんな

制度を活用すべきだとか、他の地域の人がこの地域を活用できる仕組みをつくる

べきでないかとか、少し外部の視点で考えてみるべきでないかとか、あるいは生

きがいというところまで踏み込んでまちづくりを考えるべきでないかとか、また、

根本的に駅そのものをどうしていくのかということでした。 

いろいろお伺いしていまして、ご説明のあった狭い世界での計画をもっと大き

くいろいろな観点から考えていくべきでないかという、貴重なご意見が多々あっ

たかと思いますので、その点につきましてここでご意見をいただける範囲で結構

ですので、市の方からまとめて回答をお願いします。 

 

【市長】 

 会長さんが、今まとめていただいたとおりであります。そこに何をするかにつ

いて、広い地域で考えたり、人の生き方から考えたり、やはりいろいろな面から

考えていかなければならないという、大変貴重なご意見だったと思います。 

 個別のご意見を踏まえながらここ２年くらいが大事な時期かと思います。もち

ろんそこですべて決めるわけではありませんが、後からも追加等も可能ですが、

やはり、最初にアウトラインを決めていくことが大事ですので、今のお話を踏ま

えてまとめてもいきたいですし、また、折々にこの審議会にフィードバックして

ご意見を伺っていきたいと思います。 

 それと質問的な話しに対してのお答えですが、まず国の補助関係ですが、事業

メニューについていろいろなお考えを聞かせていただきながら、総括的には区画

整理のための補助もありますし、もう少し広い意味で面的なまちづくりに対して、

例えば都市再生整備計画をつくり、まちづくり交付金のように交付金というかた



22 

ちで交付されるやわらかいメニューのものもあります。この辺は、今後の計画が

進む中でいろいろな施設分野で考えていく必要があるかと思います。 

 また、この事業を進めていく中で三つの商工会の合併ということもありますか

ら、戸出や中田の方からのご意見やいなば農協さんのご意見という広域的なこと

も大事です。牧野の方でも区画整理事業が行われておりますが、そこでは射水市

（旧新湊市）さんとの関係も考え商業等の施設配置が検討されているようです。 

 次に駅ですが、ＪＲ北陸本線（並行在来線）ですが、新幹線開業時には富山県

を中心としてつくる第三セクターに運営が代わるということが原則であります。

ただ、今回九州の佐賀県の方でいろいろな事情からＪＲ九州がそのまま行うとい

うことが出てきたので、少し不透明なところはありますが、原則は県の方で進め

るということです。この間、会社経営を行った場合の収支も出されましたが、な

かなか厳しい見通しでした。また、一面では新しい駅を建設したりして利便性を

上げていく話も出ています。 

 それと、原則ですが、はくたか等在来の特急は減っていくかと思いますが、ロ

ーカルの通勤・通学に係る列車、あるいは新幹線の新駅への列車については走ら

せていくことになります。 

 万葉線もそうですし、高山線でも実証実験が行われていますが、利便性が無い

と成り立たなくなるわけです。そういう意味では、福岡駅は今と遜色ない列車が

止まる可能性の方が大きいと思います。むしろ利便性をいかに上げていくのかと

いう議論ではないかと思います。 

福岡駅については大丈夫ですが、並行在来線をだれが経営するかはこれからと

いうことです。新幹線ができたから通勤・通学の足が無くなるということはあり

ませんので、福岡高校もありますし無くなる心配はないのですが、地域としては、

これからもっと停車する列車を増やして欲しいとか、サービスを良くして欲しい

という声を上げていくことが全県的にもいいことかと思います 

 こういうことで、これからいただいた意見をフィードバックしながら進めてい

きますのでよろしくお願いします。 

 

【議長】 

 それでは、たくさんのご意見ありがとうございました。これで報告第 13 号につ

いては終了し次に進めさせていただきます。 

 

（５）議案事項 

【議長】 

 それでは、議案第３号 福岡地域審議会のスケジュールについて、事務局から

説明をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、議案第３号 福岡地域審議会のスケジュールについて、ご説明申し
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上げます。 

 

（地域振興課長から説明） 

 

【議長】 

 ただいま事務局から説明をいたしました議案第３号について、何かご意見、ご

質問はありませんか。  

（質疑なし） 

 

【議長】 

 ご意見等ないようですので、議案第３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。 

  

（６）その他 

【議長】 

 次に、その他に入りますが、事務局から何かありますか。 

 

【事務局】 

 特にございませんが、今後の審議会について本日決めていただいたスケジュー

ルを基本にまた、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。 

 

【議長】  

 ほかに何かございませんか。  

 ないようでしたら、これ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 7 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。 

 

午前11時50分 


