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第８回福岡地域審議会会議録 

と き：平成２０年６月６日(金)午後３時 

ところ：福岡庁舎４階会議室 

 

出席者 

○高岡市  

橘市長、高田副市長、新井経営企画部長、須藤総務部長、水上都市経営課長、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、網代福岡教育行政センター所長、宮林地域振興課長、角田

経済振興課長、横山市民生活課長、上子健康福祉課長、小崎福岡駅前まちづくり推進

室主幹、杉野地域振興課課長補佐 

 

○委員（50 音順）  

上田久之委員、越後護委員、上嶋美智子委員、窪谷芳光委員、倉久俊委員、竹島健委

員、中島秀恭委員、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  

中村清志委員 

 

１ 開  会                          午後３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８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、倉会長からごあいさつをお願いします。 

【会長】 

第８回福岡地域審議会の開催にあたり一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は橘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、平成２０年度に入り２か月が経ちました。年度当初からガソリン税の問題や後

期高齢者医療制度など、国政の混乱が続いています。我々住民も戸惑っておりますが、

市ご当局も事業執行上でいろいろご苦労されていることと思っております。 

また、最近世界的な金融不安や景気減速が懸念されており、原油や穀物の価格も高騰

しています。地方にとって、また生活弱者にとって、状況は益々厳しくなっています。 

一方で明るい話題もあります。先月には高岡開町４００年のカウントダウンが始まり

ましたし、来月には東海北陸自動車道が全線開通いたします。 

このような中で高岡市並びに福岡地域の発展を図り、住民生活の安定を実現していか

なければなりませんが、何よりも意識改革が重要かと思っております。知恵を絞り、新

しい発想で、前向きに地域づくりを進める必要があると考えております。 

本日は、今年度予算の報告と主要事業の審議でございますが、実りあるご審議をお願

いして、私のあいさつとさせていただきます。 

 

３ 市長あいさつ 

【事務局】 

続きまして、橘市長からごあいさつを申し上げます。 
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【市長】 

本日は、倉会長さんをはじめ審議委員の皆さんにお忙しい中ご出席いただき、第８回

の地域審議会を開催する運びとなりました。 

今ほど倉会長さんのごあいさつにありましたように、国政レベル、世界的にもいろい

ろな出来事がある状況にあります。景気の方も先行き要注意の状況にあるかと思います。

そういう中で平成２０年度は新市建設計画においては４年次目になりますが、市として

着実に進めていかなければならないと思っております。また、その中で各地域でのいろ

いろな取り組みということも、それぞれのまちづくりを進めていく上で大切かと思って

おります。 

新市建設計画では、４年次目ということで中盤戦に入って行きますので、昨年の福岡

消防署、また、大滝、赤丸地区でのコミュニティ施設と完成を見てきましたが、この後、

西明寺のパークゴルフ場も完成し、また、地元の皆様にご苦労いただきました大滝の工

業団地も供用します。また、この後、さらに幼保一元化施設の開園や文教ゾーンの整備

の問題、土地区画整理審議会が立ち上がりましたが、福岡駅前周辺のまちづくりの問題、

あるいは総合グラウンドの問題など、いわゆる計画の中でも主要な事業について、スタ

ートさせるまでの検討する大事な時期になってきます。 

また、来年の開町４００年に向けてのいろいろな取り組みについて、お世話にならな

ければならないと思っておりますが、今日はこうした事柄について順次ご説明する中で、

また、ご意見をいただく中で、これからのそれぞれの取り組みにしっかり活かして行き

たいと思っております。 

どうか、今日は、審議会よろしくお願い申し上げましてごあいさつといたします。 

 

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

村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人の委員のうち１４名
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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、倉会長よろしく

お願いいたします。 

（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。本日の会議は、①報告

事項２件、②審議事項 1件、となっております。 

まず、報告事項として、「報告第 14 号 平成 20年度当初予算」、「報告第 15 号平

成 20 年度主要事業」について、一括して事務局から説明をお願いします。 

【地域振興課長】 

それでは、「報告第 14号 平成 20 年度当初予算」につきまして、本日配布しており

ます、お手元の資料１に従いまして説明いたします。 

（資料１で説明） 

 次に、「報告第 15 号 平成 20 年度主要事業」について、説明いたします。お手元

の資料２をご覧下さい。 

（資料２で説明） 

【議長】 

 ただいま事務局より、「平成 20 年度当初予算」、「平成 20 年度主要事業」について、

説明がありましたが、橘市長様には、福岡地域の新市建設計画事業について積極的に予

算化のご配慮を賜り誠にありがとうございます。 

 それでは、事務局より説明のありました、２件について何かご質問はございませんか。 
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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】 

５８番の赤丸・大滝地区コミュニティ施設整備事業について平成 19 年度で完了した

ということですが、丁度、今朝のケーブルテレビで大滝地区の公民館の改修工事が終わ

ったということで、このコミュニティ施設が紹介されていました。とてもすばらしい施

設で、私が羨ましいと思ったのは、料理する部屋があるということで二つのキッチンが

あって、ＩＨのキッチンになっていたことです。 

これは、合併した時からの計画であったことですが、二つの幼稚園を一つにしたこと

で、不要になった施設を有効活用することで整備されたものですが、私が住んでいると

ころは山王地区ですけど、幼稚園は残って「福岡ひばり園」になっていますが、公民館

には湯沸室しかありません。何かしたいと思っても調理室がなく不便に思っております。

この施設がとても羨ましく思い、できればこのような施設が欲しいと思いますが、順番

を待たなければいけないのでしたら、できるだけ早くお願いしたいと思います。どうか

よろしくお願いします。 

【議長】 

 今の意見に対して市の方から何かありますか。 

【市長】 

大滝のコミュニティ施設について褒めていただきありがとうございます。今、濵木委

員さんがおっしゃったとおりですが、幼稚園を統合する中で、空いたところの活用とい

うことで地元の方と相談し、いろいろ要望の強かったものの中から取捨選択して整備を

図ったものです。 

山王地区については、幼保一元化ということで幼稚園がそのまま残って園児も通って

来て、賑やかさもそのまま継続しているわけです。公民館施設の充実については、いろ

いろご要望をいただきながら、またいくつかの地区でもキッチンについて要望もありま
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すので、順番は別として継続して整備に努めていきたいと思っております。お話のあっ

たキッチンの点についてもご意見として承っていきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

【議長】 

 何かほかにありますか。 

【委員】 

 福岡小学校改築事業費として基本設計とありますが、施設の概要ですとか場所につい

てお教えて下さい。それと要望ですが、校舎等については、例えば砺波市の東部小学校

のようなあずま建てで砺波らしいなと思いますし、高岡市の下関小学校は瑞龍寺の近く

で和風のすばらしい建物で外観として参考になると思います。中身についてもＩＴが活

用できるなど、特徴ある他所から視察に来てもらえるような立派な小学校にしていただ

ければと思います。現校舎は４０年も経過しています。今度建てれば最低４０年は持つ

と思いますので、どうかよろしくお願いします。 

【議長】 

 では、市からよろしくお願いします。 

【市長】 

 福岡小学校の改築については、今の場所、文教ゾーンの中での建替えを考えています。

そのレイアウト等については、町民グラウンドの問題等詰めなければいけない問題があ

ると思っております。基本的なことですが、来年がより詳細に物事を詰めていく年にな

るかと思います。今年でレイアウト的なことを段々詰めていって、来年が外観等や要望

的なことも含め詳細なことを詰めていくことになると思います。 

配置ということも大事にしておりますし、また地域の個性ということも大事にしてい

ます。最近の改築では木の温もりなど子どもたちに親しんでもらえること、ＩＴの活用

ということも大事にされております。管理する立場としては、ランニングコストがあま

り掛からないということも重要にしております。 
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このようなことも含め、地域の人に喜んでもらえるよう、ここ１、２年進めていきた

いと思っておりますのでよろしくお願いします。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 福岡小学校の改築の基本設計に関して、今後の児童数の動向等も踏まえて考えていか

れるということですが、クラス編成に関して現在３５人学級かと思いますけど、今後こ

れが緩和されていくことも考えられますので、その点も踏まえて十分検討され進めてい

ただきたいと思います。 

【議長】 

 今のご意見に対し何かありますか。 

【市長】 

 当然、今のご意見を踏まえて考えていきたいと思います。子供の数については、６年

後くらいまでは予測がつくと思いますが、どのような教育環境が必要なのか、どのよう

な部屋が必要なのかなど十分検討させていただきたいと思います。 

【委員】 

 今、子供の話がありましたが、意見として発言させていただきます。ものをつくった

り建物を建設したりすることは、うまく進んでいると感じております。我々の役割は、

予算どおり事業がうまく進捗しているかどうかを審議する範囲のことだと伺っており

ますが、私は、こうした事業を通して高岡市の人口を２５万人にしてもらいたいと思っ

ております。 

 と言いますのは、いろいろな資料などを読んでいて、一つの県に二つの大きな都市が

あってお互いにそれぞれ競い合ってまちづくりをしていくとき、いい県づくりが出来る

ということが書いてありますが、その片方の都市の人口が最低２５万人で二つそろえば

良いかたちで競争し合うと聞かされていました。 



8/27 

 ところが、高岡市は福岡町を入れても１８万です。これを何とか２５万人にすること

に集約する。そこで「行きたいまち、住みたいまち、みんなでつくるまち」をつくる全

ての行動の規格を最終的になるべく早く高岡市を２５万人の都市にするために行動し

ていただけないでしょうか。 

 なぜならば、２５万人になれば富山市と拮抗して何か事業が起こせる。今のままでは

富山と水があいてしまうような気がしてなりません。まず、一番大事なのは、施設をつ

くることも大事でしょうが早く高岡市を２５万人の都市にしてしまう。そのために行動

していただけないでしょうか。これが私のお願い提案です。 

 それともう一つ、心豊かに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

まちで、学校教育云々とありましたが、８ページにとやま世界こども舞台芸術開催事業

助成もありますが、今、高岡だけではありませんが全国が殺伐としていて、子どもたち

の豊かな感性に欠ける状況にあることから、施設も大事です、高岡市、いや福岡だけで

もいいのですが、何か子どもたちの道徳観を高めるような事業が出来ないでしょうか。 

 個人的ですが、２０年前頃でしたか、「親子で語ろう福岡町」ということで、ボーイ

スカウトや婦人会、ＰＴＡの皆さんと親子で交流する会を開催しました。たくさんの皆

さんが参加されよかったと思っているのですが、具体的にはなんでもいいと思います。

親子で交流することで、こうした殺伐とした世の中にメッセージを発信していくような

事業が、何か高岡市からあるいは福岡から行動が起こせないかと思っております。 

【議長】 

 今はご意見ですが、何かありますか。 

【市長】 

 一つには、人口的なまとまりをというお話でした。新市を発足するときにこのことを

ステップとして、県西部の拠点となるまちを新高岡市がつくっていくということで、そ

ういう思いで石澤前町長さんと合併するときに語り合い、新市が発足しているわけです。 

 それで、すぐに一つのまちになっていくということは別として、現在、氷見市、小矢

部市、高岡市で高岡地区広域圏を構成しております。この三つの市の人口を足しますと

概算で２６万余りになります。こうした３市の力を、例えばこの７月に東海北陸自動車
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道の開通に合わせ３地域のＰＲをするとか、また、大滝の工業団地の話がありましたが、

３市が協力して名古屋で企業誘致や交流交歓の活動を展開するということも考えてい

るわけです。 

富山市は、合併したことにより富山県の３分の１を占める大きな地域になりましたが、

一つの町ということでなくても一つの地域として考えれば、県西部では高岡広域圏で２

６万人余り、そして射水市、砺波市、南砺市を含めれば５０数万の人口の集積があるわ

けですから、後はその中でどう連携して一つの力にしていくかが大事かと思っておりま

す。 

 そういう意味で、これからの高岡市としては、小矢部市、氷見市との関係、そして射

水市、砺波市、南砺市との関係の中で、今お話のあった点について実質的なことをどう

実現させていくかについて、いろいろな面で努力していきたいと思います。 

 また、お子さんの話ですが教育の中で色々な方法があると思いますが、高岡市、また

新高岡市、福岡地域ということで、現在進めているのがものづくりデザイン科というこ

とです。小学校５年生、６年生、中学校１年生に地域の特産品の実習ということをやっ

てもらっております。例えば漆塗りを何回も何回も根気よく、通常の授業では飽きてし

まうようなことを地域の方々の背中を見ながらやっております。非常に集中力があると

感動されております。 

福岡では小学校３年生のつくりもんまつりへの参加ということもありますが、菅笠づ

くりも続けていくということで、ものづくりを通して他世代間の交流や道徳感の涵養と

いうことも図っていきたいと思います。 

また、民間でも子育てサロンなどいろいろな取り組みが行われていますが、こうした

ことから地域で子どもを育んでいることを発信していきたいと思っております。 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかにありますか。 

【委員】 

 市道、消雪等についてお聞きしたい。 
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旧福岡町では合併する前にこういう道路整備計画を作っていた。その中で４つの環状

線を基本に道路整備をしていこうという考えがあった。また、その中には当然消雪装置

についても入っていたわけです。 

そこで、高岡市の新しい総合計画や合併した時の新市の建設計画を見てもそのことが

よく見えてきません。今現在、旧福岡町との話し合いの中でこの４つの環状線構想が生

きているのかどうか。また、生きているとすればそれをどう具体化していくのか。この

基本というか骨格を伺いたいと思います。 

【道路建設課長】 

 道路建設課です。今言われたとおり平成１６年に福岡町の道路整備計画が作られてい

ます。これは、国道８号、主要地方道、幹線市道を中心として福岡町の核となる道路を

整備していくという内容となっています。そこで環状線の整備については、既存道路を

整備するという内容となっていますので、要望される道路の整備とあわせて住民の皆さ

んと相談しながら整備を進めていきたいと考えています。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 よく分からなかったのですが。平成１６年の計画では融雪とか道路の改良拡幅につい

て３００以上の問題点を出しているが、私は細かいことを言うつもりはないので、４つ

の環状線を軸に従来の道路の改良というものを補完的に使っていこうというのがこの

計画です。そこで、私は環状線というものを市としてどのように捉えているかをお聞き

したのです。 

【道路建設課長】 

 今言われた幹線道路については、福岡上蓑線と荒屋敷下老子線が骨格となって補助事

業で整備しています。その他の接続する道路についても基本的に既存市道を整備してい

く中で環状道路を形成していくとなっておりますので、要望される道路と併せて整備し

ていきたいと考えております。 
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【市長】 

 竹島委員さんがお答えを求めていらっしゃることとすれば、今おっしゃった計画が精

神として引き継がれているかということかと思います。そうとすれば、中長期的な中で

これからもこの考え方を溶け込ませて今後も整備していくということで良かったでし

ょうか。また、一つ一つの事業についてはそれぞれ取組んでいくということで良かった

でしょうか。 

【委員】 

 いつまでどうしろといっているのではなくて、町のそういうものを引き継いで町の骨

格の道路整備を進められているかということをお聞きしたかった。 

【都市経営課長】 

 道路建設課長の補足をしますが、総合計画を策定するときには、主要幹線道路の整備

については旧高岡市、旧福岡町ともそれぞれ持っておりましたので、総合計画の方でも

それを踏まえて主要幹線道路整備として計画しておりますが、具体的には計画の積み上

げ資料の中に入っております。 

【議長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 まあまあ・・・   いいですよ。 

【議長】 

 それでは、ほかに何かありますか。特にないようでしたら次に進めさせていただきま

す。 
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（２）審議事項 

【議長】 

続きまして、審議事項に入ります。 

それでは、「審議項目第 9号 福岡地域における主要事業の進捗状況」について、７

件ありますが、はじめに①番の「幼保一元化施設整備事業」と②番の「総合グラウンド

整備事業」について、福岡教育行政センターから説明をお願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 

 それでは、最初に幼保一元化施設整備事業についてご説明します。お手元の資料 3を

ご覧ください。 

（資料３で説明） 

 続いて、総合グラウンド整備事業についてご説明します。お手元の資料 4をご覧下さ

い。 

（資料４で説明） 

【議長】 

 ただいま説明のありました、「幼保一元化施設整備事業」、「総合グラウンド整備事

業」についてご意見・質問等ございましたらお願いします。 

【委員】 

 資料№４の総合グラウンド整備事業についてですが、高岡市総合グラウンド施設検討

委員会で施設の機能・規模について報告書が取りまとめられ、議会等で説明されたそう

ですが、その内容について説明をお願いします。 

【福岡教育行政センター所長】 
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 施設の機能について野球場については、照明施設を８基検討する。野球場の補助施設

としてソフトボールが出来る多目的運動広場の一体的整備を検討する。 

規模につきましては、野球場の両翼は９８メートル以上とし、センターを１２２メー

トルとする。スタンドを備えるものとする。多目的運動広場については、野球やソフト

ボールが２面確保できるものを検討する。それと野球場と多目的運動広場の外周にジョ

ギングコースの整備を検討する。また、駐車場は５００台以上とする。 

立地条件としましては、旧高岡市福岡町の隣接地周辺とし、道路アクセスが良好で市

民が利用しやすいこと、近隣地域住民の理解・合意が得られ、取得し易い場所であるこ

とが報告されています。 

以上が総合グラウンドの機能・規模でございます。 

【議長】 

 はいどうもありがとうございました。ほかに何かありますか。 

【委員】 

 幼保一元化施設整備ですけど、旧福岡町の時代から進められてきていますが、西五位、

赤丸、五位山地区として一つになって公立のあおぞら幼児学園が整備され、山王でも民

間で整備されています。 

 それで、今、福岡の中央地区ということですが、これまで手順を踏んで、またこの地

域審議会でも何回か審議された経過があると聞いております。 

 それでこの事業については時代にあった合理化された良い計画・事業であると認識し

ているところですが、以前タウンミーティングでも発言しましたが、あおぞら幼児学園

について例にとって申し上げれば、施設の開園前に地元へ自治会等への説明会があって、

私も聞いておりましたが、いろいろ駐車場等の問題もあったけれど施設内の改築だけに

終わった事業となっています。西五位の公民館長さんの発言もありましたが、園の駐車

場の問題として、職員は木楽館の駐車場を利用することになりましたが、子どもたちの

送迎の車については路上駐車で行われており非常に危険です。 
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 それで今回の中央地区については図面を見ると３０台くらいの駐車場が予定されて

いるので、これで何とか対応できると思いますが、私が言いたいのは中央地区が終わっ

たら幼保一元化事業についてこれで終わりなのか。過去の事業についても問題があれば

これを見直すことがされないのかということで、その点についてお伺いしたい。 

【市長】 

 この保育園での保護者の方の送迎の車の問題については、旧高岡市内の住宅地内の保

育園でも住民の方からいろいろご意見がでているところもあります。今回の中央地区に

ついてはご覧のように駐車場も用意されていますし、また、通常の道路から中に入って

クランクになっております。さらに送迎の時間帯なんかもずらしたりしていただければ、

もっとさばくこともできると思います。 

 幼保一元化施設であっても、保育園としてまた幼稚園として管理に当然行政として関

与していくことになりますから、そこから発生してくる問題については、従来からの中

で解決できるものは解決していかなければならないと思います。これからも課内で集約

しながら注意していかなければならないと思います。 

【福岡総合行政センター所長】 

 窪谷委員さんの地元からの意見書もいただいて一度会議を開いております。結論とし

て用地の問題や全体の土地利用の問題もあり解決できませんが、今後、皆さんの意見を

聞きながら時間もかかると思いますが、出来るだけいい方向にしていければと思ってい

ます。 

 それと、これで中央地区の幼保一元化施設が完成すれば３つの施設が整備されますの

で、今後、施設の利用の方法とか、幼保一元化施設の成果ですとか、課題として残るも

のがあるのかなど、当然検証していくべきかと思います。 

 その中で、あおぞら幼児学園の朝の送迎時の道路が混雑する問題も聞いております。

それぞれ問題点を整理しながら、場合によっては地元の皆さんの協力や保護者の皆さん

の理解も必要でないかと思っておりますので、これからも十分協議していきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 
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【委員】 

 それでですね、西五位の土屋自治会に砺波地方衛生施設組合ですとか富山福岡へリポ

ートの施設がありますが、年に１回地元との懇談会というものを設けております。 

 地元とのこういった懇談会の場を設けていただければいろいろな問題が解決すると

思いますので、是非検討していただくようお願いいたします。 

【議長】 

 今のは、意見として市の方で聞いておいていただければと思います。 

 ほかにありませんか。 

【委員】 

 幼保一元化については、２４年ほど前に保育所に行っている子どもたちが幼稚園の勉

強をさせて欲しいとか、共働きの保護者の方が少しでも長く子どもをみてほしいとかい

うことをずっと要望してきて、幼保一元化という名のもとに実現していただいたもので、

主婦としてはありがたいと思っております。 

 ただ問題は、２時になったら帰る子と帰らない子がでてきて、一度ランドセルをかつ

がせて帰る子どもたちと残る子どもたちに分けて対処していらっしゃる先生たちの配

慮に感謝しております。 

 それと、保護者が夕方５時や７時に子どもを迎えに行きますが、保護者としては生き

ることで精一杯かと思います。食育についてもいろいろやっていらっしゃると書いてあ

りますが、食育について子どもをあずけながら勉強できるようなシステムが出来ればい

いと思います。 

【市長】 

 ありがとうございます。 

 西野委員さんのおっしゃるように各園では２時に子どもを帰すときにいろいろ苦労

をされています。子どもたちの居場所などいろいろ工夫されて気をつかっています。 
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 食育についても、今年１年をかけて小学校、中学校を通した食育の基本計画を作るこ

とになっています。 

 その中で、保育所、幼稚園、小学校、中学校の給食を通した、また給食以外でも農園

の体験ということも行っています。今後も、食育ということに目を向けていきたいと思

います。 

【議長】 

 ほかにありませんか。 

【委員】 

 総合グラウンドの計画されている面積はどのくらいですか。 

【教育行政センター所長】 

 ６ヘクタールです。 

【議長】 

ほかに何かありますか。特にないようですので、次に進めていきたいと思います。 

それでは、③番の「福岡駅前周辺のまちづくり」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、私の方から福岡駅前周辺のまちづくりについてご説明します。お手元の資

料 5-1 のからご覧ください。 

（資料５－１、資料５－２で説明） 

【議長】 

 ただいま説明のありました、「福岡駅前周辺のまちづくり」についてご意見・質問等

ございましたらお願いします。 
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 何かありませんでしょうか。 

【委員】 

 土地区画整理事業のことについてお伺います。 

 土地区画整理審議会が立ち上がりましたが、これまで審議会以外のいろいろな団体で

もまちの配置や道路について話し合って進めてきた経緯があります。これからも民間で

練って官で実行していただくかたちが望ましいということで、皆で頑張っていかなけれ

ばと思っています。 

それで、どうもいろいろな団体が林立している状況に見えまして、今後、具体的にど

うやっていろいろな団体の調整や施設の検討、話を進めていくのか伺います。 

 それと、合併特例債の期限が平成２６年までということですが、平成３０年の完成を

目指すということで、何か決まった施設があってそれに合併特例債を充てることになっ

ているのかお伺いします。 

【議長】 

 今は、都市再整備計画と、福岡駅前土地区画整理事業の説明でしたが、ご質問はこの

二つにまたがったご質問でよろしいですか。 

【委員】 

 はい。 

【副市長】 

 今の質問に対して、現段階でお話できる範囲で説明させていただきたいと思います。 

現在、地権者の方とお話させていただいているのは土地区画整理事業のことでありま

す。それと、今お話のあったたくさんの団体と話が進んでいるというのは、土地区画整

理事業も含め全体のまちづくりをどうするかということで、ご意見を伺って進めている

ものであります。 
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 それと、土地区画整理審議会というのは、土地区画整理事業の換地などの具体的な作

業を決めていく専門の機関ということでご理解願いたいと思います。 

 福岡町の中心部を元気のある区域にするために、ベースになる土地区画整理事業とみ

んなが住みやすさを求めていくソフト事業として都市再整備事業と二つに分けて進行

しているということであります。 

 これから具体的な段階に入りますが、土地区画整理事業については１１．１ヘクター

ルの範囲ということが決まっています。それから上の部分を考えるときには、アンケー

トにもありましたもう少し広い範囲で３５ヘクタールを考えています。 

 現在は検討段階ですが、これから財源を考える段階ではもう１０ヘクタールを広げて、

施設等の配置を考えていくことも検討しているところであります。 

 財源については、一つには合併特例債でご指摘のように平成２６年までに目に見える

かたちで使わなければならないものであります。したがって、平成３０年まで完成する

ものについては、別の財源を検討しなければなりません。 

それと、財源として検討しているものにまちづくり交付金があります。これは５年間

を１期として使うものであります。ですから、これも合併特例債の期限である平成２６

年とよく似た時期まで何かかたちを見せなければならないと思います。ただ、１期、２

期ということで考えれば、平成３０年まで繋ぐことも可能ですから、どの部分を合併特

例債と併せて整備するのか、また、どの部分を平成３０年まで整備するのか、また、そ

れまで間にあわないものはどうしていくのかなど、住民の皆さんにお諮りしながらまと

めていきたいと考えております。 

【議長】 

特に意見等がないようですので、次に進めていきたいと思います。 

それでは、④番の「大滝工業団地造成事業」から⑥番の「西明寺パークゴルフ場整備

事業」までの３事業について一括して説明をお願いします。 

【地域振興課長】 
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それでは、④番の大滝工業団地造成事業と⑤番の山村振興計画について私の方からご

説明いたします。 

最初に大滝工業団地造成事業について資料 6をご覧下さい。 

（資料６で説明） 

 続いて山村振興計画について資料 7をご覧下さい。 

（資料７で説明） 

私の方からは、以上です。 

【経済振興課長】 

 私の方からは、⑥番の西明寺パークゴルフ場整備事業についてご説明します。お手元

の資料 8をご覧下さい。 

（資料８で説明） 

【議長】 

ただいま、事務局より「大滝工業団地造成事業」「山村振興計画」、「西明寺パーク

ゴルフ場整備事業」について説明がありました。 

これより、皆さんからのご意見・質問等をお願いします。 

【委員】 

 山村振興計画に関係して発言します。先日、五位山地区で防犯の関係の集いが淵ヶ谷

小学校で開催され、地域の人たちや警察の方が出席し、地域の人たちも協力し、昼食も

取りながら楽しい時間を持ちました。淵ヶ谷小学校は現在休校中ですが、改めて小学校

の大切さを感じました。 

 それで、計画ではいろいろな交流の場として利用が考えられているようですが、利賀

の小学校では児童の農山村体験ということもされているようです。それで、淵ヶ谷小学

校の活用について、新しい予算の中で耐震補強ということが上げられていますが、これ
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から淵ヶ谷小学校を活用し拠点施設として使用ということであれば、この古い小学校の

耐震補強ということはお考えでしょうか。 

【議長】 

 何かありますか。 

【市長】 

 淵ヶ谷小学校については、現在休校となっています。いろいろな活動に使っていただ

いていますが、高岡の音楽団体の練習会場としての活用もされていますし、地域の人た

ちとの交流もされているようです。こうしたいろいろ実験的な、と言いましょうか活用

の中から最終的な落ち着きどころが見えてきた段階で、また耐震補強などが必要になっ

てくるかと思います。 

 学校としての耐震補強をしますと、また、学校として使用しなくてはならなくなりま

すので、難しい問題となります。逆に休校となっていますので、以前は補助金関係で他

用途への変更が難しかったですが、国の方でも弾力的になってきましたので、いろいろ

な取り組みの中から、具体的な活用策が見えてきた段階で耐震補強ということも含め整

備を考えていかなければいけないと思います。 

 それで、補強するとすれば学校ではないかたちで補強することになると思いますので、

利用方法についてまたよろしくお願いします。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 淵ヶ谷小学校ですが、大変いいとことですが、後ろが地滑り地帯の指定を受けていま

すね。排水のための処理もいろいろされているようですが、各地で災害が発生している

状況をみていますと、この小学校を住民の方が使う施設として改修することを私は簡単

には出来ないのではと思っています。 
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 行政の方でこの場所について専門家の方に十分みていただいて、住民の方が使う施設

としていいのか吟味していただきたいと思います。 

もう一つは、ここはマムシの棲家です。昔はこのマムシを退治してくださる住民の方

がいました。災害があった時にどうするのか。小さな子どもたちが本当に草むらに入っ

て行っていいのか。地域の方々もその辺を十分考えていただきたいと思います。 

【議長】 

 今は、安全対策をもう少し広い範囲で考えていって欲しいというご意見だったかと思

いますが、何かありますでしょうか。 

【市長】 

 施設を使っていく場合には、多面的に検討していく上でたいへん貴重なご意見だった

かと思います。また、地滑り関係、急傾斜地の対策については国、県もたいへん力を入

れております。また、危険区域については、また一段厳しい指定をしております。そう

いった指定も勘案しながら進めていかなければと思います。 

 どういった世代のどういったものにしていくかについては、いろいろ検討、研究させ

ていただくということで、今日現在、山村振興計画が策定された現段階ではまだ決まっ

ていませんが、これから皆さんの総意の中で最終的なものに落ち着かせていきたいと思

います。 

【議長】 

 ほかにありますか。 

【委員】 

 大滝工業団地について、４月に立地企業公募開始ということですが、市として誘致企

業について希望があればどういった業種で、また、どのような企業から打診があるのか

お示しいただければと思います。 

【議長】 
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 ではお願いします。 

【地域振興課長】 

 対象企業については、製造業全般について募集しております。企業誘致活動について

は、企業訪問、過去の企業交流交歓会参加企業への分譲募集の案内送付、関係機関への

分譲募集の協力依頼を行っております。５～６社から感触があると聞いております。 

【委員】 

 具体的に、進出したいという企業はないのでしょうか。 

【副市長】 

 若干補足いたします。はっきりとお答えするものは現段階ではありません。少し具体

的に話を進めさせていただいているものはあります。募集は３区画でそれぞれ面積が違

いますから、希望に合うものがないので調整中のものもあります。 

 別の言い方をすれば、地場の企業であるのか、当初私どもが考えておりました東海方

面からのものなのか、そういったものも含め数件問い合わせがあるということでありま

すが、締め切りまでもう少しそれぞれの方と打診をしまして、良いかたちになっていけ

ばと考えております。 

 今日も金融機関を通じて問い合わせがありました。これまで高岡には工業団地が数ヵ

所あり概ね埋まってきましたが、当初から光ケーブルを備えた工業団地はありませんで

した。大滝についてはそういったインフラを備えた団地ですので、精密機器など大量に

情報をやり取りする企業でも対応できますし、水についても以前から心配のないところ

ですので、早い段階で固まっていくのではないかと期待しております。 

【議長】 

 ほかに何かありますでしょうか。 

【委員】 
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 地域住民にとって、企業が立地するということで環境への影響が心配されるところで

す。企業が立地するに当って地域住民の方への説明等の配慮を十分お願いしたいと思い

ます。 

【副市長】 

 今おっしゃったことは、たいへん大事なことだと思います。この大滝工業団地の造成

を決定する時に地元自治会からもその点について強く配慮を求められております。当然

ながら誘致企業の業種が決まる段階でも、地元に相談しながら進めていくことになりま

す。 

【議長】 

ほかにございませんか。 

ないようですので、次に進めていきたいと思います。 

それでは、⑦番の「福岡地域の高岡開町 400 年記念事業」について説明をお願いしま

す。 

【地域振興課長】 

 それでは、⑦番の福岡地域の高岡開町 400 年記念事業についてご説明します。お手元

の資料 9をご覧下さい。 

（資料９で説明） 

【議長】 

ただいま説明のありました、「福岡地域の高岡開町 400 年記念事業」についてご意見・

質問等がありましたらお願いします。 

【委員】 

 高岡開町４００年記念事業ということで高岡市でもたいへん力を入れ取組んでいら

っしゃるようです。福岡地域では、今お話のあった木舟城跡での取組みのもされるよう
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ですが、福岡地域では高岡市と合併して間もないこともあり、まだまだ浸透していない

ように思われますので、もっとＰＲしていただければと思います。 

 それと、もう一つ４００年記念事業ということと直接関係するか分かりませんが、私

は舞谷に住んでおり、詳しいことは良く分かりませんがこの舞谷からお寺さんが旧高岡

市に移転したということを聞いております。舞谷から高岡にお寺が移転したという経緯

を関係に取り組みが出来ないかと思いますのでよろしくお願いします。 

【市長】 

 たいへん大事な部分であります。高岡市には３６の地域（校区）があり、それぞれの

地域に歴史があります。高岡全体としての４００年、そして各地域でそれぞれのふるさ

とを振り返っていただくということで、また、地域の文化や先人の営みなどいろいろな

資源を掘り起こしていただき、それが繋がって行けば最高かと思います。 

 今日ご紹介した中では木舟城跡ということで、土地の所有者の方にもご寄付いただき

駐車場の整備を行いますが、真に協働型で進むわけであります。また、赤丸ではトイレ

の問題を自治会さんと共に解決しました。そういったことを積み重ねながら、わが地域

とどういった関係があるのか。 

また、三日市の古文書についてタウンミーティングで解読したいというお話がありま

した。菅笠についても、まだまだいろいろな取り組みが出来ると思います。洋游会、雅

楽などいろんなものを４００年という中で振り返ってみれば、いろいろと物語が出来る

と思います。今お話のあった舞谷から高岡にお寺が移転したというのも一つの歴史です。

そういったことでは、木舟と木舟町との関係をつくっていくことも意味のあることだと

思います。 

高岡にお城が出来、町が開かれたとき、町へいろいろな所からお寺が移ったというこ

とを聞いております。二上からも移っております。そういうことで町中のお寺さんの檀

家さんが、周辺地域にもいらっしゃったりします。 

こういったことも大事にしながら、行政センターとも連携しながらここ半年、１年、

４００年に向け深めていっていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

【議長】 
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 ほかにありますか。 

【委員】 

 １年半前イベントに高岡総登城まつりというのがあります。記念事業ということでそ

れなりの予算も使って行われると思いますし、皆さんそれぞれ工夫もされると思います。

一発花火になるのは残念かと思います。 

つくりもんまつりでは、中田とか他地域のまつりとの連携もあって観光のことも考え

たりしていますが、担当の人もたいへんかと思いますが、１回だけに終わらない取り組

みも検討していただければと思います。 

【議長】 

 今は、ご意見ですが何かありますか。 

【市長】 

 大事なことかと思います。一過性に終わらない、思い出ということもありますが、各

地域で何が残るかということが大事なことかと思います。木舟城跡では駐車場というハ

ード面で残りますが、今お話のあった中田との関係ではつくりもんまつりでかかし祭と

連携してイベントバスが継続して運行されているということがあります。 

 また、来年は３商工会が一つになる記念の年であります。イベント毎で地域の連携と

いうこともありますが、４００年を契機として各地域でいろいろ残っていけばと思いま

す。 

 イベントでソフト事業に使うお金ということもありましたが、それに併せて例えば鴨

城跡であったり、赤丸城の話であったり、各地域の資源が掘り起こされ、後にも残って

いけばいいと思いますので、ご意見はしっかり受けとめ進めていきたいと思います。 

【委員】 

 イベントの申し込みは何時までですか。 

【地域振興課長】 
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 提案事業については、９月末までとなっています。 

【委員】 

 イベントの中に歴史ロマンウォーク「福岡木舟から高岡木舟町へ！」とありますが、

福岡の木舟から高岡の木舟町へ移住した人のリストがあればいいと思います。と申しま

すのは、昭和５０年頃に土地改良をした時に雑種地で高岡の木舟の人で２、３名の人の

土地がありました。そういった方は木舟に住んでいらっしゃったか、土地を持っていら

っしゃる方かと思います。それでどういった方がいらっしゃるのか調べてみたいと思い

ましたので。 

【市長】 

 新井部長さんが詳しいと思いますがどうですか。 

【経営企画部長】 

 調べられる範囲で調べてみたいと思いますし、また、４００年記念事業についてはま

だまだＰＲが必要だと言われています。また、歴史に関連したかたちで参加していただ

けるのは本当にありがたいと思います。折角の機会ですので、福岡の木舟の方にも、ま

た高岡の木舟町の方にとっても、こういったことがあったのかという話題になるようウ

ォークの中で検討してみたいと思います。 

【議長】 

 ほかにありませんでしょうか。特にないようですので、これで審議事項を終了いたし

ます。 

（３）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】  
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次回の第９回福岡地域審議会は、１０月頃の開催を予定しております。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。 

【議長】 

 ここで議事を終了させていただきます。 

５ 閉会 

【事務局】 

それでは、以上を持ちまして第８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。 

午後４時５０分 


