
第１４回福岡地域審議会次第 

と き：平成22年6月1日(火)午前10時 

                   ところ：福岡庁舎4階会議室 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 議事 

(1) 報告事項 

報告第27号 平成22年度当初予算（高岡市全体） ・・・・・・・・資料№1 

     

報告第28号 平成22年度主要事業（福岡地域新市建設計画） ・・・資料№2 

        

報告第29号 ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫整備事業   ・・・・・資料№3 

    

報告第30号 福岡小学校改築事業                ・・・・・・資料№4 

    

報告第31号 西干場市営住宅建替事業       ・・・・・・・資料№5 

    

報告第32号 雇用促進住宅（大滝宿舎）の買取りについて ・・・・資料№6 

    

報告第33号 総合グラウンド整備事業          ・・・・資料№7 

        

(2) 審議事項   

審議項目第13号 福岡地域における主要事業の進捗状況について 

① 福岡中央地区のまちづくり（福岡駅前土地区画整理事業）・・資料№8 

        

② 福岡中央地区のまちづくり（都市再生整備計画事業） ・・・資料№9 

        

③ Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修事業     ・・・・・・資料№10 

    

(3) その他 

① 合併特例債の状況について         ・・・・・・・資料№11 

    

② 合併に伴う事務事業等の調整について    ・・・・・・・資料№12 

    

 

５ 閉会 
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資料№1 

平成２２年度予算における主な事業 

【単位：千円、○Ｎ ：新規事業、（ ）：前年当初予算の額】 

１ 飛越能８６万人のふれあいと交流のまち 

（1）交流の基盤づくり 

・北陸自動車道新 IC 整備事業【都市計画課】 ６０，０００（8,450） 
北陸自動車道の庄川左岸地区における新スマートIC 設置に向け、実施設計を行う。 

・北陸新幹線対策事業【駅周辺・新幹線対策課】  ６３７，７２５（837,700） 
北陸新幹線の富山～白山総合車両基地間の実施計画認可に基づき、平成 26 年

度までの開業をめざし、新高岡駅（仮称）周辺の整備に向けた取り組みを進める。22 年
度は、新駅周辺道路等の用地買収、設計、工事のほか、城端線新駅設置に向けた協
議、市長サミットの開催や新駅のデザインの検討を行う。 

・高岡駅周辺地区整備事業【駅周辺・新幹線対策課】 ２，０９１，６５５（1,278,756） 
高岡駅周辺の再生・活性化や南北市街地の一体化を図り、高岡駅での交通結節機

能を高める。22 年度は引き続き氷見線移設・橋上駅舎・南北自由通路整備を行うほか、
駅前東自転車駐車場の整備に着手する。 

橋上駅舎・南北自由通路整備費 1,414,000  氷見線移設工事費 328,000 
その他（建物等補償金含む） 349,655 

〔全体整備計画〕 
・北口駅前広場→拡張整備し、公共交通重視の安全な交通動線と人工デッキを整備
し歩行者の安全性を確保する。 

・南北自由通路→２階に自由通路を整備し、歩行系の南北一体化を図る。 
・駅舎の橋上化→駅舎の橋上化（自由通路に接する）を図り、併せて施設のバリアフリ
ー化を行う。 

・南口駅前広場→レイアウト変更し、安全な交通動線を確保する。 
・路面電車万葉線→延伸整備、駅との近接化を図り、乗換え利便性を向上する。 
・氷見線移設→氷見線ホームを改札口近くに移設し他ホームとの近接化を図り、乗換
え利便性を向上する。 

・交通広場等→北口駅前広場に面して交通広場を設け、新ステーションビルを整備、
１階部分に万葉線を乗り入れる。 

・駅前東自転車駐車場→収容台数（約 1,000 台） 
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・山町筋重要伝統的建造物群保存地区の無電柱化等事業【道路建設課】 

          ３００，０００（139,000） 
歴史的町並みにふさわしい道づくりに取り組み、にぎわいの創出と回遊性の向上を

図る。 

・土地区画整理事業【都市計画課】 ５７４，１１６（388,913） 
（組合施行） 
戸出中之宮地区 47,750 （期間：Ｈ12～Ｈ25 面積：23.0ha） 
中曽根地区 130,475 （期間：Ｈ15～Ｈ24 面積：25.0ha） 
木津地区 47,400 （期間：Ｈ21～Ｈ26 面積：21.0ha） 

（市施行）〔後掲〕 
福岡駅前地区 348,491 (期間:Ｈ18～Ｈ30 面積：11.1ha) 

公共用地の取得や駅前広場・道路等の測量設計 

・都市計画道路網の見直し事業【都市計画課】 ８，０００（7,500） 
都市計画道路を取り巻く環境が変化する中、長期未着手路線の見直しや、戦略的

に道路整備を検討するなど、都市計画道路網の再構築を進める。 

・能越自動車道利活用調査事業【道路建設課】 １，５００（1,500） 

・万葉線近代化事業助成【地域安全課】 ３１，５６８（46,845） 
LRT システム整備費補助 9,450  
輸送高度化事業費補助 19,451  
輸送高度化対象外設備整備補助 2,667  

・市街地公共交通活性化事業【地域安全課】 ２０，０００（20,000） 
まちづくりを支える魅力的な公共交通として、コミュニティバスの運行を行う。 

・福岡市街地整備事業【福岡駅前まちづくり推進室】 ３９９，６９１（235,121） 
福岡中央地区の市民交流と賑わいを創出するため、「歩いて楽しい、住みたく

なるまち」を目指し、区画整理事業を進める。 
福岡駅前土地区画整理事業〔再掲〕 348,491 
福岡中央地区まちづくり推進事業 9,200 
○Ｎ まちづくり福岡工房改築事業〔後掲〕 42,000 
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・幹線道路の整備【道路建設課】 １，４２２，０００（1,504,300） 
街路事業 520,000 
中川和田線 280,000 下伏間江福田線 200,000 
木津佐野線 40,000 

道路改良事業 902,000 
駅南一丁目二塚線 60,000 戸出光明寺戸出吉住新線 10,000 
佐野８１号線 90,000 井口本江 18 号線 50,000 
福岡上蓑線 40,000 荒屋敷下老子線 90,000 
戸出町一丁目 4 号線 70,000 羽広二丁目南幸町線 50,000 
佐野下黒田線 20,000 鴨島町木舟町線（再掲） 300,000 
東海老坂 10 号線 80,000 片原町川原町 1 号線 12,000 
片原町川原町 2 号線 15,000  蓑川線 15,000 

・伏木外港の建設促進                              １，４５０（1,750） 
  伏木外港の建設や伏木港の整備拡充及び利活用に向け、関係機関と連携を図りな 
がら、国・県へ働きかけていく。 

（2）魅力ある観光のまちづくり 

・祭行事・イベント振興事業【商業観光課】 ５７，４００（57,400） 
御車山祭 11,850（前日ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ（雨天対応）） 

・高岡市観光協会補助・委託事業【商業観光課】 ５４，７４６（58,779） 
観光客の誘致や観光案内のための情報機能の充実、観光客の受入体制の整備の

ため社団法人高岡市観光協会に事業補助・委託を行う。 
観光客おもてなし事業、高岡ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業、桜まつり事業、 
観光客誘致宣伝事業、台湾観光客誘致事業、 
大型観光ﾊﾞｽ市営駐車場料金補助事業、○Ｎ コンベンション誘致事業 など 

・たかおか観光戦略事業【商業観光課】 １，５００（1,605） 

高速自動車道等の交通アクセスが整備されるなかで、「たかおか観光戦略ネットワー
ク」において市内観光のあり方や観光振興のための調査・提言を行うとともに、市内観
光拠点のネットワーク化を図り、高岡の魅力を全国にアピールしていく。 

・○Ｎ 雨晴海岸コミュニティサイクル事業【商業観光課】 １，０４３ 
自転車を活用した広域的観光資源の整備を図り、地球にやさしい観光を実現するた

め、氷見市と共同して海岸沿いのサイクリングロードの整備及び駐輪拠点の整備を行う
とともに、ＪＲ雨晴駅や氷見駅等にレンタサイクルを配置して、観光客やサイクリストの利
便性を図る。 

・福岡地域イベント等補助事業【経済振興課】 ９，３２０（10,935） 
つくりもんまつり、リバーサイドフェスタ、産業フェスティバルなど福岡地域のイベントに

対して補助する。 
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・○Ｎ まちづくり福岡工房改築事業【経済振興課】〔再掲〕 ４２，０００ 
まちなかの賑わいを創造するため、来訪者等が気軽に立ち寄り市民と交流しながら、

周辺の観光情報の提供、各種展示・講座などを行う拠点施設として改築を行う。 

・○Ｎ 歴史的風致維持向上計画推進事業【都市計画課】 ３，０１１ 
歴史文化資産を生かしたまちづくりを一層推進するため、歴史まちづくり法による歴史

的風致維持向上計画を策定する。 

・山町筋重要伝統的建造物群保存地区整備事業【文化財課】〔後掲〕 １４，８０２（20,406） 
伝統的建造物 修理 １件    
非伝統的建造物 修景 ２件    

・都市景観形成推進事業【都市計画課】 ６，５３５（6,660） 
高岡らしい景観を守り、育て、作り出すことを目的とし、優先的に取り組む景観形成

重点地区の区域指定を行う。また、景観形成重点地区等で住民が行う修景事業等に
助成する。 

（3）もてなしの心あふれるまちづくり 

・広域観光推進事業【商業観光課・都市経営課】 ４，８２２（2,822） 
能越自動車道、東海北陸自動車道等の高速交通網の整備により大都市圏、中京

圏からの誘客に取り組む。 

○○Ｎ 広域観光圏事業 
  越中きときと観光圏協議会に参画し、県西部地域の観光事業の連携を図る。 

○○Ｎ 広域観光プログラム事業 
  北陸新幹線開業をにらんだ観光ＰＲを行うためのプログラム作りに取り組む。首都
圏及び北陸新幹線沿線都市などからの誘客を図るため、「飛越能の玄関口」として
のモデルコース・プランを作成し、エージェントへの売り込みを行う。 

○各種懇談会・協議会への参加 
県西部の魅力をＰＲし、中京圏などからの誘客を促進するため、パンフレットの作

成や出向宣伝等を行う。 
飛越能経済観光都市懇談会    富山県西部地区観光協議会 
富山県西部産業開発協議会 

○○Ｎ 富山県とのタイアップ事業 
  「万葉のふるさと高岡」をＰＲするため、富山県と高岡・射水・氷見 3 市が連携して、
奈良県の遷都 1,300 年事業に参加し、ミニ“朗唱の会”を開催する。 

○「パノラマ・キトキト富山」新聞発行 
  首都圏の人々に、富山県及び県内各市町村と共同で富山の魅力をＰＲするため、
特色や見どころを分かりやすくコンパクトに網羅した新聞を発行する。 
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・○Ｎ 「食」による高岡発信事業【都市経営課】〔後掲〕                   ９５６ 
コロッケなどの食を通じて、県内外の“B 級グルメ”が集う食の交流イベントなどで高岡

を広くＰＲするとともに、地産地消を推進する。 

・コンベンション開催支援事業【商業観光課】 ３，３６９（4,462） 
東海北陸自動車道・能越道や北陸新幹線の交通インフラの整備が進む中で、より一

層、交流人口や地域活力を増やし、回遊性のある広域観光を推進するため、多くの滞
在型観光客を期待できるコンベンションの誘致に積極的に取組む。 

・○Ｎ 錦州市親善交流事業【都市経営課】 ４，５００ 
錦州市との友好都市提携２５周年を祝い、友好訪問団の派遣・受入及び記念事業

を行い、友好交流の発展につなげる。 

・越前国際交流基金留学生派遣受入事業【都市経営課】 ６００（600） 
アメリカ合衆国のフォートウェーン市から６人を受け入れる。 

・外国人との共生事業【都市経営課】 ６，５０４（6,504） 
外国人のための相談員配置（中国語：相談員 1 人が週 2 回対応、ポルトガル語：相

談員２人が週５回対応）や外国人のための生活ガイドブックを作成する。 

･外国人児童生徒教育支援事業【学校教育課】〔後掲〕 ４，５０３（4,475） 
近年増加傾向の外国人児童生徒を支援するため、外国語を話せる指導講師を小中

学校に配置するとともに、御旅屋セリオ内の国際交流センターで日本語指導や相談業
務を行う。 

２ 水・緑につつまれ安心して暮らせるやすらぎのまち 

（１）元気あふれる健康のまちづくりの推進 

・福祉のまちづくり推進事業【社会福祉課】 ４３４（456） 
福祉のまちづくり推進委員会の開催等 

・障害児わくわく子育て支援事業【社会福祉課】 １，３５４（1,371） 
特別支援学校等に通う障害児に放課後の遊び場と生活の場を設けて社会性等を

育成するとともに、保護者の介護負担の軽減を図る。 

・重度心身障害者等医療費助成【社会福祉課】 ５０２，７０４（476,297） 
重度心身障害者の方に、健康の保持と福祉の向上を図るため、医療機関にかかっ

た際、医療費の一部を助成する。 
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・障害者自立支援事業【社会福祉課】 １，６８５，９７１（1,392,651） 
障害者自立支援法の制定により、障害者に在宅生活における支援サービスや施設

における訓練等の支援サービスを提供する。 
介護・訓練等給付費  1,490,112 
更生医療給付費 46,028 
補装具給付費 34,766 
地域生活支援事業費 115,065  

・○Ｎ 住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 ９，４２２ 
住宅を喪失した離職者等のうち、就労能力及び就労意欲のあるものに対し、住宅手

当を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。 

・広域入所運営委託（公立・私立）【児童育成課】 ４９，９４３（56,089） 
本市から他市町村の保育所への入所希望に応じて、広域的な対応を行う。 

・○Ｎ 病後児保育事業補助金【児童育成課】  ３，８００ 
安心して子どもを預けられる環境を整えるため、病児、病後児保育に必要な備品等

の購入費用の助成を行う。 

・保育料の軽減【児童育成課】 
第３子以降の保育料を軽減し、保護者の経済的負担の軽減を図る。 

・○Ｎ 私立保育所施設整備費補助金【児童育成課】  １７６，３２５ 
私立保育所の改築改修工事に係る費用の一部について助成を行う。 

・私立保育所耐震診断事業【児童育成課】〔後掲〕 ２，３３９（5,550） 
私立保育所の耐震診断に対して助成する。 

・○Ｎ 西部保育園耐震化改築事業【児童育成課】〔後掲〕  １０，０００ 
西部保育園の渡り廊下棟について耐震改築工事を行う。 

・○Ｎ 児童館・児童センター遊具更新・環境改善事業【児童育成課】  ８，０００ 
より安全な遊び場を提供するため、遊具等の必要な修繕や施設整備を行う。 
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・こども・妊産婦医療費助成事業【児童育成課】 ４３０，０００（424,454） 
乳児医療費助成 64,500 

０歳児の医療費に係る本人負担額を助成する。 

幼児医療費助成 249,400 
１歳から小学校就学始期までの幼児の入院・通院に係る医療費の本人負担額を

助成する。 

児童医療費助成 81,700 
小学校就学始期から３学年修了までの児童の通院及び小学校就学始期から６学

年修了までの入院に係る医療費の本人負担額を助成する。（入院は 3 学年→6 学
年修了までに拡充） 

妊産婦医療費助成 34,400 
妊娠高血圧症候群など６疾病の医療費に係る本人負担額を助成する。 

・不妊治療費助成事業【児童育成課】 １８，００８（18,010） 
少子化対策の充実を図るため、不妊治療を受けている夫婦に、健康保険適用外の

不妊治療（体外受精、顕微授精）に要する経費の一部を助成する。 

・○Ｎ 子育て支援センター整備事業【児童育成課】  ２３，０００ 
子育て世代の多様なニーズに応え、平日はもとより、休日にも親子で安心して遊べる

場を提供するため、「高岡市子育て支援センター」と「子育て支援室（あいあいハウス）」
を統合し、中心市街地（御旅屋セリオ）で子育て支援センターを整備する。 

・ファミリー・サポート・センター事業【児童育成課】 ５，０００（5,000） 
育児の援助を行う者と受ける者の会員組織「ファミリー・サポート・センター」が、育児

の相互援助活動を行う。 

・放課後児童健全育成事業【児童育成課】 ９２，２１９（116,788） 
放課後児童を対象としたクラブ組織を設け、児童の健全育成を図る。（２７か所） 

・牧野中央保育園（仮称）建設事業【児童育成課】 ４８６，２８９（153,413） 
かぐら保育園と牧野保育園を統合し、牧野地区で新たな保育園を整備する。 

・とやまっ子子育て支援サービス普及促進事業【児童育成課】 １８，４４６（11,924） 
子育て家庭の精神的・身体的・経済的支援、各種保育サービス等の利用促進のた

め「子育て応援券」を配布する。 
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・○Ｎ 子ども手当【児童育成課】  １，７６１，４５５ 
次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校

修了までの児童を対象に子ども手当を支給する。 

・児童手当【児童育成課】 １，４３８，７００（1,315,750） 
子ども手当及び児童手当の受給資格を持つ者に対し、子ども手当の一部として児

童手当を支給する。 
支給額：第１子と第２子５千円 第３子以降１万円／月額 

（０歳以上３歳未満までの第１子、第２子 １万円） 
支給対象：小学校修了前まで 

・母子家庭自立支援給付金事業【児童育成課】 ２６，８６５（4,320） 
母子家庭の自立を促進するため、母子家庭の母の能力開発のための給付金を支給

し、就労支援を図る。 

・○Ｎ 認知症地域支援体制構築等推進事業【高齢介護課】  １１，８００ 
認知症高齢者等と家族を地域で支えるために、認知症への対応（予防、早期発見、

ケア等）を行うマンパワーや拠点などの「地域資源」をネットワーク化し、相互に連携しな
がら支援を行う体制を整える。 

・老人福祉施設等建設事業費償還金助成【高齢介護課】 １４３，８３１（146,121） 
特別養護老人ホーム等 133,382 
老人保健施設（４施設） 10,449 

・地域包括支援センター事業（介護保険事業会計）【高齢介護課】 １５５，２５０（150,000） 
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、市と市内１０か所の地域包

括支援センターが情報提供・連携しながら、総合相談・権利擁護事業、包括的・継続
的マネジメント及び介護予防ケアマネジメントを行う。 

・○Ｎ 地域介護・福祉空間整備等補助金【高齢介護課】  １６５，７７９ 
地域密着型サービス事業所の整備及び既存施設（小規模多機能型居宅介護、グ

ループホーム）におけるスプリンクラー整備を計画的に行う。 
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・生活機能評価事業（介護保険事業会計）【高齢介護課】 ４１，９９１(50,220) 
生活機能が低下し、要支援・要介護の状態になる恐れのある高齢者（特定高齢者）

を早期に把握するために、身体計測・理学的検査等を実施する。 

・特定健診・保健指導事業（国民健康保険事業会計）【保険年金課】 １８１，２４３(181,204) 
国民健康保険の加入者を対象に、生活習慣病予防と医療費の適正化を図るため、

内臓脂肪型肥満等に着目した健診等を実施する。 

・後期高齢者医療対策事業【保険年金課】 ５，５０５，５１３（5,395,089） 

後期高齢者医療制度の運営や高齢者医療費の市負担分、現役世代の保険料から
後期高齢者支援金を支出する。 

後期高齢者医療事業（後期高齢者医療事業会計） 1,993,093 
後期高齢者医療対策事業 1,664,200 
後期高齢者支援金（国民健康保険事業会計） 1,848,092 

・急患医療センター管理運営事業【健康増進課】 １７６，２１６（179,600） 
利用者実績 23,435 人（H20.4.1～H21.3.31） 

・妊産婦健康診査事業【健康増進課】 １２１，０６３（121,077） 
妊産婦に対して定期的に健康診査を実施し、異常を早期に発見し適切な治療、保

健指導に結びつける。 

・がん検診事業【健康増進課】 １７９，２１０(143,033) 
がんの早期発見・治療を目的にがん集団検診と施設検診を実施しており、新たに女

性特有のがん検診を推進するため、無料クーポン券を配布する。 

・高度医療機械器具購入事業（高岡市民病院事業会計）【市民病院総務課】 

 ２９５，０００(300,000) 
病院改築時に導入した高度医療機器等を計画的に更新し、医療提供体制の充実

を図る。（平成 21 年度から4 カ年計画で実施） 
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（２）環境に配慮したまちづくりの推進 

・○Ｎ 環境共生まちづくり事業【地域安全課・環境政策室・環境サービス課】 １３９，４５５ 
環境基本計画の基本理念を踏まえ、市民・事業者・行政の協働を基本として、環境

共生のまちづくりの実現を図るもの。 

  ○低炭素社会づくり ８８，９８７ 
○Ｎ 太陽光発電関係事業 5,000 

住宅用の太陽光発電システムの設置に係る費用の助成 
公共交通利用促進事業 79,169 

地域交通対策、万葉線近代化事業助成（ＬＲＴシステム整備、輸送高度化整備、
車両補修、レール振替工事など）・○Ｎ 万葉線利用促進等 

○Ｎ 省エネルギー推進事業 4,818 
電気自動車の導入、エネルギー管理統括者及び企画推進者の選任など 

  ○循環型社会づくり（３Ｒの推進） ３１，１５９ 

ごみ減量化事業 3,330 
家庭系生ごみの自家処理機材購入及びディスポーザー排水処理システムの設
置に対する助成、事例紹介、講座開設など 

資源リサイクル関係事業 27,829 
拠点回収事業の拡充など 

  ○美しいまちづくり １７，５４８ 
市民美化活動関係事業 11,693 
環境衛生関係事業 5,855 

不法投棄防止対策、衛生対策、カラス被害対策用ごみ集積場設置補助など 

  ○普及啓発に関する事業 １，７６１ 
環境啓発パンフ作成など 

・○Ｎ まちなかサイクルパーク整備事業【地域安全課】 ４，２００ 
自転車を活かしたまちづくりを進めるため、一般の自転車はもとより、レンタルサイクル

の貸出ステーションなどとしても利用可能な自転車駐輪場を整備する。 
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・ごみ広域処理の推進【環境サービス課】 ７９，０９９（54,638） 

ごみの広域処理を推進するため、高岡地区広域圏事務組合の３市（高岡市・氷見
市・小矢部市）が共同でごみ処理施設の整備を進める。22 年度は、実施計画の策定、
造成工事、プラント建設工事の入札及び、搬入道路の一部築造、上下水道工事の実
施計画策定を行う。 

（３）快適な生活環境の整備 

・まちなか居住支援事業【建築住宅課】 １２，０００（15,000） 
まちなかで一定水準以上の一戸建て住宅や分譲型住宅を取得する方を助成する。

また、まちなかで一定水準以上の共同住宅を建設する事業者を助成する。 

・優良住宅団地支援事業【建築住宅課】 ２５，６０４（27,205） 
定住促進と人口増を図るため、基準を満たす優良住宅団地を指定し、指定を受けた

住宅団地の土地取得者に対し取得費の一部を助成する。 

・西干場市営住宅建替事業【建築住宅課】 ２８６，２５６（29,700） 
建て替え工事（4 階建て 32 戸）を行う。 
継続費総額  552,500 千円（H22 年度 276,250 千円、H23 年度 276,250 千円） 

・○Ｎ 大滝雇用促進住宅買取事業【建築住宅課】 ２９，１７５ 
大滝雇用促進住宅を財団法人雇用促進協会から取得し、市営住宅として活用する。 

・地籍調査事業【都市計画課】 ６，１３０（3,911） 
平成 18 年度に都市再生街区基本調査が実施され、ＤＩＤ（人口集中地区）に街区基

準点が設置されたことを踏まえ、土地の境界を明確にする地籍調査に取り組む。 

・市道の整備【道路建設課】【都市計画課】【土木維持課】 ５９８，１０１（604,126） 
道路改良事業（単独） 

通常 370,335  
公共施設関連 154,766  
土地利用促進関連 46,000 

道路改修事業（補助） 
改修整備 27,000 
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・○Ｎ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業【土木維持課】 ２，０００ 
橋りょうの長寿命化を図るため、計画的な修繕計画を策定する。H22 年度は橋長 15ｍ

以上のものについて詳細点検を行う。 

・下水道事業（特別会計）【下水道管理課】 ８，４２４，４１８（11,334,245） 
公共下水道   433,000 
特定環境保全公共下水道 1,356,000 
下水処理場施設整備事業 211,000 
小矢部川流域下水道建設負担金 43,151 
神通川左岸流域下水道建設負担金 21,967 

・水道事業（特別会計）【水道局 総務課】 ４，６４６，４５０（5,065,360） 
管路整備事業 496,487 
給水管更新事業      100,000 
基幹施設整備事業 383,000 

・簡易水道事業（特別会計）【水道局 総務課】 ２７８，２５５（273,723） 
南部簡易水道整備事業 57,000 
管路整備事業 16,243 
鉛給水管更新事業 5,000 
基幹施設整備事業 8,800 

・準用河川整備事業【土木維持課】〔後掲〕 ２１９，４９１（221,306） 
（補助）  内古川 護岸工 80m    15,000 

守山川 水道管切替、道路・用水の整備  177,000 
（単独）  桜川、赤堀川、守山川 27,491 

・地域振興施設整備調査事業【地域安全課】 １，６００ 
南部地域において、健康福祉増進施設の構想策定調査に取り組む。 

（４）安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 
・防災対策の充実【総務課】【土木維持課】【教委：総務課】【水道局】        ５７７，６８０（1,526,278） 

  ○防災対策の推進                    ３３５,５１３ 
防災会議 220 
災害生活関連物資備蓄                1,055 
地震災害訓練事業                    964 
自主防災組織育成事業                9,040 
防災行政無線維持管理                4,716 

防災行政無線整備事業                8,800 
防災行政無線整備のための実施設計を行う。 

地域防災計画推進事業                3,074 
学校施設耐震化事業〔後掲〕             37,705 
私立保育所耐震診断事業〔再掲〕      2,339 
西部保育園耐震化改築事業〔再掲〕     10,000 
水道管老朽配水管更新事業            257,600 
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○急傾斜地崩壊対策の推進 １９,５２３ 
小規模急傾斜地崩壊防止対策事業（県補助） 15,523 

〃              （単独）  4,000 
   ○浸水対策の推進                      ２２２,６４４ 

準用河川整備事業（補助）内古川、守山川〔再掲〕 192,000 
      〃      （単独）桜川、赤堀川、守山川〔再掲〕27,491 

水害関係事業 3,153 

・雪に強いまちづくりの推進【土木維持課】 ４６，６５０（93,950） 
地域ぐるみ除排雪促進事業 3,950 

小型タイヤショベル 1 台の購入 
消雪施設整備事業 37,700  
民間消雪施設設置助成事業（2 組合） 5,000  

・交通安全施設整備事業【土木維持課】 ２８，４００（25,400） 
ガードレール、道路照明、道路標識等を整備し、交通事故防止に努める。 

・消防機械器具・水利の充実【消防本部：総務課】 ９２，７５６（154,298） 
 ○Ｎ 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車 1 台 40,000 
消防ポンプ自動車 2 台 19,500  消火栓設置等 33,256 

・○Ｎ 高機能消防指令センター整備事業【消防本部：総務課】 ５，０００ 
消防緊急通信指令システムの老朽化に伴い、同システムを高機能消防指令センター

として整備するため、システムの設計管理業務を行う。 

３ 心豊かな人をはぐくみ万葉と前田家ゆかり歴史と文化をたのしむまち  

（１）生きる力をはぐくむ学校教育の充実 

・少人数教育推進事業【学校教育課】 １８，７９５（21,497） 
少人数教育研究指定校を設け、国語、算数、理科、総合的な学習の時間において

きめ細かな指導を行い学力の向上を図る。小学校４校で実施する。 

・教育相談員・支援員配置事業【学校教育課・教育センター】 １４，９４９（13,596） 
 心の教室推進事業 １，４１０ 
   いじめ・不登校防止対策として、心の教室相談員の配置を行う。 
 不登校児童生徒対策事業 ７，３６１ 

教育センターの適応指導教室に教育相談員を配置し、不登校児童生徒の居
場所づくり、学校復帰に向けた支援を行う。 

特別支援教育支援員配置事業 ６，１７８ 
学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等のさまざまな障害をもつ児

童生徒に対して、学校生活での支援をするため、特別支援教育支援員（スタディ・
メイト）を配置する。 
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・児童・生徒健康診断事業【体育保健課】 ３１，３６７（31,544） 
児童生徒の健康診断を行い、疾病の予防と事後指導の充実を図る。 

・ものづくり・デザイン科推進事業【学校教育課】 １８，２６９（20,443） 
高岡市の優れた伝統工芸である銅器や漆器等の技術の承継、ものづくりのまち高岡

の市民としての意識の醸成と地元の産業の活性化を図るため、産学官が連携して、小 
学校５年生・６年生及び中学校１年生を対象とした「ものづくり・デザイン科」を推進する。 

･外国人児童生徒教育支援事業【学校教育課】〔再掲〕 ４，５０３（4,475） 
近年増加傾向の外国人児童生徒を支援するため、外国語を話せる指導講師を小中

学校に配置するとともに、御旅屋セリオ内の国際交流センターで日本語指導や相談業
務を行う。 

・新学習指導要領移行推進事業【教委・総務課】 ４，０００（17,355） 

新学習指導要領への円滑な実施に向け、体育備品を整備する。 

・学校施設耐震化事業【教委・総務課】〔再掲〕 ３７，７０５（1,028,896） 
耐震診断結果に基づき、耐震補強を計画的に行う。 
○Ｎ 中田小学校、東五位小学校の校舎及び定塚小学校、二塚小学校、伏木小学

校の体育館の耐震補強工事の実施設計 

・戸出東部小学校改築事業【教委・総務課】 ８３６，５９５（607,706） 
平成 21 年度から22 年度の 2 カ年で校舎、体育館等の全面改築を行う。 
・事業概要  校舎の改築（構造：鉄筋コンクリート造２階建、延床面積：4,920 ㎡） 
         体育館の改築（構造：鉄筋コンクリート造平屋建、延床面積：964 ㎡） 

・○Ｎ 戸出東部小学校給食室備品整備事業【体育保健課】 ２５，７００ 
給食室のドライシステム化に伴い、ドライ用調理備品を整備する。 

・福岡小学校改築事業【教委・総務課】 ７３９，６２５（51,659） 
平成 21 年度に行った実施設計に基づき、平成 22 年度から23 年度の 2 ヶ年で、校

舎の全面改築を行う。（継続費） 
継続費総額 1,845,000 千円（H22 年度 738,000 千円 H23 年度 1,107,000 千円） 
事業概要 校舎の改築（構造：鉄筋コンクリート造 3 階建 7,172 ㎡） 

・○Ｎ 五位中学校グラウンド改修事業【教委・総務課】 ７０，０００ 
グラウンドの排水機能改善のため改修を行う。 

・学校適正配置検討事業【教委・総務課】 ４００（400） 
小学校の適正規模・適正配置に関する地区協議会を設置し、住民説明会等での意

見交換を踏まえ、学校の適正配置等について協議を行う。 
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・大学・地域連携推進事業【都市経営課】 ５，０００(5,000) 
高岡市と富山大学芸術文化学部とが相互の緊密な連携と協力により、地域の課題

に適切に対応し、活力のある個性豊かな地域社会の形成・発展に寄与することを目的
に、大学の事業に対し助成する。 

・○Ｎ 中学生海外（英国ベバリー町）派遣事業【都市経営課】 １，５００ 
中学生を英国ベバリー町に派遣し、ホームステイや現地での学校生活体験を通して、

中学生同士の友情や国際理解を深める。 

・福岡高校生英国語学研修派遣支援事業【都市経営課】 ８００(800) 
福岡高校の英国語学研修としての約 2 週間のホームステイについて助成を行う。 

（２）豊かな人間性を培う生涯学習の推進 

・公民館フェスタ開催事業【生涯学習課】 ４２０(425） 
各公民館の実践活動を広く市民に PR するため、生涯学習センターにおいて公民館

研究大会、ホール発表、サークル活動・講座の発表展示を行う。 

・公民館バリアフリー化（玄関スロープ）事業【生涯学習課】 ２，０７０（8,000） 

・○Ｎ 西条公民館整備調査事業【生涯学習課】 ５００ 
西条公民館の整備に向け基本調査を行う。 

・生涯学習センター事業【生涯学習課】  ６，３２１（8,472） 
講座開設事業  自主講座、大学連携講座 1,276 
ホール公演事業 年 2 回 4,360 
「たかおか学遊塾」運営事業  20 講座 250 
生涯学習情報提供事業 435 

・○Ｎ 「能楽座」能・狂言公演事業【生涯学習課】 ８，０００ 
一流の能楽師による本格的で質の高い公演を行い、伝統文化の振興を図る。 

・○Ｎ ジュニア芸術・文化プレミアム事業【生涯学習課】 １，０００ 
小中学生を対象に雅楽や能楽などの講座を開催し、伝統的文化に触れる機会を提

供することで、文化の継承・発展に資するとともに、子どもの豊かな感受性を育む。 

・図書購入費【中央図書館】 ２７，０００（26,000） 

・子ども元気活動支援推進事業【生涯学習課】 ５，２３５（5,396） 
週末等の休日を中心に、地域の施設や人材を活用した野外での体験活動、奉仕活

動など、子どもたちの自主性や創造性を育む活動を行う。 
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・二上まなび交流館企画事業【生涯学習課】 １，８２５（1,839） 
小学生やその親、個人・グループなどを対象に、自然体験、野外料理、ハイキング等

の事業を展開し、子どもの健全で健やかな成長を助けると共に参加者間の交流を深め
る。 

・福岡地場産業支援教育事業【福岡教育行政センター】 ４３７（565） 
国重要無形民俗文化財である菅笠を製作する体験教室（スゲ栽培、菅笠製作）を実

施する。 

（３）心にうるおいをもたらす地域文化の振興 

・市民文化振興事業団補助事業【生涯学習課】 １９，３２２（23,920） 
文化振興事業（高岡市芸術祭） 
万葉歴史館補助事業（書籍刊行事業、○Ｎ 萬葉学会） 
美術館補助事業（日本伝統工芸富山展、収蔵品セレクション展～旅人たちの挑戦（仮称）、

安土桃山の美 知られざる高岡のコレクション（仮称）） 
市民会館補助事業（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ金沢・高岡定期公演、○Ｎ 進化する森-未来創造プロジェクト

（仮称）、○Ｎ 7 人のピアニスト（仮称）、10 才のファーストコンサート） 

ミュゼふくおかカメラ館事業（写真展の開催） 

・高岡御車山修理事業【文化財課】 ２０，６５０（14,400） 
一番街通車輪の修理、御馬出町軍配金具及び柱巻の修理。 

・御車山会館建設準備事業【商業観光課】 ４，６８９（300） 
年間を通じて御車山が見学でき、観光やまちづくりの拠点施設となる「高岡御車山会

館」の建設に向け、検討委員会を開催する。 

・瑞龍寺火除地購入補助【文化財課】 ３，０００（3,000） 

・金屋町伝統的建造物群保存対策調査【文化財課】 ３，０００（4,000） 
金屋町の重要伝統的建造物群保存地区の選定を目指し、保存対策調査を行う。 

・山町筋重要伝統的建造物群保存地区整備事業【文化財課】〔再掲〕 １４，８０２（20,406） 
伝統的建造物に対する修理補助、非伝統的建造物群に対する修景補助 

・勝興寺保存整備事業【文化財課】 １９，０５５（17,424） 
勝興寺保存修理事業補助 12,000（12,000） 
（第２期 本坊、諸堂及び諸門を保存修理する。） 
財団法人勝興寺文化財保存・活用事業団運営助成 5,053（4,824） 
勝興寺古文書調査事業補助  
○Ｎ 勝興寺県指定工芸品保存修理事業補助  
○Ｎ 勝興寺活用検討委員会の開催  
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・前田家関連史跡調査事業費【文化財課】 ９，００７（9,060） 
高岡城跡範囲確認調査 
守山城跡範囲確認調査 
木舟城跡保存活用調査 
○Ｎ 前田利長墓所保存管理計画策定 

国史跡指定された前田利長墓所について、保存管理計画を策定する。 

・世界文化遺産登録推進事業【文化財課】 ４，５０１（500) 
世界文化遺産登録の継続的な市民運動を進めるため、「世界文化遺産をめざす高

岡市民の会」の取り組みを支援する。また、高岡御車山行事の世界無形文化遺産登
録を目指した取り組みとして、高岡御車山祭りの映像を作成し、その価値を情報発信
する。 

・高岡市文化財総合的把握モデル事業【文化財課】 ７，００４（６，００４） 
市内の文化財を中核とした歴史・文化を活かした地域づくりのための基本的な構想

を策定し、関連文化財群及び歴史文化保存活用区域の具体的な保存活用計画を策
定する。 

（４）豊かなスポーツライフを実現する生涯スポーツの推進 

・○Ｎ 全国スポーツ・レクリエーション祭開催事業【体育保健課】 ２１，０００ 
本年 10 月に全国スポーツ・レクリエーション祭が富山県において開催される。高岡市

では、グラウンドゴルフ、ラージボール卓球、年齢別ソフトテニス、年齢別バドミントンの 4
種目の種目別大会を実施する。 

・選手育成強化事業【体育保健課】 １４，４８６（16,360） 
ジュニア選手育成強化 5,300    全国大会開催及び派遣補助 9,186 

・学校体育施設開放事業【体育保健課】 ８，２２２（10,375） 

・○Ｎ 総合グラウンド整備事業【体育保健課】 １，０１５，５２３ 
スポーツ施設の充実を図るため、立野地内での野球場、多目的広場などの整備に

向け、基本設計の策定、用地取得及び埋蔵文化財試掘調査を行う。 

・○Ｎ 福岡Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修事業【福岡教育行政センター】 １９８，１６３ 
福岡Ｂ＆Ｇ海洋センタープールを平成 22 年度から2 ヶ年で、通年型プール施設に改

修する。 
総事業費 300,000 千円（H22 年度 180,000 千円、 H23 年度 120,000 千円） 
事業概要 鉄筋平屋建（800 ㎡）、25ｍプール（6 コース）1 面、幼児用プール 1 面など 
完成予定 平成 23 年７月 

・グラウンドゴルフ場整備調査【体育保健課】 ３，０００（3,000） 
グラウンドゴルフ場の整備に向けて測量と基本計画の策定を行う。 
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４ ものづくりの技と情熱がつくり出すにぎわいのまち 

（１）多様なものづくりを支える基盤づくり 

・○Ｎ 新産業創造プラットフォームの形成【工業振興課・デザイン・工芸センター】 １３，８１７ 
新分野進出、新事業展開を図る意欲のある中小企業を支援することにより、将来の

新産業を創出・育成し、地域経済の活性化を図る。 

  ○○Ｎ ものづくり支援及び見本市への出店補助事業 ４，０００ 
新商品・新技術開発補助金 2,500 
中小企業見本市出展支援補助金 1,500 

  ○産学官交流事業 １，０００ 

フォーラム等の開催を支援して、人事の育成を図る。 

  ○○Ｎ 新クラフト産業・デザイン育成支援事業 １，２００ 
新商品研究・開発「たかおかＵＤ＆ＥＣＯ」プロジェクトを実施する。 

  ○クラフトマン・デザイナー育成支援事業 ８９１ 
若手クラフトマンに作品発表の機会及び消費者との交流の場を提供し、新商品開

発の活性化を図る。 

○伝統工芸産業技術者養成スクール事業 ２，７５４ 
伝統工芸産業の後継者育成、産地技術力向上を目的に金工、漆工のスクールを

実施するとともに、新たに就業体験を行い、後継者としての就業意識高揚を図る。 

○企業誘致推進事業 ２，５７２ 
三大都市圏の企業を対象に高岡市の立地環境を紹介するとともに、誘致活動を

積極的に行うため企業立地意向アンケート調査を行う。 

○○Ｎ デザイン情報誌発行事業 １，４００ 
地場産業、新技術、新商品の動きなどを発信していくツールとして情報誌を作成し、

広く高岡市の魅力を発信していく。 

・○Ｎ 高岡市産業振興ビジョン策定事業【工業振興課】 ３，０００ 
地域経済の活性化と雇用機会の確保を図るため、新産業の育成、既存製造業の振

興、企業立地・誘致の促進、産業支援環境・体制の充実など、今後の産業振興施策の
指針を策定する。 

・企業立地助成金【工業振興課】 ３４９，７４４（277,571） 
高岡市商工業振興条例に基づく立地助成金、雇用奨励助成金、賃借料助成金等 

・工芸都市高岡 2010 クラフト展【工業振興課】 ５，４００（5,400） 
全国の工芸・デザインの受発信基地となることを目指し、市と産業界や商工

会議所が一体となり、クラフトコンペを開催する。 
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・地場産業・伝統産業の振興事業【工業振興課】 ４９，１８７（48,447） 
? 高岡地域地場産業センター運営助成 40,003  
文化財等修理事業補助金 2,080  
地場産業団体助成 950  
地場産業対策事業 4,498  
伝統的工芸品産業産地振興事業 1,656  

･ふるさと雇用再生特別基金事業･緊急雇用創出事業等【工業振興課】 ４２７，０２９(235,925) 
厳しい雇用情勢が続く中で、再就職支援対策及び雇用セーフティネット強化対策と

して、ふるさと雇用再生特別基金事業・緊急雇用創出事業及び新たに重点分野雇用
創造事業を行う。 

・勤労者への制度融資の充実【工業振興課】 １２５，１００（125,100） 
勤労者の生活安定と福祉の向上を目的とする各種融資制度を充実するため、金融

機関等に対し預託する。 

・中小企業金融の充実【工業振興課】 ４，６２５，７５０（4,569,452） 
中小企業経営の安定合理化、設備の近代化等を目的とする各種融資制度を充実さ

せるため預託を行う。 
小口事業資金 1,700,000 融資枠 ６倍協調  
小口借換資金 350,000 〃 ６倍協調  
中小企業振興資金 750,000 〃 ４倍協調  
中小企業振興資金緊急資金 750,000 〃 ４倍協調  
商工業活性化資金 500,000 〃 ４倍協調  
中小企業緊急経営基盤改善資金 250,000 〃 ４倍協調  
創業者支援資金 50,000 〃 ４倍協調  
中小企業季節融資 75,750 〃 ４倍協調  
預託金合計 4,425,750 
融資枠合計 【21,803,000】 
商工組合中央金庫預託金 10,000 
その他保証料補給等 190,000 

（２）水・緑・食をはぐくむ農林水産業の振興 

・食育の推進【農業水産課】【健康増進課】【体育保健課】 ２，８３４（2,851） 
高岡市食育推進計画に基づき、広報誌やホームページ等を活用して食育関連情報

の提供を図るとともに、食育に関する各分野にわたる事業に取り組む。また、「高岡版
食事バランスガイド」を活用・普及し、日本型食生活を推進するとともに、学校給食で高
岡産食材を使った丼献立を提供する。 

地場野菜等活用推進事業  1,180    栄養改善事業 1,054 
健康と生きがいフェスティバル事業   312 
学校給食指導費（高岡市学校給食会運営補助金） 288 
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・○Ｎ 「食」による高岡発信事業【都市経営課】〔再掲〕                 ９５６ 

・集落営農推進事業【農業水産課】 ８，１００（16,200） 
高性能大型農業用機械（トラクター、コンバイン、田植機等）を購入する集落営農組

合に助成する。 

・園芸ブランド産地強化事業【農業水産課】 １１，９８１（9,611） 
園芸作物の生産拡大を図るため、意欲のある園芸生産者を支援する。 

・生産調整推進特別対策事業【農業水産課】 ９，４２０（9,420） 
米政策大綱に基づく米政策に対応した収益性の高い水田農業を推進するため、

麦・大豆等振興、園芸作物等特産振興及び米政策推進に対する取組みを支援する。 

・○Ｎ 水田利活用対策事業【農業水産課】 ２６，０００ 
国が新たに実施する戸別所得補償制度に合わせ、水田を有効に利活用し、水稲、

麦・大豆、野菜、果樹、花卉など生産拡大を行うことにより、自給率の向上を図るととも
に、作物生産の基本である土づくりに対し支援する。 

・高岡農業振興地域整備計画策定事業【農業水産課】 ４，６６４（4,676） 
関係団体等との調整を図りながら高岡農業振興地域整備計画（変更）を策定する。 

・農地・水・環境保全向上対策事業【農地林務課】 ２２，０３８（21,488） 
農業者以外の者を含めた地域活動組織による、農地や農業用水等の地域資源を

守る環境保全のための活動を支援する。 
活動例：水路の泥上げ、水路・農道法面等の草刈・簡易補修、景観形成・生活環境

保全に関する普及啓発 水路法面への景観植物の植栽など 

・○Ｎ 国営附帯県営農地防災事業（庄川左岸地区）【農地林務課】 ２１，０３６ 
庄川左岸地区における農地 6,212ha について、排水路洪水調整池を整備して大雨

等からの被害を防ぐ。 

・農業土木事業【農地林務課】 ７８，８４１（88,600） 
県単独事業 43,000    市単独事業（舗装含む） 35,841 

・林道整備事業【農地林務課】 ５６，２８５（60,475） 
団体営林道事業（五位小野線、岡田線） 43,270 
県単林道事業（５路線） 13,015 

・○Ｎ 農林水産業振興プラン策定事業【農業水産課】 ３，０００ 
「高岡市農林水産業振興プラン」を改訂し、生産者と消費者の融合を土台とした農

業・農村づくりを基本理念とする活力ある産業都市を支える高岡らしい農林水産業の
振興に向けた新たな指針を示す。 
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・○Ｎ 都市農山漁村交流活性化事業【農業水産課】 １，０００ 
高岡市里山交流センターを拠点とする西山丘陵周辺を対象に、当該地域の森林・

農林資源を活用した交流事業を通じ、里山の保全・活用に関する市民理解の向上、
保全・利用技術の伝承、交流人口増加による活性化を図る。 

・水と緑の森づくり事業【農地林務課】 １２，１１４（10,905） 
里山再生整備事業:里山の竹林、自然林の間伐 
枯損木伐倒処理事業：立ち枯れしたカシノナガキクイムシ被害木の伐倒処理 
みどりの森再生事業:風雪害を受けた人工林や過密となった人工林などを対象に、ス
ギと広葉樹の混交林へ誘導する。 

・美しい森林づくり基盤整備交付金事業【農地林務課】 ２，６２５（4,072） 
林齢が高まりつつある人工林を健全に育成し、森林の有する多面的機能の維持増

進を図るため、間伐を促進する。 

・海面・内水面漁業振興事業【農業水産課】 ２，３２５（2,325） 
捕る漁業から育てる漁業を促進する観点から、伏木・太田浦沿岸におけるクルマエビ、

サザエ、ヒラメの増殖事業を支援する。また、庄川、小矢部川におけるアユ稚魚の放流
等に助成する。 

（３）にぎわいあふれる商業の振興 

・○Ｎ 中心商店街賑わい回帰支援事業【商業観光課】 １１，０００ 
中心市街地の賑わい回帰を促進するため、メルヘン広場の活用と御旅屋セリオ、御

旅屋通り商店街が連携し、様々なイベントを開催するとともに、来街者の増加支援策を
実施する。 

・金屋町楽市開催事業【商業観光課】 ３，５００（2,000） 
産学官が連携してストリートマーケットとイベントを組み合わせた工芸×生活×産業が

同居するゾーンミュージアムとなる金屋町楽市を開催する。 



 

22 

・中心市街地賑わい創出開業等支援事業【商業観光課】 ２２，６０５（11,720） 
中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地における開業支援、不動産流

動化支援を行う。 

・観光地魅力アップ開業等支援事業【商業観光課】 １，８３４（3,100） 
東海北陸自動車道の開通に対応した市内観光地における飲食・物販施設の誘導を

図る。 

・空き店舗における開業支援事業【商業観光課】 １，６００（855） 
｢商店街が自ら取り組む空き店舗対策事業｣の支援を行い、商店街の活性化を図る。 

・中心市街地活性化推進事業【商業観光課】 １２，０００（13,440） 
ＴＭＯ事務局運営事業補助 4,000 土蔵造りのある山町筋イベント 300 
獅子舞大競演会開催補助 2,800 まちなか情報発信事業補助 820 
シルバーサロン運営事業補助 450 オタヤきらきらドーム市開催補助 280 
にぎわい交流事業補助金 200 レンタサイクル助成 250 
認定中心商店街支援事業補助 200 元気商業者・事業者への支援事業補助 50 
まちなかギャラリー事業補助 650 
中心市街地商店街活性化推進事業（万葉・七夕・なべ祭り等の助成） 2,000 

・高岡駅前地下街にぎわい創出事業【商業観光課】 ５，６５０（6,000） 
高岡駅前地下街において、地場野菜等の販売や大学生が芸術活動や商店街活性

化事業に取組むための活動場所を提供し、新たな中心商店街への来街者を増大させ、
にぎわいの創出を図る。 

・商工団体事業助成【商業観光課】 ３６，６００（37,100） 
高岡商工会議所 6,800 高岡市商工会 29,800 

・オタヤ開発㈱貸付金【商業観光課】 ５６０，０００（560,000） 
御旅屋セリオビルを管理運営するオタヤ開発㈱に対して、地権者、キーテナント、金

融機関、高岡市など関係者の協調のもとに、同社の経営健全化を図るため、所要額を
融資する。 
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５ みんなで考えみんなでつくるみんなのまち 

（１）みんなでつくるまち 

・○Ｎ 総合計画策定事業【都市経営課】 ３，９６０ 
総合計画第２次基本計画を策定するため、総合計画審議会等を開催する。 

・高岡市男女平等推進センター事業【男女平等・共同参画課】 ２３，２１１（23,662） 
男女平等推進センターにおける各種講座やイベントの開催、専任相談員や女性弁

護士による相談、情報誌「ありーて」の発行、センター登録活動団体事業への助成など
を行う。 

・中田地区コミュニティ施設整備事業【市民協働課】 ３６０，２９７（369,000） 
中田地域のコミュニティの中核施設として支所機能、地域支援機能、公民館機能、

図書館機能を併せ持つ施設を整備する。（平成 21～22 年度継続事業） 
事業概要 鉄筋コンクリート造 2 階建、延床面積 1,900 ㎡（１階 905 ㎡、 

2 階 992 ㎡、屋外部 93 ㎡） 

･伏木・戸出地区コミュニティ施設整備基本計画策定【市民協働課】 ４，０００（800） 
伏木・戸出地区の施設整備に向けた基本計画の策定に取り組む。 

・○Ｎ 新市誕生５周年記念事業【総務課】 ４，０００ 
平成１７年１１月１日に旧高岡市と旧福岡町が合併してから、平成 22 年で5 周年を迎

えることから、これを記念し市民とともに祝う。また、開町 400 年で発揮された市民のエネ
ルギーを再結集し、市民参加型の記念事業を企画・実施する。 

・○Ｎ 「元気高岡」市民まちづくり事業【都市経営課】 ２，０２０ 
開町 400 年記念「市民提案事業」により、各地域で盛り上がりをみせた市民のエネル

ギーを、今後の新たなまちづくりに結び付けるため、市民が自ら行う地域資源（歴史・文
化など）の保存継承や地域の活性化に資する事業に対し助成を行う。 

・協働推進事業【市民協働課】【児童育成課】【文化財課】【商業観光課】 ３，３８９（3,639） 
提案制度協働事業の実施と公開により協働への理解を深め、協働事業の推進を図

る。また、「協働のまちづくり推進委員会」を開催し、協働事業を推進するために必要な
方策を協議するほか、協働のルールの周知、協働意識の啓発を行う。 

・市民活動支援事業【市民協働課】 ６０４（632） 
協働を進めるための講座を開催し、市民の自主的なまちづくり活動を支援する。また、

市民活動情報ポータルサイトを活用した情報発信、交流により、市民活動組織のネット
ワークづくりを支援する。 
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・広聴事業【広報統計課】 ５７８（723） 
わがまちトークやふれあいトーク、市政モニター事業などを行い、市民との直接対話

の充実に努め、協働によるまちづくりを進める。 

・地域振興事業費特例交付金【市民協働課】 ２０，５７８（20,210） 
住民自らが防災・防犯活動等を通して、安全、安心なまちづくりに資する事業を実施

していることに対し、費用の一部を交付する。 

・地域振興事業（福岡地域）【地域振興課】 ８，２７０（8,270） 
地域振興事業交付金 4,770    地域振興事業補助金 3,500 

（２）健全で質の高い行財政システムの構築 

・電子入札制度導入事業【契約検査課】 ４０，３２４（32,630） 
工事、物品の入札事務を電子化し、発注者と受注者双方の事務の効率化と入札制

度の透明化を図る。 

・地方税電子化事業【納税課】 ４３，１８２（32,282） 

公的年金からの市県民税の特別徴収や、法人市民税、償却資産等の電子申告を
実施し、地方税の申告等における電子化を推進する。また、国税に提出された確定申
告書を電子データで自治体へ送付する、いわゆる国税連携の実施に向け、所要の税
務システムの改修等を行う。 

・情報資産安全管理対策事業【情報政策課】 １８，４７６（18,260） 
市が保有する情報資産の管理の改善・強化と職員の情報セキュリティ研修の充実な

どを行い、情報資産の安全対策の一層の強化を図る。 
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１　平成２１年度末まで完了した事業（一部完了含む）

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）
【県営事業の負担金】

- -
五位庄用水の小矢部川取水口を整備
（総事業費 139,000千円）

ー ー 事業完了（Ｈ18）

大滝工業団地造成事業 - 600

大滝工業団地造成（平成19年・20年度の2ヶ年継続事業）
　造成面積：約2ha
　分譲面積：約1.9ha
　分譲区画（3区画）：約8,750㎡（2区画）、約1,500㎡

立地企業の誘致活動を継続中 立地企業の誘致活動
分譲価格：19,500円/㎡（約64,500円/坪）
,　　　　　  ↓（平成21年12月～）
分譲価格：17,600円/㎡（約58,200円/坪）

消防庁舎建設事業
（福岡消防署移転改築） - -

老朽化した福岡消防署を移転改築して高岡市西部の消防・
防災拠点の充実強化を図るもの
福岡消防署移転改築（Ｈ18～Ｈ19）

ー ー 福岡消防署移転改築（Ｈ18～Ｈ19）

消防水利整備事業 7,065 -
　消防の三要素の一つである水利確保のため、自然水利や
消火栓に偏ることがないよう、防火水槽空白地域の解消を
計画的に図っていく。（福岡町下向田地内）

耐震性防火水槽（４０ｔ）（平成22年2月26日完
工） ー 平成21年度　下向田地内に設置完了

建
設
部

まちづくり総合支援事業(魅
力ある地域環境整備事業
等）

5,738 - 岸渡川線景観整備事業（歩道環境整備）
（歩道照明・カラー舗装）H16～H21 完了 ー 事業完了（Ｈ21）

赤丸・大滝地区コミュニ
ティ施設整備事業費
(旧地区自由塾整備事業、旧
大滝・赤丸幼稚園活用整備
事業）

- - 幼保一元化施設の整備により廃園となった旧赤丸・大滝幼稚園施
設を各地区コミュニティ施設として整備を行った。 ー ー

合併推進体制整備費補助
・大滝地区コミュニティ施設
・改修面積　1,519㎡、増築面積　41㎡
 （渡り廊下）
・赤丸地区コミュニティ施設
・改修面積　1,103㎡、増築面積　25㎡
 （渡り廊下）

幼保一元化施設整備事業(福
岡中央） 2,498 -

福岡中央地区での幼保一元化施設整備（民間）に伴い、同施設の
周辺整備を行い、平成21年度の開園に向け諸準備を進める。 事業終了 ー

幼保一元化施設引受け法人
　・社会福祉法人坂ノ下福祉会（保育園）
　・学校法人富山学院（幼稚園）

ミュゼふくおかカメラ館収
蔵庫増築事業 100,212 - ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫増築工事の基本設計作成業務 ・電気設備工事完工（3月）

・機械設備工事完工（3月）
・本体（建築）工事完工（3月）

ー
ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫増築完成記念「クラ
シックカメラの世界展」のオープニング式典開催
　・平成22年4月10日

西山歴史街道整備活用事業
（西山歴史街道整備構想調
査費）

- -
旧福岡町で策定した西山丘陵整備基本構想に新たに旧高岡市域分
を加筆するための調査研究を進める。平成20年度に報告書とパン
フレットを刊行する予定である。

ー ー
基本構想策定完了
平成20年度前半で報告書（80部）を刊行。年度後半
にリーフレット（3,000部）を作成

行
政
セ
ン
タ
ー

中山間地域総合整備事業
（農村公園等） - -

市有地である西明寺地内にパークゴルフ場を整備する。
【整備内容】
　１　面積　約1.3ヘクタール
　２　ホール数　18ホール
　３　パー　66
　４　コース延長　約900ｍ
　５　倉庫・トイレ　建築面積74.53㎡（延べ床面積69.56㎡）
　６　駐車場　1,718㎡

ー ー 平成20年11月から福岡教育行政センターで管理運営

小計 115,513 600

備　　　考

福岡地域の主要事業の実施状況等【福岡地域新市建設計画】

事業名（予算要求事業）

消
防

産
業
振
興
部

事業の概要平成21年度
決算見込額

平成22年度
当初予算額

事業の概要
（平成22年4月当初）

事業の進捗状況
21年度末

教
育
委
員
会

1
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２　継続中の事業

団体営林道事業
（道整備交付金） 48,460 24,000

・林道五位小野線は未舗装のままで路面洗掘が激しく、
　また、一部幅員が狭いので改良舗装整備を行う。
　（平成22年～平成24年の事業費81,600千円L=2,800ｍ）
　　H22　改良L=500　25,000千円

　100％完了
・林道五位小野線改良工事

農業生産基盤整備事業
（かんがい排水）
【県営事業の負担金】

6,930 -
農業用用水路の整備（総事業費2,205,676千円）
L=6,470ｍ

　　100% ー

平成２１年度　8,400千円（全体）
旧福岡町　69.65％（5,850.6千円）
旧高岡市　30.35％（2,549.4千円）
事業完了（平成２１年）

県単独農業農村整備事業 - -
公共（国庫補助）事業の採択基準に適合しない小規模な土
地改良施設の整備を行う。 ー ー

福岡分
平成１９年度
地域営農確立促進事業（用排水路）２地区
（一歩二歩地区、三日市地区）

県単独農業土木事業費 17,074 16,512
公共（国庫補助）事業の採択基準に適合しない小規模な土
地改良施設の整備を行う。

　　100%
　　100%
　　100%

一歩二歩地区水路改良工事
馬場地区水路改良工事
下老子地区水路改良工事

福岡分

地域営農確立促進事業（用排水路）３地区
（一歩二歩地区、馬場地区、下老子地区）

市単独農業土木事業費 788 1,900
国・県補助事業として採択されない小規模な農業用用排水
路・農道等の改修を行う。

　　100%　完了
上野地内用水改良工事
五位地内排水改良工事
矢部地内用水改良工事

福岡分
一歩二歩　　用水路

農業生産基盤整備事業
（経営体育成）
【県営事業の負担金】

22,400 27,372

【赤丸地区】
農業用用排水路整備　L=19,145m
(総事業費　701,400千円)
【江尻地区】
区画整理（ほ場整備）24.8ha
暗渠排水11.6ha　客土13.2ha
（総事業費　504,000千円）

赤丸地区　進捗率　100％

江尻地区　進捗率　100％

（赤丸地区）
農業用排水路　5,974ｍ
（江尻地区）
ほ場整備　　　　6.9ｈa

【赤丸地区】
農業用用水路　9,855ｍ
　　　排水路　9,030ｍ
　　　道路　  1,480ｍ
【江尻地区】
区画整理（ほ場整備）24.8ha
暗渠排水11.6ha　客土13.2ha

県単林道改良事業 6,154 3,000
・道路拡幅、側溝整備をすることにより、路面洗掘の防止
と通行の安全を図る。

　100%

　100%

　100%

・林道上野２号線改良工事（継続）
　
・林道八谷線植生工事（継続）
　
・林道山川線舗装工事（継続）

・林道上野２号線改良工事  1,000千円
　
・林道八谷線植生工事　　　1,000千円
　
・林道山川線舗装工事　　　1,000千円

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)

12,900 12,900 　 亀川底部改修整備（３割を補助） L=719ｍ L=570ｍ

総事業費180,000千円（～Ｈ24）
（Ｈ21まで57,000千円）
亀川等（底部改修）
福岡土地改良区の事業として実施（建設部から移
行）

消
防

消防設備整備事業
（消防ポンプ車等） - 9,750

老朽化した小型動力ポンプ積載車を普通消防ポンプ自動車
に更新して消防力の充実強化を図るもの ー 大滝分団の車両更新 電源立地地域対策交付金事業

（H18山王、H20赤丸）

生
活
環
境
部

合併処理浄化槽設置整備事
業 11,547 17,000

下水道事業計画区域及び農業集落排水事業区域等を除く地
域を対象に、生活排水対策として、主として居住用に使用
される住宅に合併処理浄化槽を設置する者に補助金を交付
する。
※合併処理浄化槽
・し尿と生活雑排水を併せて処理するもの。

H21年度末現在
合計28基(11,547千円）
（内訳）
旧福岡町分
　5人槽×1基×352千円
（352千円）

 5人槽 ・・・旧福岡352千円×5基
 7人槽 ・・・旧福岡441千円×2基
　　　　　　 ＋旧福岡(山間部)494千円*2基
10人槽 ・・・旧福岡558千円*1基

（平成22年度）
　整備予定合併処理浄化槽・・・38基
（内訳）
　旧高岡予定基数・・・28基
　旧福岡予定基数・・・10基

事業の概要 備　　　考事業の進捗状況
21年度末

産
業
振
興
部

事業名（予算要求事業） 平成22年度
当初予算額

事業の概要
（平成22年4月当初）

平成21年度
決算見込額

2



資料№2

事業の概要 備　　　考事業の進捗状況
21年度末事業名（予算要求事業） 平成22年度

当初予算額
事業の概要

（平成22年4月当初）
平成21年度
決算見込額

特別養護老人ホーム等施設
整備事業

老人保健施設建設助成事業

身体障害者施設等整備事業 7,437 7,336

合併前の旧福岡町が県内及び砺波福祉圏域内の市町村で取り決め
た分担方法により、負担していた民間法人等の福祉施設整備に係
る借入金の償還金を引き続き補助するもの
（なお、建設に係る借入金の元金分を補助するもの）

セーナ苑・・・・H31年度
渓明園・・・・・H23年度
マーシ苑・・・・H35年度
花椿・・・・・・H32年度　　補助完了予定

セーナー苑、渓明園、マーシ苑、花椿の施設
建設に係る負担金を、継続して補助してい
る。

セーナー苑、渓明園、マーシ苑、花椿

交通安全施設整備事業
（国庫補助事業・地方道路
整備臨時交付金事業）

126,576 130,000
・矢部石名田線H13～H19　　H19完了
・荒屋敷下老子線H18～H24　　H22は用地・補償・歩道改築工事
・福岡上蓑線H17～H23　　　　H22は用地・補償・歩道改築工事

・荒屋敷下老子線　用地買収、物件調査、改良工
事
・福岡上蓑線　用地買収、物件調査、改良工事

・荒屋敷下老子線　用地・補償・歩道改築工事
・福岡上蓑線　　用地・補償・歩道改築工事

・荒屋敷下老子線（90,000）・福岡上蓑線
（40,000）

交通安全施設整備事業
（市単独事業） 0 0 道路鋲の設置 1年間の道路状況を見て道路鋲などの対策を検討し

ていたが、現時点で設置は行っていない。 こぶしヶ丘線

克雪施設整備事業 17,325 19,200 土屋馬場線他の継続地区　消雪施設整備 土屋馬場線他の継続地区の発注済み工事完了 土屋馬場線他の継続地区の工事設計中 土屋馬場線外・下向田線外・荒屋敷線外・三日市裏
出線外

小矢部川水辺プラザ整備事
業 0 0 小矢部川水辺プラザ整備看板設置 設置場所未定 小矢部川水辺プラザ整備

小規模急傾斜地崩壊防止対
策事業（県補助事業） 10,610 0 法枠工 暫定完了 上野地区

市単独道路改良事業 129,181 112,500 地域に密着する生活道路（市道）整備 早稲田線などの生活道路を整備 早稲田線など26路線の生活道路を整備予定

継続　25路線・新規1路線・計26路線(予定）
能越自動車道利活用調査費1,500
・能越自動車道をさらに有効活用するため、
  福岡PAからの乗り入れに係る調査研究、アクセス
道路の整備に向けた検討を引き続き行うもの。

市営住宅管理事業
（市営住宅住戸改善事業） 2,286 29,199 西干場住宅について、空き家となった棟を解体し居住環境の向上

を図る。 終了 市営住宅の補完、定住人口の増加等を図るため雇
用促進住宅（大滝宿舎）を買取る。

Ｈ１９年度　西干場火災報知器設置工事
Ｈ２０年度　西干場市営住宅１０、２５、２８号棟
解体工事
Ｈ２１年度　市営住宅地上波デジタル放送化対応工
事
Ｈ２２年度　雇用促進住宅（大滝宿舎）買取り

公営住宅建替事業 26,576 286,256 老朽化が進んでいる西干場簡易耐火平屋建て住宅を建替えする。 ・平成22年3月に基本・実施設計終了 老朽化が進んでいる西干場簡易耐火平屋建て住宅
を建替する。

Ｈ２１年度
・西干場市営住宅建替基本・実施設計業務委託
・西干場市営住宅２４号棟解体工事
Ｈ２２～Ｈ２３年度
・西干場市営住宅建替工事（４階建て　３２戸）

福岡駅前土地区画整理事業 54,573 348,491

施行面積11.1ha 施行期間H19～H30
福岡駅前周辺地区の活性化を図るため、公共公益施設の整備、居
住環境の改善など総合的なまちづくりを進め、安全で安心なまち
づくりを目指す。

・駅前線建物調査、土質調査・区画道路測量詳細
設計、換地割り込み・換地設計、事業計画・実施
計画変更業務実施
・国道8号公共施設管理者負担金算定のための用地
測量、建物調査の実施（国交省）

・駅前線・駅前広場測量設計、準用河川蓑川測量
設計、建物調査業務
・減価買収（土地開発基金で先行取得した用地の
買戻し）

平成22年末仮換地指定予定

都市公園整備事業 617 617 福岡地区28公園の公園管理補助金 29の公園愛護協力会より補助金交付申請書を受
け、交付決定通知済 福岡地区公園の公園管理補助金

（参考）
平成19年度交付実績は28公園
平成20年度交付実績は28公園
平成21年度交付実績は29公園

21,546
合併前の旧福岡町が砺波福祉圏域内の市町村で取り決めた分担方
法により、負担していた民間法人等の福祉施設整備に係る借入金
の償還金を引き続き補助するもの

21,888

小矢部清楽園、砺波やなぜ苑、城端きらら、庄川ケ
アポート、福岡アルテン赤丸、小矢部ほっとはうす
千羽、福光やすらぎ荘、福野福寿園、井波いなみ、
砺波庄東、砺波南部、小矢部健康センター、井波
ディサービスセンターなど

建
設
部

右記施設の建設に係る負担金を、継続して補助す
る。

右記施設の建設に係る負担金を、継続して補助す
る。

福
祉
保
健
部

都
市
整
備
部
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事業の概要 備　　　考事業の進捗状況
21年度末事業名（予算要求事業） 平成22年度

当初予算額
事業の概要

（平成22年4月当初）
平成21年度
決算見込額

福岡小学校改築事業
（大規模改修・耐震補強） 48,763 739,625 福岡小学校改築事業

　耐震診断結果及び施設老朽度等を踏まえ、改築整備する。 改築実施設計業務(完了) 校舎改築工事（平成22・23年度事業） 平成20年度
　改築基本設計及び耐力度調査業務委託

総合グラウンド整備事業
（総合グラウンド整備調査
費）

60
（繰越明許分

15,225）
1,015,523

総合グラウンドは、高岡市南部エリアの拠点中核スポーツゾーン
施設に位置付け、野球場をメインとする施設整備を進めることと
しており、平成26年度完工を目指している。

・基本計画策定
・農振除外の知事協議

・農業振興地域からの除外（4月8日公告）
・用地買収
・埋蔵文化財試掘調査
・基本設計

・高岡市スポーツ施設の整備方針(19年3月)
・高岡市総合計画(19年9月)のリーディングプロジェ
クト
・高岡市総合グラウンド施設検討報告書(20年2月)
・基本計画策定（22年3月）

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
施設改修事業　　（Ｎ） - 198,163

施設の有効利用を図り、市民の冬期間の健康増進に寄与するため
通年型プール施設として改修する。
・25mプール１面（６コース）・小児用プール１面
＜第１期工事（平成22年度）＞
 既設プールの解体、改築プールの設計・上屋工事・プール本体工
事
＜第２期工事（平成23年度）＞
 プール設置工事・外構工事、電気・機械設備工事

－

＜第１期工事＞
  ・既設プールの解体工事設計（４月）
  ・既設プールの解体工事　　（７月）
　・改築プールの設計　　　　（５月）
　・上屋工事、プール本体工事（11月）

プール閉鎖予定期間（平成22年７月～平成23年７
月）

福岡中央地区都市再生整備
計画事業 14,603 65,300

福岡中央地区のまちづくり（都市再生整備計画策定）
福岡地域の歴史、文化、自然環境等の特性を活かした個性あふれ
る元気なまちづくりを目指し、福岡町中心部における都市再整備
計画を策定し、計画に基づく事業についてＨ21年度より実施す
る。
（第1期　H21年度～H25年度、第2期　H26年度～H30年度）

○　蓑川プロムナード整備事業（設計測量）
○　通学路危険箇所道路改良事業（完了）
○　修景整備計画策定事業（完了）

〇蓑川プロムナード事業（蓑川沿線の植栽及び散
策路整備）
○　まちづくり福岡工房改築（10月工事着工、来
年4月供用開始予定）
○　福岡駅前土地区画整理事業（建物調査・用地
費）
○　地域交流拠点施設の整備（整備計画の取りま
とめ）
○　地域まちづくり活動推進（地域のまちづくり
活動支援、住民参加型環境イベント、観光交流促
進）

H19～20年度　庁内ワーキング・幹事会
H19年度　アンケート調査
H19～21年度　まちづくり事業懇談会
H20年度　福岡中央地区まちづくり検討委員会

公営バス 17,430 150 バス車両の購入、バス停・バス車庫の設置 バス車両購入（中型）　1台（花尾線、向野循環
線） バス停修繕

（参考）
平成18年度　バス停整備　　2箇所
平成19年度　バス車両更新　1台
平成20年度　バス停整備　　2箇所
平成21年度　バス車両更新　1台

集会所整備事業 1,339 180 地域活動の拠点施設である集会所の修繕等を行うもの 集会所　トイレ水洗化（下水道接続）
　　　　　　　　　　　　　　ほか１個所 集会所修繕

（参考）
平成18年度　集会所下水道接続工事　1箇所
平成19年度　集会所修繕実績　　　　3箇所
平成21年度　集会所トイレ水洗化、修繕　2箇所

小計 610,742 3,086,520

合計 736,255 3,087,120

行
政
セ
ン
タ
ー

教
育
委
員
会
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資料№3 

福 岡 地 域 審 議 会 

平成 22 年 6 月 1 日 

福岡教育行政センター 

 

ミュゼふくおかカメラ館収蔵庫整備事業 
 

１ 事業の概要 

カメラ館で所蔵している付属品を含むカメラ約 2,500 点の保管場所が手

狭となったことから収蔵庫の整備を行った。 

   ・鉄筋コンクリート造２階建（290.58 ㎡） 

1 階   (144.44 ㎡) 

写真・カメラ収蔵展示室、荷捌スペース、通路（本館への渡

廊下を含む）、機械室置場    

2 階   (146.14 ㎡) 

カメラ収蔵展示室、前室、通路（本館への渡り廊下を含む） 

 

２ これまでの取り組み状況 

平成 20 年 12 月 収蔵庫基本設計の委託料を 12 月補正予算に計上 

     平成 21 年 ３月 収蔵庫基本設計の策定 

平成 21 年 ５月 収蔵庫の測量・実施設計 

平成 21 年 10 月 収蔵庫増築工事着手 

平成 22 年 ３月 収蔵庫増築工事終了 

平成 22 年 ４月 供用開始 

〃     収蔵庫完成記念企画展のオープニング式典開催 

 

３ 今後の取り組みについて 

   これまでのカメラ館の展示は写真主体であったが、増築収蔵庫の完成に 

よって展示替え作業が容易となることなどから、カメラ展示の充実を図る。 

 

４ 平成 21 年度事業費 

   ・カメラ館収蔵庫増築事業 100,212 千円 

       （工事請負費、実施設計委託料等） 

 



資料№4 

福岡地域審議会 

平成 22 年 6 月 1 日 

教育委員会総務課 

 

福岡小学校改築事業 
 

１ 事業の概要 

  福岡小学校は、昭和 40～42 年度に校舎、昭和 42 年度に体育館が建設され、築

後 40 年以上が経過しており、耐震診断結果（Is 値 0.3 未満棟有）及び施設老朽

度を踏まえ、校舎・体育館の改築を行い、既設校舎解体後にグラウンド改修を行う。 

 【構造】 

・校 舎：鉄筋コンクリート造 3 階建て（2 棟） 

    ・体育館：鉄筋コンクリート及び鉄骨造 2 階建て（1 棟） 

 

２ 平成 21 年度までの取り組み状況（これまでの取り組み状況） 

【H20】 

・福岡小学校建設推進委員会を開催 

・福岡小学校校舎・体育館改築基本設計業務委託の実施 

・福岡小学校校舎・体育館耐力度調査業務委託の実施 

【H21】 

・福岡小学校校舎・体育館実施設計業務委託の実施 

・福岡小学校地質調査業務委託の実施 

・建設推進委員会 実施設計中間報告及び意見交換（実施設計に反映） 

 

３ 平成 22 年度の取り組みについて 

区　　分 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

校舎建築

体育館建築

グラウンド整備

解体・撤去

基本設計 実施設計

現校舎・体育館 通　　常　　使　　用

 

４ 平成 22 年度予算額（当初） 

○福岡小学校校舎改築事業費 739,625 千円 

  【校舎改築事業継続費総額】 

     ・1,845,000 千円（平成 22 年度：738,000 千円、23 年度：1,107,000 千円） 



 

設計の特徴 
 

① 多目的スペース・少人数教室の設置 
各学年の普通教室前に多目的スペースを配置、また、少人数教室を配置しながら、学

習内容に応じて一斉指導による授業、グループ学習、少人数指導による学習など多様な
学習形態に弾力的に対応できる空間を整備する。 

   ② 環境を考慮した整備 
本市学校施設では初めて太陽光発電設備を導入し、児童生徒の環境教育にも有効な新

エネルギーを活用する。また、省エネルギー・省資源化として省エネルギー型冷暖房設
備（蓄熱式、ヒートポンプ式等）、高効率型照明、点滅・調光装置、節水型設備機器、建
物の断熱化等を整備する。 

   ③ 県産材の利用 
      県産材の木材等を使用できる内装材にできるだけ活用する。 

④ 不審者通報システム 
児童昇降口を１ヶ所とし、校舎内に侵入した不審者対策として、各教室に緊急押しボ

タンを設置し、不審者の発見時に、職員室への通報と校舎内全てに緊急放送が自動的に
流れる防犯システムを設置する。 

   ⑤その他 
・普通教室と特別教室を明確に分離し、管理と運営上の利便性を図る。 
・1,2 年生の普通教室及び特別支援教室を 1 階に配置し、避難等の安全性の配慮や学習
形態の類似に対応する。 
・普通教室を南東、南西向きに配置し、2 学年毎隣接して、学年交流ができる。 
・コンピュータ室と図書室を近接し、図書室との利活用が可能 
・校長室、職員室及び事務室の配置は、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ及び昇降口の目視管理できる位置とす
る。 
・ランチルームは約 130 人利用可能な広さで、バスの待合場所や PTA 活動の場として
利用可能とする。 
・トイレのバリアフリー対応として、1 階及び体育館に多目的トイレ、2･3 階トイレは
スペースを拡大し、車椅子も利用可能である。 
・手洗い蛇口数を増設し、手洗い・歯磨き等の衛生教育に配慮 
・体育館の照明にオートリフターを整備 
・体育館に更衣室やミーティング室を設け、地域開放にも配慮 
 

整備内容 
棟 名 構造・面積 主要諸室 

校舎棟 
鉄筋コンクリート造 
3 階建 7,172 ㎡ 
（給食室含む） 

管 理 部 門 校長室・職員室・会議室・事務室・保健室・
相談室・職員玄関・職員便所他 

普 通 教 室 21 教室 
特別支援教室  2 教室 
特 別 教 室  コンピュータ室・図書室・図工室・理科室・

家庭科室・音楽室・生活科室 
そ の 他 多目的室・少人数教室・ランチルーム・ 

給食調理室・生徒用昇降口・資料室・児童
便所他 

体育館棟 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造及び鉄骨造 

2 階建 1,969 ㎡ 
アリーナ・ステージ・器具庫・ミーティング室・更衣室・
便所他 
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資料№5 

福岡地域審議会 

平成 22 年 6 月 1 日 

建築住宅課 

 

西干場市営住宅建替事業 
 

１ 事業の概要 

   市営西干場団地は昭和 38・40 年度に建設した簡易耐火平屋建ての建物が多く、 

建物及び設備の老朽化が進んでいるため建替を行う。 

 【構造・戸数】 

    鉄筋コンクリート造４階建て  １棟 ３２戸  

   【スケジュール】 

 平成 21 年度     基本・実施設計 

    平成 22・23 年度   建替工事 

    平成 23 年度     入居（予定）  

   

２ 平成 21 年度までの取り組み状況 

   西干場市営住宅建替基本・実施設計業務委託 

   西干場市営住宅建替地質調査業務委託 

   西干場市営住宅２４号棟解体工事 

 

３ 平成 22 年度の取り組みについて 

   平成 22 年度に建替工事に着手し、23 年度に完了予定 

 

４ 平成 22 年度予算額（当初） 

   西干場市営住宅建替事業費  ２８６，２５６千円 

 

 

 

 



Ｂ

西干場市営住宅　全体平面図
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資料№6 

福岡地域審議会 

平成２２年６月１日 

建築住宅課 

 

雇用促進住宅（大滝宿舎）の買取りについて 
 

１ 事業の概要 

   公的な賃貸住宅の供給促進、定住人口の増加、本市の住宅セーフティーネットの確

保等の目的のため、昭和 47 年に建設された雇用促進住宅（大滝宿舎）を 22 年度に独

立行政法人雇用・能力開発機構より買取りする。 

【構造・戸数】 

     鉄筋コンクリート造５階建て  ２棟 ８０戸  

 

２ 管理運営について 

    既存の市営住宅（公営住宅法）に準じた管理運営とする。 

   ※ただし、現入居者は継続入居 

 

３ 平成 22 年度予算額（当初） 

   雇用促進住宅（大滝宿舎）買取費用  ２９，１７５千円 

 





資料№7 

福岡地域審議会 

平成 22 年 6 月 1 日 

教育委員会 体育保健課 

 

高岡西部総合公園（総合グラウンド）整備事業 
 

１ 事業の概要 

  高岡市スポーツ施設の整備方針（平成 19 年 3 月）に基づき、総合グラウンドは、野球

場をメーンとする高岡市南部エリアの拠点中核スポーツゾーン施設とし、平成 26 年度完

工を目指す。 

施 設 の 概 要 

野球場 両翼 100ｍ、中堅 122ｍ 

スタンド収容人員：約 10,000 人 

ナイター照明施設 

多目的広場 軟式野球やソフトボールができる広さ 

ジョギングコース 健康、体力づくりを目的としたジョギングコースの整備 

駐車場 約 550 台 

 

２ 平成 21 年度までの取り組み状況（これまでの取り組み状況） 

 ?  基本計画の策定 

 ?  地元説明会の開催 

  ① 事業説明会 

  ② 農振除外申請に関する説明会 

 ?  関係機関との調整・協議 

  ① 国（国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所） 

  ② 県（農業経営課、農林振興センター、都市計画課、土木センター） 

  ③ 土地改良区（高岡市土地改良区及び地区委員会、庄西用水土地改良区等） 

  ④ ＪＲ西日本金沢支社富山地域鉄道部富山施設管理センター 

 ?  農振除外申請 

 

３ 平成 22 年度の取り組みについて 

 ?  基本設計 

 ?  事業用地取得 

 ?  埋蔵文化財試掘調査 

 

４ 平成 22 年度予算額（当初） 

  1,015,523 千円 





資料№8 

福岡地域審議会 

平成 22 年 6 月 1 日 

都 市 計 画 課 

福岡中央地区のまちづくり(福岡駅前土地区画整理事業)について 

 

１ 事業の概要 

福岡駅周辺地区の活性化の基盤づくりとして、国道８号線の拡幅整備、駅前線や福岡

駅前広場の交通結節機能の強化、生活道路や公園等、公共公益施設の整備、居住環境の

改善など総合的なまちづくりを進め、安全で安心に住み続けられるまちづくりを進めて

いくことを目的とする。 

  施行面積 約１１．１ｈａ 

 施行期間 平成１９年度～平成３０年度 

   総事業費 ９，３８１百万円     

減 歩 率  １９．７８％(公共施設用地先行買収後 １２．２６％) 

 

２ これまでの取り組み状況 

・ 関係機関や地権者と協議を行い換地割り込み等の仮換地計画の作成 

・ 減価補償解消のための公共施設用地先行取得 

・ 駅前線の建物調査及び橋梁設計のための土質調査 

・ 区画道路の測量設計 

・ 権利者説明会及び個別聞き取り協議の実施 

・ 実施計画変更に関する業務 

・ 国道 8号公共施設管理者負担金算定のための用地測量・建物調査（国交省） 

 

３ 平成 22 年度の取り組みについて 

・ 引き続き個別聞き取りや関係機関と協議し、平成 22 年末仮換地指定に向けた換

地設計を行う    

・ 減価補償解消のための先行取得した用地（土地開発基金）の買戻し 

・ 駅前線、駅前広場の測量・設計 

・ 準用河川蓑川測量設計・建物調査業務 

・ 換地支障物件調査業務 

・ 土地区画整理審議会の開催、権利者への説明会・勉強会などの実施 

・ 国土交通省との国道８号公共施設管理者負担金の覚書締結協議 

 

４ 平成 22 年度予算額（当初） 

３４８，４９１千円 



 

 

  
 
 
 

事 業 の 目 的      福岡駅周辺地区の活性化を図るため、国道８号の拡幅整備、駅前線や
福岡駅前広場の交通結節機能の強化、生活道路や公園整備等公共公益
施設の整備、居住環境の改善など総合的なまちづくり進め、安全で安
心に住み続けられるまちづくりを進めていくことを目的とします。 

施   行  者    高岡市 

      施  行  面  積    約 11.1ha 

事業認可公告      平成 19 年８月３１日 
 施  行  期  間    平成 19 年度～平成 30 年度 

      総  事  業  費    9,381 百万円 
国 庫 補 助 事 業：  990 百万円 
地方特定道路 B：  728 百万円 
市 単 独 費：6,383 百万円 
国 道 公 管 金：１,280 百万円 

   

 

縮尺；１：2,000 

福岡都市計画事業 福岡駅前土地区画整理事業の概要 

公共施設の整備計画 事業の概要 

設  計  図 

減 歩 率   合算減歩 19.78％  〔12.26％※〕 
※ 減価補償金の相当額をもって整理前宅地を買収し、減歩率の緩和をした場合 



資料№9 
福岡地域審議会 

平成 22 年 6 月 1 日 
福岡駅前まちづくり推進室 

 

福岡中央地区まちづくりについて（都市再生整備計画事業実施） 

 

1  事業の概要 

福岡中心市街地では定住人口の減少、少子高齢化の進行、商業活力の低下、まちの顔としての

魅力の不足など様々な問題をかかえている。そのため、福岡地域の歴史、文化、自然環境等の特

性を活かした個性あふれる元気なまちづくりを目指し、住民懇談会やアンケート、検討委員会等

での意見を参考にしながら、福岡中央地区都市再生整備計画をまとめ、平成 21 年度から事業着

手した。計画に基づいて実施される事業については国から交付金が交付される（約４割・５年間）。 

○ 福岡中央地区 旧福岡町中心市街地活性化基本計画区域、福岡駅前土地区画整理事業区

域を含む、ＪＲ福岡駅～岸渡川周辺区域約５８ha 

○ 計画期間    平成 21 年度～平成 25 年度 

○ 全体事業費  約 17.35 億円 

 

２ 平成 21 年度までの取り組み状況（これまでの取り組み状況） 

○  蓑川プロムナード整備事業（蓑川沿線の植栽及び散策路整備）      9,818 千円 

○ 通学路危険箇所道路改良事業（福岡小学校付近の危険箇所整備）     3,000 千円 

○ ミュゼふくおかカメラ館増築事業（収蔵庫等の整備）         100,212 千円 

○ 修景整備計画策定事業（広場・公園・駅前施設等の修景デザイン）    1,785 千円 

         

３ 平成 22 年度の取り組みについて 

○  蓑川プロムナードの整備、まちづくり福岡工房の改築、福岡駅前土地区画整理事業の推

進に取り組む。 

○  既存施設との相互連携を図りながら、地域交流拠点施設（交流センター・イベント広場・

蓑川公園）の整備促進を図る。 

○  住民主体のまちづくり活動への支援や住民参加型環境イベントなどの地域まちづくり

活動推進事業の推進に取り組む。 

○  空き家・空き店舗の有効活用を進めるため、関係機関と連携を図りながら取り組む。 

 

４ 平成 22 年度予算額（当初） 

○ 蓑川プロムナード事業（蓑川沿線の植栽及び散策路整備）      15,000 千円 

○ まちづくり福岡工房改築（１０月工事着工、来年４月供用開始予定）  42,000 千円 

○ 福岡駅前土地区画整理事業（建物調査・用地費）【再掲】      227,530 千円 

○ 地域交流拠点施設の整備（整備計画の取りまとめ）          4,500 千円 

○ 地域まちづくり活動推進（地域のまちづくり活動支援、住民参加 

型環境イベント、観光交流促進）                  3,800 千円 



資料№10 
福 岡 地 域 審 議 会 

平成 22 年 6 月 1 日 

福岡教育行政センター 

 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修事業 

 

１ 事業の概要 

プール施設の建設後 20 年が経過し、プール上屋や設備の老朽化のため改修が
必要となった。また、現在冬期間の使用ができない施設の有効利用を図るため、
通年型施設として改築する。 

   
・施設概要 ･･･････ 平面図（別紙）  

＜計画＞ 建築面積 800 ㎡、25m プール（6コース・スロープ付１面）、 

小児用（6m×12m 1 面）、鉄骨屋根（屋根高 8ｍ）、監視室、 

採暖室、濾過機・ボイラー更新  

＜現行＞ 建築面積 875 ㎡、25m プール（6コース・階段付 1面）、 

小児用（1面 60 ㎡）、テント屋根（空間高 10m） 

   

２ 整備スケジュール 

＜平成 22 年度＞ 

・平成 22 年４～５月     既設プール解体工事設計 

・平成 22 年７～９月     既設プール解体工事 

・平成 22 年５～９月     改築プール設計    

  ・同年 11 月～23 年 3月 プール上屋、プール本体工事 

＜平成 23 年度＞ 

・平成 23 年４～７月   プール設置、外構工事、電気・機械設備工事 

・平成 23 年    ８月   供用開始 

 

３ 予算額 

＜平成 22 年度＞ 

福岡 B&G 海洋センタープール施設改修事業費：198,163 千円 

（財源）合併特例債、B&G 財団の修繕助成（補助率 70％、上限 30,000 千円） 
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資料№11

（単位：百万円）
累計 ⑱⑲⑳実績 21実績 22見込

整備済 事業中（H22） 今後の予定

☆幹線市道整備事業 3,632.0 834.6 546.8 136.4 151.4
☆市道整備事業 362.2 232.3 59.3 70.6

321.4 0.0 75.1 246.3 まちづくり福岡工房整備

☆情報ネットワーク形成 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   事業 0.0 0.0 0.0 0.0
☆幼保一元化施設整備 649.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   事業 0.0 0.0 0.0 0.0

1,081.0 782.0 0.0 44.0 738.0
592.7 0.0 41.8 550.9 福岡中学校グラウンド整備事業

1,955.0 1,015.5 0.0 0.0 1,015.5
641.3 0.0 0.0 641.3

☆スポーツレクリエーション 1,260.0 337.6 139.6 0.0 198.0
   施設の整備 291.1 131.5 0.0 159.6

856.0 309.1 0.0 23.6 285.5
0.0 0.0 0.0 0.0

☆消防力の充実・強化 728.0 651.9 651.9 0.0 0.0 福岡消防署改築
   （消防庁舎等） 619.1 619.1 0.0 0.0 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車更新

17.4 0.0 17.4 0.0
14.0 0.0 14.0 0.0

289.1 289.1
274.3 274.3

14,642 4,774.6 1,627.4 371.6 2,775.6
3,116.1 1,257.2 190.2 1,668.7

西干場団地建替事業(H21～Ｈ23）(第1期は特例債使用せず）

☆は新市建設計画における合併特例債事業の候補としていたもの（H16.11.21合併協議会資料）

公営バス購入事業 公営バス1台更新

総合斎場建設(0.07相当) 整備済

小計

☆学校教育施設の充実
福岡小学校改築事業(H21～H25）

☆総合グラウンド整備事業 今後整備予定(H22～H26）

西明寺パークゴ
ルフ場 B＆G海洋センター改修事業(H22～Ｈ23）

☆市営住宅等整備事業

福岡駅前土地区画整理事業(H21～H30）
福岡中央地区まちづくり事業(H21～H25）

電子決裁を想定していたが、今後、
市全体として検討するもの

民間での整備と
なったもの

☆土地区画整理事業 4,181.0 537.4 0.0 150.2 387.2 カメラ館収蔵庫増
築事業

上段：事業費

下段：合併特例債

古村向野線（H18)、矢部石名田線（H18～H19)、福岡上蓑線(H18～H23）、荒屋敷下老子
線(H18～H24）、蓑川線（H21～H24)

合併特例債充当事業の実績及び実績見込み(旧福岡町分)
起債（事業分）発行限度額 　18,097.5百万円（19,050百万円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年6月1日地域審議会提出資料

事業名等 概算事業
費

備　　考



資料№12 

福岡地域審議会 

平成 22 年 6 月 1 日 

総務課・地域振興課 

 

 

合併に伴う事務事業等の調整について 

 

 

〇対象項目（事務事業等）件数 

全体                      ２，０１６件 

 

 

（１）合併までに再編・統合等の調整済のもの       １，４９１件 

 

 

（２）合併後の調整により再編・統合すべきもの、合併後の調整時期が明記されていな

いもの                         ５２５件 

 

① これまでに再編・調整済のもの           ４９３件 

 

② 調整・検討中のもの                 ３２件 

   （なお、主なものについては別紙のとおり       １６件） 

 



〇主な調整・検討中の項目について 資料№12（別紙）

№ 項　　目 調整方針（合併時）

1

2 広報に関すること ・広報紙の発行については、合併後に統合する。
・広報紙の配布については、合併後に高岡市の例により統合する。（配布手数料については、生活環境部会で別途調
整）

3 放送広報に関すること 【告知番組】
合併時に高岡市の例により統合する。
【企画番組】
合併時に高岡市の例により統合する。
【ケーブルテレビの行政情報】
合併後、5年間は高岡・福岡の2チャンネルとも存続する。番組構成については、合併時までに調整し決定する。

4 普通財産の貸付に関すること 合併時に高岡市の例により統合する。ただし、使用許可継続中のものについては、一定期間措置後調整をす
る。

5 行政財産使用許可に関すること 合併時に高岡市の例により統合する。ただし、使用料の取扱（算定方法・減免等）については、関係規程制定
の中で統合するが、使用許可継続中のものについては、一定の期間据え置きとし、徐々に調整する。

6 林道の維持管理に関すること 《調整方針》
　①合併後に再編
《調整方針の理由》
　①林道の維持管理に関して､業者委託の市と、一部自治会委託の町との調整が必要である。

国際交流に関すること ・現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
・福岡高校の英国語学研修に対する助成は、合併時までに調整する。
【特記事項】
・福岡高校英国語学研修への助成については、合併後5カ年間存続する。その後については、改めて協議する。

1



〇主な調整・検討中の項目について 資料№12（別紙）

№ 項　　目 調整方針（合併時）

7 地域防犯対策の推進に関すること ・現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
・補助金について、高岡防犯協会、新湊防犯協会、小矢部防犯協会に対し現行どおり補助を行う。福岡町防犯
組合連合会には、当分の間補助を行う。
・地域安全条例（仮称）は、合併後に策定する。

8 連合自治会に関すること ・合併時に再編する。
・連合自治会助成金は高岡市の例により助成する。ただし、福岡町自治会連合会に対しては、当分の間（５年間）応分の
助成をする。

9 単位自治会の助成に関すること ・合併後に再編する。
・単位自治会助成の世帯割は現行どおり存続し、５年後に調整する。
・均等割は福岡町の例により統合する。

10 地域振興事業補助金・交付金に関すること ・合併後に再編する。
・18年度から福岡町の例を基本にし、各市町の同種、類似の交付実績を踏まえて調整し、5年後に見直す。
・
【合併時の状況】
合併時、旧福岡町には過去の納税貯蓄組合等交付金（納税奨励金）の代替制度である地域振興事業補助金があり、一
方、旧高岡市では、納税貯蓄組合等交付金として存続していたが、平成18年度廃止予定で削減中であった。
しかし、合併協議時には廃止方向での調整がつかず、混乱を避け、旧福岡町の制度存続との均衡を図るため、旧高岡
市に新たな制度として｢地域振興事業費特例交付金」が設けられた。

11 国民健康保険税 ・国民健康保険税率等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市発足後５年以内に統一する。
・賦課方式は、３方式（所得割、均等割、平等割）とする。
・応益・応能割合の平準化を図り、軽減割合を７割、５割、２割とする。
・納期は現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
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〇主な調整・検討中の項目について 資料№12（別紙）

№ 項　　目 調整方針（合併時）

12 フィットネスジムに関すること ・フィットネスジムについては、現行のとおり存続するものとする。
・施設の運営委託については、将来統合するよう調整に努める。

13 総合体育館・町民体育館に関すること 合併後に再編する。

14 私立幼稚園教育振興に関すること ・合併後に再編する。
・第3子以降の園児の保育料（入園料含む）については、平成18年度から保護者負担を全額補助する。

15 総合型地域スポーツクラブ設立育成事業に関するこ
と

・現行のとおり存続するものとする。
・育英支援のあり方については、将来統合するよう調整に努める。

16 地域水田農業ビジョンの策定に関すること ・両市町の各地域水田農業ビジョンに準じて対応し、平成１８年度まで事業を現行の通り新市に引き継ぐもの
とする。
・１９年度以降は新計画を策定し、一元化する。
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