第31回福岡地域審議会次第

１

開 会

２

第６期福岡地域審議会委員委嘱書の交付

３

委員及び市出席者の紹介

４

会長・副会長の選出

５

会長あいさつ

６

市長あいさつ

７

議 事

日

時：平成28年３月１日(火) 午前９時

場

所：福岡庁舎３階大会議室

(1) 福岡地域審議会について

資料№１-1～１-2

(2) 新市建設計画について

資料№２

(3) 議案事項
議案第７号

新市建設計画の福岡地域主要事業に関する意見書の提出について

議案第８号

福岡地域審議会のスケジュールについて

(4) その他

８ 閉 会

福岡地域審議会 第6期委員名簿
＜定数＞
＜任期＞

15名
２年（平成28年3月1日～平成30年2月28日）
※敬称略・50音順
分

野
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ひと み

大橋 仁美
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神庭 あゆみ
たけしま

業

◇商工業
◇自治会
◇学識経験者
◇中山間地
祉

はた

ゆ き え

畑

幸恵

はやし

りゅうぞう

林

隆三

はり た
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張田

真

みやざき

さぶろう

宮崎 三郎

業

◇まちづくり団体
◇ＰＴＡ

き

こ

い

ち

こ

村上 委千子
やまぎし

◇農

ま

宮崎 眞紀子
むらかみ

◇商工業

まさとし

中田 正敏

みやざき

◇福

よしあき

谷口 義明
な か だ

◇農

み

竹島 寿美
たにぐち

◇生涯学習

す

としきよ

山岸 俊清
やまざき

ひろし

山崎

博

よ ね だ

ゆ う こ

米田 裕子

福岡地域審議会について
１

地域審議会とは

合併前には一体的に施策が実施されてきたものの、合併により行政区域が拡大し、地域
住民の意見が合併後の新市の施策に反映されにくくなるのではないかという懸念に対応し、
よりきめ細やかに地域住民の意見を反映していくことができるよう、合併協議会で設置に
ついて協議され、議会の議決を得て設置することが決められたものです。
２

設置期間
合併から 15 年間

３

委員数
15 人

４

委員の任期
２年

５

第 1 期（平成 18 年
第 2 期（平成 20 年
第 3 期（平成 22 年
第 4 期（平成 24 年
第 5 期（平成 26 年
※第 6 期（平成 28 年

１月 30 日
２月 19 日
３月 １日
３月 １日
３月 １日
３月 １日

～
～
～
～
～
～

平成 20 年
平成 22 年
平成 24 年
平成 26 年
平成 28 年
平成 30 年

１月 29 日）
２月 18 日）
２月 29 日）
２月 28 日）
２月 29 日）
２月 28 日）

所掌事務

（1）審議会は、福岡地域の次の事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申します。
① 新市建設計画の変更に関する事項
② 新市建設計画の執行状況に関する事項
③ 地域振興のための基金の活用に関する事項
④ 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項
⑤ その他市長が必要と認める事項
（2）審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができます。
※必要と認める事項としては、新市建設計画の執行状況（随時的なもの）、公共施設の
設置・管理運営、福祉・廃棄物処理・消防等の施策の実施状況などが考えられます。
６

基本的な議事の進め方
福岡地域審議会運営規程による
（1）報告事項（報告第〇号）
市議会において議決された事項や市の条例などに基づいて既に決まっている事項
（2）議案事項（議案第〇号）
審議会の運営方法など、審議会で決定していく事項
（3）審議事項（審議項目第〇号）
・市長の諮問に応じて審議する事項
・審議会が必要と認める事項について意見を述べる事項

高岡市及び西礪波郡福岡町の廃置分合に伴う地域審議会
の設置について
平成17年３月22日
高岡市告示第90号
福岡町告示第９号

平成17年11月１日から高岡市及び西礪波郡福岡町を廃し、その区域をもって新た
に「高岡市」を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法
律第６号）第５条の４第１項の規定に基づく地域審議会の設置について、同条第３
項の規定により告示する。

地域審議会を合併前の西礪波郡福岡町区域に設置する。地域審議会の組織及び運
営については、「地域審議会の設置に関する事項」のと おりとする。

地域審議会の設置に関する事項
（設置）
第１条

市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第５条の４第１

項の規定に基づき、次のとおり地域審議会（以下「審議会」という。）を置く。
名称

福岡地域審議会

設置区域

合併前の福岡町の区域

（設置期間）
第２条

審議会の設置期間は、合併の日から 15年間とする。

（所掌事務）
第３条

審議会は、設置区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて、

審議し、答申するものとする。

２

(１)

新市建設計画の変更に関する事項

(２)

新市建設計画の執行状況に関する事項

(３)

地域振興のための基金の活用に関する事項

(４)

新市の基本構想の作成及び変更に関する事項

(５)

その他市長が必要と認める事項

審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができ
る。

３

市長は、審議会の答申及び意見を尊重するものとする。

（組織）
第４条

審議会は、委員15名をもって組織する。

（委員）
第５条

委員は、設置区域に住所を有する者又は設置区域内に存する事務所等に勤

務する者で、次に掲げる者の内から、市長が 委嘱する。
(１)

公共的団体等を代表する者

(２)

学識経験を有する者

（任期）
第６条

委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。
２

委員は、再任することができる。

３

委員は、設置区域に住所を有しなくなったとき又は設置区域内に存する事務所
等に勤務しなくなったときは、その職を失うものとする。
（会長及び副会長）

第７条

審議会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(１)

会長

(２)

副会長

１名
１名

２

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。
（会議）

第８条

審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員

の委嘱後、初回の会議は、市長が招集する。
２

会議は、毎年度２回以上開催するものとする。また、会長は、委員の４分の１
以上の者から審議を求める事項を示して会議の開催の要求があるときは、会議を
招集しなければならない。

３

会議の議長は、会長がこれに当たる。

４

会議は、在任委員の過半数が 出席しなければ、これを開くことができない。

５

会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

６

会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴
き、又は資料の提出を求めることができる。

７

会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員の半数以上の賛成
があるときは、公開しないことができる。
（庶務）

第９条

審議会の庶務は、市長が定める部署において処理する。

（補則）
第１０条

この事項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

福岡地域審議会運営規程
（趣旨）
第１条 この規程は、高岡市及び西礪波郡福岡町の廃置分合に伴う地域審議会の設置につい
ての第10条の規定に基づき、福岡地域審議会の会議（以下「会議」という。）の運営に関
し、必要な事項を定めるものとする。
（基本方針）
第２条 会議は、原則公開とする。
２

会議の運営に際しては、公平で公正な審議に努めるものとする。
（会長等の責務）

第３条 会長は、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなけ
ればならない。
２

委員は、会議に積極的に参画し、円滑な会議運営に協力しなければならない。
（会議の開閉等）

第４条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
２

委員は、議長の許可を得た後に、発言するものとする。
（会議録の調製等）

第５条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他議長が必要と認めた事項
２

作成した会議録は、議長の確認を受け、これを保管しておくものとする。

３

会議録は、議長が確認した日をもって確定するものとする。
（傍聴）

第６条 会議は、傍聴することができる。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円
滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議を公開しないことができる。
２

会議を公開しない場合においては、あらかじめ議長が会議に諮り決するものとする。
（傍聴席の区分）

第７条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
（傍聴の手続き）
第８条 会議を傍聴しようとする者は、会議開催場所の傍聴人受付において、住所、氏名及
び年齢を傍聴人受付簿（別記様式）に記入しなければならない。
２

傍聴人の定員は、定めない。ただし、会場における適正人員を超えるときは、傍聴人の
数を制限することができる。

（傍聴席に入ることができない者）
第９条

次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ及び太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 異様な服装をしている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
２

児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、
この限りでない。

（傍聴人の守るべき事項）
第10条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為を
しないこと。
（写真、映写機類の撮影及び録音等の制限）
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、議長の許可を得たときは、この限りではない。
（係員の指示）
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
（傍聴人の退場）
第13条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならな
い。
（違反に対する措置）
第14条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないと
きは、退場させることができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年１月30日から施行する。

新市建設計画について
１ 計画の趣旨
新市建設計画は、旧高岡市・旧福岡町の合併後の新市の建設を総合的かつ効果的に
推進することを目的とし、この計画を実現することにより、２市町の速やかな一体化
を促進し、市民福祉の向上と新市全体の均衡ある発展を図ろうとするものです。
２ 計画の構成
新市建設計画は、新市を建設していくための基本方針、基本方針を実現するための
主要事業、公共的施設の統合整備及び財政計画を中心として構成しています。
３ 計画期間
合併後、概ね 10 年度間（～平成 27 年度）について定めるもの。
４ これまでの経緯
新市建設計画は平成１７年２月に高岡市・福岡町合併協議会で計画され、福岡地域
の主な事業は新市総合計画の中に組み入れ、計画的に実施してきた。
新市建設計画は平成 28 年 3 月 31 日をもって終了します。
５ 新市建設計画における福岡地域の主な事業の実施状況

資料№２

新市建設計画における福岡地域の主な事業の実施状況
【完了事業】
B
事 業 名
Ｉ【都市整備・産業】
省力機械施設整備事業
地域イントラ整備事業
土地改良施設管理事業
（農業水利施設保全対策事業 五位庄頭首工補修）
中山間地域総合整備事業（農村公園等）
農業生産基盤整備事業（かんがい排水）
Ⅱ【保健・医療・福祉】
福祉専門学校整備補助事業
福岡児童館改装事業
Ⅲ【教育・文化・スポーツ】
幼保一元化施設整備事業(福岡中央）
Ｂ&Ｇ海洋センタープール施設改修事業
総合町民センター文化ホール増築事業
福岡体育館建替事業

福岡小学校改築（大規模改修・耐震補強）工事

高岡西部総合公園整備事業（総合グラウンド整備事業）

五位山交流館
福岡グラウンド整備事業
相撲場移設
Ⅳ【生活環境・都市景観・自然環境】
消防庁舎建設事業

消防設備整備事業（消防ポンプ車等）

消防施設整備事業
Ⅴ【市民交流・行財政】
生活安全環境整備事業（防犯カメラ等）
地区自由塾整備事業（旧大滝・赤丸幼稚園活用整備事業）
Ⅵ【その他、国・県】
ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫増築事業
福岡プール改修整備
北陸新幹線の早期完成の促進

完了年度

備

※平成28年度2月末現在
考

合併に伴い制度廃止
―
平成18年 各公民館（6ｹ所）への接続完了
平成18年 五位庄用水小矢部川取水口整備
平成20年 西明寺パークゴルフ場の整備
平成21年 農業用用水路整備Ｌ＝6,740ｍ
計画廃止
H26.4月 福岡文教ゾーン中で機能確保
＊さくら会館3階入居
平成25年
H26 児童館解体
―

平成20年 H21.4月 開園
H22・23 通年型プールに改修
平成23年
H23,10月 供用開始
平成24年 H24 楽屋等増築
福岡文教ゾーン中で機能確保
平成25年
（福岡小学校体育館）
改築事業として
H22・23校舎改築
平成25年
H24 体育館
H25 グラウンド
H21 基本計画策定
H22 用地買収、埋蔵文化財試掘、基本設計等
H23 実施設計物件移転等
平成26年
H24 造成工事等
H25,26 本体工事等
H27 供用開始 ※愛称：ボールパーク高岡
平成27年 H27.4月 供用開始
平成27年 H27.9月 供用開始 ※愛称：さくら球場
平成27年 H27.供用開始
平成19年
H18 山王地区
H20 赤丸地区
平成24年 H22 大滝地区整備
H23 福岡消防署災害対応特殊救急自動車
H24 五位山地区整備
H24 五位山分団頓所シャッター修繕
平成25年
H26.3月 福岡分団新頓所へ移転完了
平成19年 H19 小学校、中学校完了
平成19年
平成21年 H22.4月 供用開始
平成24年 H25.6月 供用開始
平成27年 H27.3.14 開業「新高岡駅」
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新市建設計画における福岡地域の主な事業の実施状況
【計画事業量達成事業】
事

業

10年間の取組み実施概要

名

Ｉ【都市整備・産業】
県単独農業農村整備事業（農道舗装）
団体営林道事業

※平成28年度2月末現在
備考

一歩二歩地区、三日市地区用排水路整備
五位小野線、花尾尾崎線等

H20 山村振興計画策定）
淵ヶ谷小学校施設利活用整備
第５期山村振興事業
H24 五位山地域交流施設基本設計
（淵ケ谷小学校再利用、家族旅行村等整備、林道舗装、圃場整備、農業
用排水整備、移動通信用鉄塔整備）
H25 実施設計
H26 施設整備
県単林道改良事業
県単独農業土木事業
市単独農業土木事業事業
水田農業経営体活性化事業

小野八谷線、山川線
土地改良区事業への負担金
土地改良区事業事業への負担金
中核農家、営農組合等農業の担い手や法人へ補助

農業生産基盤整備事業（経営体育成）

H24 赤丸地区完了
H25 江尻地区完了
H26 土屋･鳥倉地区 ～ H30

県道改良事業
公共道路改良事業(市幹線道路）
駅前地区土地区画整理事業
街路事業(駅前土地区画整理事業での整備)
聖人橋架替事業
駅南地区整備事業
西町・橋上町地区整備事業（市街地整備事業）
Ⅱ【保健・医療・福祉】
特別養護老人ホーム等施設整備事業・償還負担金
老人保健施設建設助成事業・償還負担金
老人介護福祉施設整備事業
身体障害者施設等整備事業
デイサービスセンター整備事業
Ⅲ【教育・文化・スポーツ】
西山歴史街道整備活用事業
Ⅳ【生活環境・都市景観・自然環境】
都市公園整備事業（福岡公園ほか29園）

△

福岡福光線、小矢部伏木港線（福岡地域）等
矢部石名田、荒屋敷下老子、岸渡川2号等
福岡中央地区のまちづくり ～ H30
同上
耐震等調査、小矢部市との協議
調査研究（当面は駅前地区を重点に）
道路改良事業で地元との協議

△
△
○
○

アルテン赤丸等既存施設の償還負担金
さくら苑等既存施設の建設利子補給
建設費補助（福岡地域で計画あった場合随時）
〃
太陽の庵、グループホームあゆみ、ケアタウン福岡へ補助
H20 基本構想策定済（報告書、ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成）
H25 Ｄｿﾞｰﾝ整備／赤丸地内：観光案内標識、遊歩道案内
標識、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成）
H27 Ｂｿﾞｰﾝ整備／西五位地区：看板整備等）
福岡公園の整備、ほか29公園愛護協力会への公園管理補助

公営バス導入事業（更新）

H19 1台更新
H21 1台更新
H25 1台更新

新農業水利システム保全対策事業
（準用河川改修等整備事業）

亀川（準用河川廃止 となりH20.12.18以降土地改良区事業で
実施する）

克雪施設整備事業
小規模急傾斜地崩壊対策事業
サービス付き高齢者向け住宅整備事業
防災基盤整備事業（耐震性貯水槽）

荒屋敷学校線外消雪整備
上野地区等
事業計画申請なし
下向田地内設置（H21）

小矢部川水辺プラザ整備事業

芝生広場、公衆トイレ、あずま屋、バーベキュー広場整備
（砺波地方衛生施設横）

市単道路新設改良舗装事業
霊園整備事業
公営住宅建替事業
公営住宅ストック改善事業
まちづくり総合支援事業(魅力ある地域環境整備事業等）
合併処理浄化槽設置整備事業
街並み環境整備事業（旧市街地における街並み・景観保存）
Ⅴ【市民交流・行財政】
集会所整備事業（改修等）
Ⅵ【その他、国・県】
新ＩＣ設置事業
大滝工業団地造成整備
河川改修整備事業
土砂災害防止対策事業
見込 ○引き続き検討を要するもの
△Ｈ２８年度以降に計画事業量を達成見込みのもの

各地区生活道路整備
既存の霊園管理実施。墓地区画に余裕があり増設なし。
H22.23 建替32戸整備
市営住宅維持管理実施、雇用促進住宅の買取維持管理運営
H21 岸渡川線
40箇所設置
高岡市歴史まちづくり計画に基づき実施

○

H26年度まで15箇所（修繕等）実施
新たなＩＣ設置のための調査検討中
アクセス道路の一部完成
H20 3区画2.2ha造成
H25.3月2区画分譲済。

○

小矢部川、黒石川等
栃丘、花尾、淵ヶ谷、下向田地区 等
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【議案第７号】
平成 28 年３月１日

新市建設計画の福岡地域主要事業に関する意見書
の提出について

新市建設計画が平成27年度をもって終了することから、「高岡市及び西礪波
郡福岡町の配置分合に伴う地域審議会の設置について」（平成17年３月22日高
岡市告示第90号、福岡町告示第９号）に基づき、地域審議会の設置に関する事
項第３条第２項により意見書を提出する。

１．意見書の名称
「新市建設計画の福岡地域における主要事業に関する意見書」
２．意見書提出の目的
新市建設計画に基づき福岡地域の主要事業が実施されてきた。
平成28年３月31日をもって本計画が終了するにあたり、10年間の取り組
みを総括し、今後の福岡地域のまちづくりに向けて福岡地域審議委員会の
意見をとりまとめるもの。
３．提出する時期
第33回福岡地域審議会（平成28年11月）
４．意見書提出に向けたスケジュール（案）
６月 事務局から主要事業の総括報告（事業費、事業量、合併特例債など）
７月～10月 意見書の取りまとめ
11月 第33回地域審議会で提出
＊ 詳細日程等は今後会長と協議する。

【議案第８号】
平成 28 年３月１日

福岡地域審議会のスケジュールについて
【委員の委嘱及び第31回審議会】
と き 平成28年３月1日（火）
内 容 委員の委嘱、会長・副会長の選出
地域審議会等について
新市建設計画事業について
今後のスケジュール
【第32回審議会】
と き
平成28年６月
内 容
福岡地域主要事業のまとめ
平成28年度予算の概要
【第33審議会】
と き
平成28年11月
内 容
事業の進捗状況について
地域の課題などについて
意見書提出
【第34回審議会】
と き
平成29年６月
内 容
平成28年度の主要事業実施状況について
平成29年度予算の概要
【第35回審議会】
と
内

※

き
容

平成29年11月
事業の進捗状況について
地域の課題などについて

このほか、委員の４分の１以上の者から、審議を求める事項を示して会議
の開催を求める要求がある場合、会長は会議を招集しなければならない。
（第
８条の２）

