
第２２回福岡地域審議会次第 

 

と き：平成25年2月20日(水)午後1時30分 

                   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62号 福岡小学校改築事業             ・・・・・・資料№1 

   （説明：教育委員会総務課） 

報告第63号 高岡西部総合公園（総合グラウンド）整備事業   ・・・資料№2 

   （説明：教育委員会体育保健課） 

報告第64号 福岡さくら会館耐震補強と利活用について   ・・・・・資料№3 

   （説明：経済振興課） 

報告第65号 福岡駅前土地区画整理事業について       ・・・資料№4 

       （説明：福岡まちづくり推進室） 

報告第66号 (仮称) 福岡駅前地域交流センター整備事業について  資料№5 

       （説明：福岡まちづくり推進室） 

 

(2) その他 

福岡地区の豪雨災害に関する対応等について      ・・・・・・ 資料№6 

（説明：地域振興課） 

 

５ 閉会 



 
 

福岡地域審議会 
平成 25年 2 月 20日 

教育委員会総務課 
 

福岡小学校改築事業 

１ 事業概要 

  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整備を行う。 

２ これまでの取り組み 

【H21年度】 

・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） 
・校舎・体育館実施設計、地質調査 

【H22～H23 年度】 
    ・校舎改築工事 

工 期：平成 22 年 9月 29日～平成 24年 1月 17日 

構 造：鉄筋コンクリート造 3階建（2棟） 7,190㎡ 
事業費：1,676,850千円 

３ 平成 24年度の取り組み 

① 旧校舎・体育館解体工事 

工 期：平成 24年 4月 2日～平成 24年 7月 20日 

事業費：55,335 千円 

② 体育館改築工事 

工 期：平成 24年 6月 21日～平成 25年 3月 15日 

工期の延長：平成 25 年 3月 15日 → 平成 25年 5月 17日(63日間の延長) 

構 造：鉄筋コンクリート及び鉄骨造一部 2階建 2,090㎡ 
事業費：581,049 千円 

【整備内容】 

アリーナ・ステージ・器具庫・ミーティング室・更衣室・便所他 

【施設の特徴】 

       ・１階にバリアフリーで車椅子も利用可能な多目的トイレを設置 

・照明にオートリフターを整備 

・更衣室、ミーティング室を設け、地域開放にも配慮 

③ グラウンド整備測量設計業務委託 
工 期：平成 24年 9月 6日～平成 25年 2月 28日 
事業費：3,137千円 

４ 平成 24年度予算額（グラウンド改修工事） 

99,600千円 → 3月補正予定 

※国の平成 24年度予算（緊急経済対策）に伴うもの 

 





福 岡 地 域 審 議 会 

平成 25 年 2 月 20 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 500台 

 

２ これまでの取り組み状況 

 ⑴ 実施設計 

 ⑵ 道路改良に係る埋蔵文化財試掘調査、測量設計等 

 ⑶ 地元説明 

  ① 事業説明会（自治会役員等） 

  ② 道路改良に係る地権者説明 

⑷ 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（高岡土木センター） 

⑸ 盛土（公共工事発生土砂を活用） 

⑹ 擁壁工事（ＪＲ側） 

⑺ 周辺道路改良に伴う用地買収 

⑻ 野球場建設全体工期の見直し（H24年度～H25年度 ⇒ H24年度～H26年度） 

 

３ 今後の取り組みについて 

 

 

 

 

⑴ 公園本体 

    ①基盤整備工事 ②野球場整備工事 ③排水路整備工事 

 ⑵ 周辺道路 

    ①物件移転補償 ②整備工事 

 

４ 平成 24年度予算額 

2,525,000千円 → ３月補正予定    （現計予算 709,070千円） 

              ※国の平成 24年度予算（緊急経済対策）に伴うもの 

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 

    
芝養生等 

建築工事等 野球場供用 





福岡さくら会館の耐震補強と利活用について 

 

１ 福岡さくら会館の耐震補強について 

  福岡さくら会館は、昭和 56 年に建設されており、平成 23 年度の耐震診断結果から、

市が災害時等における避難施設としての耐震指標基準（耐震判定指標 0.75）を満たし

ておらず、耐震補強が必要な施設である。 

・施設概要 

鉄筋コンクリート造 3階建、延床面積 1,271 ㎡、経過年数 31年 

・利用状況 

   市民団体や市の諸会合、市民サークル活動、商工会活動、周辺自治会の集会施設、

寺子屋サロン等が利用している。 

 

２ 福岡児童館について 

現在の福岡児童館は、将来の黒石川改修区域に一部が入っており、老朽化(昭和 47 年

建設)が著しい施設となっている。また、平成 25 年度に福岡小学校グラウンドが整備さ

れると、現在の福岡児童館へは、車の乗り入れができないなど、その運営に支障をきた

す状況となる。 

 ・利用状況 

   児童館 約 40人（1日の入館者）、月曜日～土曜日（10:00～18:30） 

   放課後児童育成クラブ 45人（登録児童）、月曜日～金曜日（14:30～18:30） 

 

３ 福岡さくら会館の利活用について 

福岡さくら会館のより一層の利活用の観点から、現在の児童館活動、放課後児童育成

クラブ活動による地域の伝統文化の振興及び健康づくり等の研修会や料理教室の開催等

を実施し、子供達の健全育成を育む活動を展開していく。 

現在、施設の利活用には利用者がお互いに限られたスペースを最大限に活かしながら

使用できるよう関係者（児童館・放課後児童育成クラブ・寺子屋サロン等）と十分協議

して実施設計を進めている。 

 

４ 平成 24年度予算額（福岡さくら会館耐震補強及び内部改装工事） 

  97,000 千円 → ３月補正予定    

            ※国の平成 24年度予算（緊急経済対策）に伴うもの 

福岡地域審議会 

平成 25年 2 月 20日 

福岡総合行政センター経済振興課 

 福祉保健部児童育成課 



福岡地域審議会 

平成 25年 2月 20日 

福岡総合行政センター 

福岡まちづくり推進室 

 

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。 

○施行者    高岡市 

○施行面積   約 11.1ｈａ 

○事業認可   平成 19年 8月、平成 22年 7月、平成 23年 6月 

○仮換地指定 平成 23年 7月 

○施行期間   平成 19年度～平成 30年度 

○総事業費   9,111,000千円 

         (国道 8号公管金覚書締結 1,280,000千円：H23.3.29) 

○減 歩 率   11.36％ 

   

２ これまでの取り組み状況 

○国道 8号公管金覚書に基づく年度協定締結 

(H23年 200,000千円、H24 年度 200,000 千円) 

○工事などの施工状況（平成 23年度分含む） 

 ・駅前線蓑川ボックス（梨子木橋）工事 

 ・区画道路築造工事(延長：580ｍ) 

 ・造成工事(11.12.16街区)  A＝3,300 ㎡ 

 ・駐車場整備工事(福岡駅前駐車場：32 台) 

 ・解体工事（旧養鯉センター、旧福岡消防署） 

 ・建物移転補償(平成 23年度 12件、平成 24年度 14件) 

 

３ 今後の取り組みについて 

○土地区画整理審議会委員の改選 

 (定数：10人 任期：3月 16日) 

○工事などの施工 

・区画道路築造工事、建物移転補償等を実施 

 

４ 平成 24年度予算額（12月補正後）  ８６３，３３１千円 



梨子木橋工事 
駐車場整備工事 

区間道路築造工事 

解体工事 

造成工事 

建物移転補償 

福岡駅前土地区画整理事業の取組状況 



 

（仮称）福岡駅前地域交流センター整備事業について 

 

１ 事業の概要 

  福岡駅前土地区画整理事業の事業効果と駅前直近の利便性を最大限活用するとともに、

市民交流促進、福岡中心市街地の賑わい創出を図るため、地域交流センターを新築する

もの 

○構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造  2階建(1棟) 

  ○延床面積  面積 1F 583㎡  2F  727 ㎡   計 1,310㎡ 

  ○フロア構成 1F 蔵しっく堂、フリースペース(ふれあいコーナー、観光物産展

示コーナー)、パントリー、管理事務所 など 

2F 多目的ホール、コミュニティスペース、和室 ラウンジ、パン

トリー など 

 

２ これまでの取り組み状況 

○整備基本方針（福岡中央地区都市再生整備計画） 平成 21年 3月 

○福岡駅前地域交流拠点施設整備計画検討委員会等の設置（基本設計） 

・委員会   平成 23年 2月～平成 24年 2月（４回開催） 

・分科会   平成 23年 5月（4回開催） 

  ※検討委員をテーマ別に 4グループに分け、そのテーマに関係の深い福岡

地域団体も加えたもの 

  ・中央公民館分室利用団体、福岡高校生徒 平成 23年 5月～6月(3回開催) 

  ○(仮称)福岡駅前地域交流センター新築基本・実施設計業務委託 平成 23 年 9 月

○(仮称)福岡駅前地域交流センター新築地質調査業務委託 平成 23年 10月 

  

３ 今後の取り組みについて 

 ○工期の見直し（H24年度～H25 年度 ⇒ H25年度～H26年度） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 　　　備　　　考

変更前

変更後

建設工事

建設工事

整地工事

整地工事
 

 

４ 平成 24年度 予算額 

 ○継続費補正（H24 年度～H25年度 ⇒ H25年度～H26年度） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 備　　考

変更前

変更後 継続費の変更

交流センター整備費

４６０，０００千円

 

福岡地域審議会 

平成 25年 2月 20日 

福岡総合行政センター 

福岡まちづくり推進室 
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福岡地域審議会 

平成 25年 2月 20日 

福岡総合行政センター 地域振興課 

 

福岡地区の豪雨災害に関する対応等について 
 

１ 山崩れのその後の対応について 

(1)下向田 福岡公園下の斜面崩落 

富山県が急傾斜地崩壊対策事業として実施を予定しており、現在、国に要望中である。 

法面の保護工事としては、平成２５年度～平成２９年度までを予定している。 

平成２５年度は、地質調査、測量設計を予定している。 

 

(2) 西明寺 民家の裏山の斜面崩壊 

12 月に補正予算を計上し、西明寺地区山腹崩壊復旧事業として、測量設計を終了し、

2月 18日に工事の発注を終えたところである。 

※工事内容 

 ・簡易法枠工 35㎡ 

  ・かご枠工(L=10m～12m) ３段積み 4ライン 

 ・植生シート 3面   

 

２ 小矢部川水系 谷内川の改修について 

(1)現 状 

谷内川は、河川の流下能力不足及び流域内の開発に伴う流入量増大により、下流部で

はたびたび氾濫し、特に平成 10年の台風 7号、昨年の豪雨と大きな被害を受けた。 

このため、河川法線の是正、引堤・掘削による河川面積の拡大等の改良を行い治水安

全度の向上を図っている。 

(2)これまでの経緯 

小矢部川水系谷内川については、総合流域防災事業として、平成１４年度から新規事

業として着手し、予備設計、測量を行うとともに、平成１７年度から用地買収を進め、

平成 19年度より下流から順次工事を実施してきた。   

(3)新規事業 

今回、災害対策等緊急事業の採択により、谷内川左岸(石堤側)に、県道小矢部伏木港

線の清水橋から 700メートル下流に築堤工事をする。 

(事業費 200,000千円、工期 平成 26年 3月まで) 

３ 福岡地域の農地・農業用施設及び林道の災害復旧工事発注状況について（Ｈ25.2.18現在） 

(1)農地・農業用施設（国庫補助事業） 

西明寺地区災害復旧工事その１、鞍馬寺地区災害復旧工事その１（発注済） 

五位地区災害復旧工事(発注済) 

(2)林道（国庫補助事業） 

堀切線外１災害復旧工事、馬場花尾線災害復旧工事（発注済） 

小野八谷線災害復旧工事（発注済） 

(3)林道（県補助事業） 

小野八谷線災害復旧工事（発注済） 
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