第２３回福岡地域審議会次第
と き：平成25年6月3日(月)午後３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67号 平成25年度当初予算（高岡市全体）
・・・・・・資料№1
（説明：地域振興課）
報告第68号 平成25年度主要事業（福岡地域新市建設計画）
・・・ 資料№2
（説明：地域振興課）
報告第69号 福岡小学校改築事業
・・・・・・資料№3
（説明：教育委員会総務課）
報告第70号 高岡西部総合公園（総合グラウンド）整備事業・・・資料№4
（説明：教育委員会体育保健課）
報告第71号 福岡さくら会館耐震補強と利活用について
・・・資料№5
（説明：経済振興課、福岡まちづくり推進室）
報告第72号 福岡地区防災行政無線の整備について
・・・資料№6
（説明：危機管理室）

(2) 審議事項
審議項目第19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（土地区画整理事業）・・・・資料№7
（説明：福岡まちづくり推進室）
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№8
（説明：福岡まちづくり推進室）

(3) その他
① 合併特例債の状況について
（説明：財政課）

５

閉会

・・・・・・資料№9

資料№１
平成２５
平成２ ５ 年度予算における主な事業
｛

【新】：新規事業、【拡】：拡充事業
｝：15 カ月予算額（国の補正予算の要望額＋H25 年度当初予算）
ただし※は、国の補正予算のみ
（ ）：前年度当初予算額
単位：千円

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 【道路 建設 課】
２６７，５００｛317,500｝（845,437）
Ｈ２５年度は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、ラン
プ、高岡砺波インター線の整備を行う。
上記のほか、
平成 24 年度国の予備費（12 月補正）
事業費：90,000
インター線工事費 90,000
（戸出石代戸出西部金屋１号線との交差点から料金所間）

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
インター線工事費 50,000

事業費：50,000

・北陸新幹線対策事業 【駅周辺・新幹 線対 策課】
１，５８２，４１７｛2,869,617｝（1,700,822）
平成２７年春の北陸新幹線開業に合わせ、新高岡駅（仮称）周辺の整備を行う。
平成２５年度は新駅周辺の道路整備や城端線新駅の整備等を行う。
〔主なもの〕
新駅周辺土地区画整理事業費
256,800
新駅北通り線整備
127,200
新駅南側立体駐車場整備
227,700
新駅平面駐車場整備（北側・南側）
88,440
城端線新駅整備
68,000
佐野 53 号線他道路改良工事（公共施設整備） 64,835

上記のほか、
平成 24 年度国の予備費（12 月補正）
事業費：1,073,000
〔主なもの〕
新駅南側平面駐車場用地取得費
882,000
新駅周辺土地区画整理電線共同溝工事
91,000
城端線新駅西側駅前広場整備
62,000
新駅北通り線整備
38,000
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平成 24 年度国の補正予算（3 月補正） 事業費：1,287,200
〔主なもの〕
新駅周辺土地区画整理事業費
500,000
新駅南側立体駐車場用地取得費
480,000
新駅周辺道路整備（新駅南通り線、下黒田線等） 307,200

・高岡駅周辺地区整備事業 【駅周 辺・新幹 線対 策 課】
５４１，２８０｛1,811,280｝（2,566,770）
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。平成 25 年度は引き続き、人工デッキ、交通広場、万葉線の延伸事業に取
り組む他、駅前広場と駅前地下街の整備に着手する。
〔主なもの〕
高岡駅前広場整備
300,000
高岡駅前地下街整備
100,000
上記のほか
平成 24 年度国の予備費（12 月補正）
人工デッキ整備
高岡駅交通広場整備

事業費：1,445,602
1,309,602
136,000

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：1,270,000
高岡駅前広場整備、人工デッキ整備
1,090,000
万葉線延伸事業補助
180,000

・並行在来線対策事業 【駅周辺・新幹 線対 策課】
１４３，０００（73,500）
北陸新幹線開業による経営分離に伴い、JR から経営分離される並行在来線の運営
主体となる富山県並行在来線会社（第三セクター）に出資する。また、並行在来線の
開業後の安全対策等への投資や運賃値上げの一定程度抑制等のため設置される
「富山県並行在来線経営安定基金（仮称）」に拠出する。

※都心エリア土地利用計画策定 【都市 計画 課】
{7,000}
土地利用の現況整理を行い、市民や企業の意向調査を実施した上で、まちなか居
住推進や商業機能の誘導方針を検討し、都心エリア土地利用の基本方針を打ち出
す。
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
都心エリア土地利用計画策定

事業費：7,000
7,000

・【新】まちづくり計画策定 【都市計 画課】
１８，６００
市域全体の土地利用構想を見直し、市内を分割した地域別の土地利用方針及び
整備方針を打ち出す。
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・【新】並行在来線新駅周辺土地利用計画策定 【都市計 画課】
３，０００
並行在来線新駅周辺の将来のまちづくり計画を策定するため当該土地利用計
画を策定する。

・【新】北陸新幹線開業カウントダウン事業 【駅周辺・新幹 線対 策課】 〔後掲〕
６０，０００
本市を含め市内 30 団体で構成される「新幹線まちづくり推進高岡市民会議」が実
施主体となって行う重点プロジェクト（広域誘客 PR や開業イベントなど）に官民一体と
なって取り組む。

・新幹線新駅駅前公園整備事業 【花と緑の課】
２，０００{413,900}（36,286）
新幹線新駅周辺まちづくり計画に基づき、本市の広域交流拠点として多くの人が交
流できる公園整備を行う。
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：411,900
やすらぎ親水公園整備
411,900
（消雪設備、デッキテラス上シェルター設置費含む）

・土地区画整理事業 【都市 計画 課・福岡まちづくり推進 室】
（組合施行）
戸出中之宮地区
5,000
（期間：Ｈ12～Ｈ25
木津地区
40,000
（期間：Ｈ21～Ｈ26
（市施行）〔後掲〕
福岡駅前地区
646,856
(期間:Ｈ18～Ｈ30
建物移転補償及び道路工事等

・能越自動車道利活用調査事業 【道路 建設 課】

６９１，８５６（1,005,630）
面積：23.0ha）
面積：21.0ha）
面積：11.1ha)

１，５００（1,500）

・万葉線再生事業 【地 域 安全 課】 〔後掲〕
万葉線対策協議会負担金
地域公共交通確保維持改善事業費補助
地域公共交通確保維持改善事業対象外事業費補助
【拡】鉄道施設総合安全対策事業費補助

２７，３３７（23,867）
2,700
17,170
2,667
4,800

・中心市街地公共交通活性化事業 【地域安 全課 】 〔後掲〕
４１，０００（41,000）
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。
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・【新】総合交通戦略策定事業 【地域安 全課】 〔後掲〕
５，１２０
交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るため、
今後の公共交通のマスタープランとなる総合交通戦略を策定する。

・未来トランスポートビジョン支援事業 【地 域安 全課】 〔後掲〕
１，０００（1,000）
未来トランスポートビジョン実現に向け、高岡の望ましい公共交通のあり方の調査、
研究活動を支援する。

・【新】新高岡駅（仮称）二次交通機能強化調査事業 【観光交 流課】
４，０００
北陸新幹線の開通と連動した二次交通を充実させるため、新高岡駅（仮称）と能登
方面を結ぶ高速バスの運行に向けた課題等について調査する。
また、県内の旅行事業者に対し、新高岡駅を発着点とする募集型企画旅行商品化
の意向調査を実施し、新駅利用の動向や募集型企画旅行の需要について調査、研
究する。

・【新】高岡駅前東地区整備基本構想策定事業 【都市計 画課】
３，０００
高岡駅周辺が新幹線新駅周辺と連携し、富山県西部の新たな顔としてあるべき姿を
検討するため、高岡駅前東地区に必要となる都市機能や土地利用の方向性などまち
づくりのための基本構想を策定する。

・福岡市街地整備事業 【福岡まちづくり推進室】
７４６，５３４（1,142,518）
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、まちづくり事業を推進する。
福岡駅前土地区画整理事業〔再掲〕
646,856
福岡中央地区まちづくり推進事業
99,678
福岡駅前地域交流センター建設工事費
継続費〔新築工事〕 460,000 （H25：92,000、H26：368,000）

・幹線道路の整備 【道路 建設 課】
街路事業 1,142,000
中川和田線
木津佐野線

２，１１８，８００｛2,448,800｝（2,173,200）
665,000
77,000

下伏間江福田線
羽広内免線

上記のほか
平成 24 年度国の予備費(12 月補正)
中川和田線
300,000

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
下伏間江福田線
100,000

道路改良事業 976,800
駅南一丁目二塚線
佐野８１号線

83,800
48,000

事業費：300,000

事業費：100,000

戸出光明寺戸出吉住新線
井口本江 18 号線
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320,000
80,000

36,000
30,000

羽広二丁目 10 号線他
戸出西部金屋 11 号線
荒屋敷橋上町線
蓑川線
戸出石代川原線
本領下老子線
佐野 76 号線
佐野辻 1 号線
石堤赤丸線

25,700
19,800
6,800
93,500
245,400
68,200
7,000
8,000
5,000

戸出石代西部金屋 1 号線
羽広二丁目南幸町線
問屋町 2 号線
下伏間江 19 号線
戸出光明寺戸出竹線
野村 116 号線
下伏間江 13 号線
国条橋佐加野線
【新】岸渡川２号線

上記のほか
平成 24 年度国の予備費（12 月補正）
戸出石代川原線
戸出石代戸出西部金屋１号線

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
駅南一丁目二塚線
30,000
戸出石代川原線
50,000
戸出光明寺戸出竹線 30,000
岸渡川２号線
20,000

54,000
30,000
12,000
96,000
36,000
9,000
37,000
7,000
18,600

事業費：300,000
200,000
100,000

事業費：230,000
佐野 81 号線
30,000
下伏間江 13 号線 60,000
本領下老子線
10,000

・【拡】大型クルーズ船受入事業（後掲） 【みなと振興 課】
６，９５０（3,000）
寄港時の観 光消 費・関係産 業への経済効 果向上を図るため、大 型クルーズ船の誘
致・受け入れ態勢を整える。

・【新】ＲＯＲＯ船定期航路開設支援事業 【みなと振興課】
１，０００
ＲＯＲＯ船の定期運行化に向けた出荷量の確保・新規顧客開拓を図るため、現行航
路に新規に出荷した企業、または出荷量を増大させた企業に対する助成を行う。

・【新】港で働く船大集合事業 【みなと振興 課】
１，０００
市民に港への理解や親しみを深めていただくため、港湾や外洋で働く船舶の一般
公開や体験乗船等、港を身近な存在として楽しめるイベントを開催する。
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（ 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 雇用 課】【観光 交 流課】
６１，９１０（59,110）
高岡御車山祭、伏木曳山祭、万葉まつりを始めとする、祭や各種イベントの開催を支
援する。
【新】戸出七夕まつり第 50 回記念事業補助金 500
【新】中田かかし祭第 30 回記念事業補助金
500

・御車山会館建設事業 【観光交流 課】 〔後掲〕
１２５，９４０{1,833,650}（47,427）
観光や高 岡の祭文 化 伝承の拠 点、地 域の交流 施 設となる「高 岡 御車 山 会 館」の建
設工事に着手する。（平成２４～２６年度継続事業）
継続費（予定額） 2,462,455（Ｈ24：1,652,364、Ｈ25：0、Ｈ26：810,091）
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：1,707,710
御車山会館建設工事（建築主体、電気設備、機械設備、展示）

・平成の御車山制作事業 【観光交 流課】 〔後掲〕
１５，６００（13,489）
高岡の伝統技術の粋を集めた「平成の御車山」の本格的な制作作業に着手する。

・重要伝統的建造物群保存地区整備事業 【文 化財 課】 〔後掲〕
山町筋 建造物 修理 ３件
金屋町 建造物 修理 ４件 修景 １件

４５，２０２（31,402）

・都市景観形成推進事業 【都市計 画課】
６，３６２（5,659）
高岡らしい景観を守り、育て、創り出すため、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。

・既存不適格屋外広告物早期改善事業 【都市 計画 課】
１，２６２（1,292）
既存不適 格広告 物の早期改善を促すため、改修・撤去等に取り組 む広告主に対し、
その経費の一部を助成する。

・たかおかストリート整備推進事業
【都市計画 課 駅周 辺・新幹 線対 策課 花と緑の課】 ４６，０５０{115,050}（63,783）

本市の観光・交流拠点を繋ぎ、新幹線新駅から中心市街地を回遊する「歩いて楽
しいまち」をテーマとした歩行系モデルルートの整備を進める。
たかおかストリート整備計画策定事業 3,050
瑞龍寺道整備事業
39,000
庄方用水沿い桜並木整備事業
4,000
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
瑞龍寺道整備事業
サイン計画策定調査
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事業費：69,000
65,000
4,000

・【新】ブロンズアートふれあい事業 [都 市計 画課]
１，０００
まち歩きする人のブロンズアートに対する親近感を醸成するため、モチーフ等を表記
した説明板を設置する。また市民や学生などによるブロンズアートめぐり、清掃活動な
ども検討する。

・【拡】たかまちプロムナード事業 【商業 雇用 課】 〔後掲〕
３，０００（2,000）
ＪＲ高岡駅～末広町通り～御旅屋通り～高岡大仏前のにぎわいと魅力創出を図る
ため、地元商店街などが取り組むイベント等パイロット事業を支援する。

・福岡地域イベント等補助事業 【経済 振興 課】
９，６２０（9,320）
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 【観光 交流 課】
３，７９２(3,772)
越中飛騨観光圏協議会をはじめとする、広域観光団体の事業等を支援する。

・観光施設維持管理事業 【観光交 流課】
１４，０４４（11,481）
多くの観光客が訪れる瑞龍寺、雨晴海岸、高岡大仏、山町筋などにおいて、観光
客に快適な旅を楽しんでいただけるよう駐車場や公衆トイレ等の観光施設の整備・維
持管理を行う。

・【新】スマートドライブ環境整備事業 【観光 交流 課】
４，１５０
「環境共生のまち高岡」として、環境にやさしい歴史都市ブランドの確立や
再生エネルギー普及を推進するため、市内に電気自動車普通充電器を設置し、
スマートドライブ＆ステイ観光に取り組む。

・高岡食ブランド活性化事業 【観光交 流課】 〔後掲〕
４，１００(4,100)
高岡の食のブランド化を図るため、観光魅力向上の一環として取り組まれている「高
岡昆布飯」のさらなる普及と新しい食の名物づくりの取組みを支援する。また、食のイベ
ントによる町おこし事業「飛越能・食の祭典 inTAKAOKA」に対して助成する。

・旅行商品等企画造成事業 【観光 交流 課】
１，０００(1,000)
市内での観光滞在時間の増加を図るため、地域の魅力的な観光資源を組み合わせ
た着地型旅行商品を企画する旅行会社に対して助成する。
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・観光宣伝事業 【観光 交 流課】
２２，５６８（21,950）
北陸新幹線開業に向けた観光誘客を図るため、誘致・宣伝用のパンフレット・ポスタ
ー等を作 成し出 向 宣 伝や旅 行 雑 誌 等への広 告 掲 載を強 化 する。また、首 都 圏からの
誘客強 化のため、「待っとっちゃ！たかおか」をキャッチフレーズとして、新幹 線沿 線市
をターゲットに据えた出向宣伝、各種旅行雑誌等への広告掲載等を強化する。

・【新】新幹線開業対策誘客促進 PR 事業 【観光交 流課】
５，１８７
北陸新幹線開業に向けて、本市知名度の向上を図るため、首都圏ＰＲイベント開催
に係る調整やプレイベントの実施、有力広告媒体への出稿等を行う。

・【新】北陸新幹線開業カウントダウン事業 【駅周辺・新幹 線対 策課】 〔再掲〕
６０，０００
本市を含め市内 30 団体で構成される「新幹線まちづくり推進高岡市民会議」が実施
主体となって行う重点プロジェクト（広域誘客ＰＲや開業イベントなど）に官民一体となっ
て取り組む。

・【新】原付自転車オリジナルナンバー導入事業 【納税課】
５，２６８
高岡市を広くＰＲすることを目的に、原動機付き自転車のオリジナルナンバーを導入
する。

・ＴＲ＠Ｐ事業 【観 光交 流 課】
３，０００（3,000）
観 光 及 び産 業 の活 性 化を図 るため、本 市 出 身の著 名 作 画 作 家 （アニメーター）・松
原秀典氏によるキャラクター「あみたん娘」を活用し、本市の地域資源をＰＲする。

・まちなか観光タクシー支援事業 【観光 交流 課】
１，０００（1,000）
観光客のまちなか観光の利便性向上を図るため、市内観光地に設置したタクシーコ
ールの維持管理及びラッピングタクシーの増車の支援に取り組む。

・みんなでおもてなし力アップ事業 【観光 交流 課】
３００（300）
市民や観光事業者等のおもてなし力向上を図るための講座を開催する。また、観光
やおもてなしに精通する人物の記事を寄稿いただき、市広報紙「市民と市政」へ掲載す
る。

・コンベンション誘致・支援事業 【観光 交流 課】
４，３９０(4,398)
交流人口の増 加や地 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
くの滞在型観光客の取り込みが期待できるコンベンションの誘致及び支援に取り組む。

・【拡】大型クルーズ船受入事業（再掲） 【みなと振興 課】
６，９５０（3,000）
寄港時の観 光消 費・関係産 業への経済効 果向上を図るため、大 型クルーズ船の誘
致・受け入れ態勢を整える。
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・越前国際交流基金留学生派遣受入事業 【都 市経 営課】
６００（600）
姉妹都市交流の推進及び次世代を担う市民の国際的視野の育成のため、アメリカフ
ォートウェーン市から高校生５名を受け入れる。

・【拡】高岡情報発信事業 【広報統 計課】
１１，４８５（420）
本市のイメージアップを図るため、高岡にゆかりのある方や高岡を愛する方たちにサ
ポーターになっていただき、本市のＰＲをしていただく。また、新幹線開業を見据えた新
たな事業として、本市の魅力を内外に発信するため、著名な雑誌に高岡情報を掲載す
るとともに、新幹線関連情報番組を制作・放送する。

・多文化共生事業 【都 市 経営 課】
８，４０５（13,699）
高岡 市多 文化 共生プランに基づき、外 国人 市民にとって暮らしやすく、世界に開か
れた共生のまちづくりを推進する。平成２５年度は新たに外国語版洪水ハザードマップ
の作成などを行う。

･外国人児童生徒教育支援事業 【学校 教育 課】 〔後掲〕
４，３８３（4,383）
日本語指導を必要とする外国人児童生徒の就学支援のため、外国人相談員を小・
中・特別支援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。
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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

・【拡】高岡あっかり福祉ネット推進事業 【社会 福祉 課】
３，２００（1,400）
市民、各種団体、行政等が連携した「高岡型地域福祉ネットワーク」の構築に向け、
実施地区を３地区から９地区に拡大する。

・【新】地域で暮らすあんしん高岡創造事業 【高齢 介護 課】
３，４４１
認知症相談医と地域包括支援センターが連携し、認知症高齢者が住み慣れた地域
で適切な医療、介護サービス等が受けられる「地域包括ケア体制」の構築を目指す。

・子育て支援連携推進事業 【児童 育成 課】
４２，６４４（43,840）
御旅屋セリオ内の子育て支援センターを拠点とし、相談・支援機能の充実を図る。

・不妊治療費助成事業 【児童育成 課】
２０，０００（20,000）
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。

・こども・妊産婦医療費助成事業 【児童 育成 課】
４９５，５２６（469,579）
入院及び通院医療費に係る本人負担額に対して助成する。

・【新】養育医療給付事業 【児童育 成課】
５，２００
身体の発育が未熟なまま出生した乳児が、指定医療機関において受ける入院治療
に要する医療費を助成する。

・多子世帯（第３子以降）保育料の軽減 【児童 育成 課】
子どもを安心して生み育てる環境づくりの一環として、第３子以降の保育料
を軽減する。

・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。

・母子家庭自立支援給付金事業 【児童 育成 課】
１７，２３０（31,067）
母子家庭の自立を促進するため、能力開発のため職業訓練を受ける者に給付金を
支給し、就労支援を図る。
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・特別保育等実施事業 【児童育成 課】
３６０，３５４（380,216）
多様化する保育ニーズに対応し、産み育てやすい環境の充実を図るため、延長保
育、休日保育、病児・病後児保育等の特別保育を実施する。

・児童手当 【児童 育成 課】
支給額：３歳未満
３歳以上小学校修了前（第１・２子）
３歳以上小学校修了前（第３子）
小学校修了後中学校修了前
特例給付（所得超過者）

２，８４８，８００（2,914,780）
月額 15,000 円
月額 10,000 円
月額 15,000 円
月額 10,000 円
月額 5,000 円

・ひとり親家庭等生活応援事業 【児童 育成 課】
１９，６８７（20,124）
ひとり親家庭等で市民税非課税世帯の生活応援として地域商品券を支給する。

・放課後児童健全育成事業 【児童 育成 課】
１４１，１２１（126,210）
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）
【新】川原校下児童育成クラブ室移転、新築

・【新】二上守山統合保育園建設事業 【児童 育成 課】
３０，０００
児童たちをよりよい環境で保育するため、二上保育園と守山保育園を統合し新たな
保育園を建設するための実施設計を行う。

・【新】はおか保育園改築事業 【児童育 成課】
老朽化した園舎を改築するための実施設計を行う。

１２，０００

・重度心身障害者等医療費助成 【社会 福祉 課】
５２０，４２３（516,972）
重度心身障害者の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成する。

・障害者自立支援事業 【社会福祉 課】
２，１３４，４８９（1,971,025）
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
1,864,577
更生医療給付費
80,035
補装具給付費
35,000
障害者生活支援事業費
139,724
障害程度区分判定等事業費 15,153

・【新】育成医療給付事業 【社会福 祉課】
７，７８５
身体に障害がある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童が
指定医療機関で行う手術等の医療費を助成する。
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・【新】高岡すこやかキッズ支援事業 【社 会福 祉 課】
４０３（1,747）
日本都市センターとの共同研究の成果をもとに、保健、医療、福祉、教育等の関係
機関が連携し、療育が必要な児童の早期発見・早期療育に努め、発達支援児（者）に
対し、切れ目のない支援を図る。

・障害児通所等支援事業 【社会福 祉課】
８０，３５５（74,870）
障害児やその家族に、サービス事業所への通所、放課後等デイサービス、福祉サー
ビスの利用計画作成などの支援を行う。

・子ども発達支援事業 【きずな子ども発 達支 援センター】
１６，３８１（25,871）
地域の中核的な療育支援施設として、心身の発達に配慮や支援が必要な子どもの
ために、保育所・学校等への訪問、発達支援、人材育成などに取り組む。

・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】 １９７，０００（197,000）
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。

・老人福祉施設等建設事業費償還金助成 【高 齢介 護課】
１３３，２８０（133,680）
特別養護老人ホーム等 128,229
老人保健施設（２施設） 5,051

・【新】成年後見制度利用支援事業 【高齢介 護課 】
３００
判断能力が不十分な高齢者等に対する後見活動の充実を図るため、成年後見制
度に関する基礎的理念や知識を習得する「市民後見人養成講座」を開催する。

・妊産婦健康診査事業 【健康増進 課】
１０１，８６７（102,929）
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。また、妊婦の歯の健康を守るため妊婦歯科健診を行う。

・【新】未熟児訪問指導・相談事業 【健康 増進 課】
２，１４２
保健師等が、未熟児のいる家庭を訪問指導するとともに、精神・運動発達の相談を
行い、成長過程に合わせた一貫した指導、相談対応を行う。

・予防接種事業 【健康 増 進課】
・四種混合
46,428
・三種混合
15,356
・二種混合
8,775
・不活化ポリオ
25,612
・麻しん、風しん 25,390
・日本脳炎
58,660

４１４，９６５（372,255）
・ＢＣＧ
7,875
・子宮頸がん
37,512
・ｂ型インフルエンザ菌予防接種 42,525
・肺炎球菌予防接種
54,600
・高齢者インフルエンザ
92,232
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・がん検診事業 【健 康増 進課】
１７５，３０５(181,586)
がんの早期発見・治療を目的とした集団がん検診や施設検診を実施する。また、が
ん検診を推進するため、節目となる年齢到達者に対しては、無料検診を実施する。

・急患医療センター管理運営事業 【健康増 進課 】
１９２，２４５（192,245）
高岡医療圏（高岡市、氷見市、小矢部市、射水市）の初期救急医療を行う。
利用者実績患者数 23,951 人（H23.4.1～H24.3.31）

・急患医療センター整備事業 【健康増 進課】
老朽化した急患医療センターの移転、改築工事を行う。
（平成 26 年 4 月オープン予定）
継続費 816,000 （H24:244,800、H25：571,200）

５7１，２００（244,800）

・【新】救急医療体制充実化支援事業 【健康 増進 課】
３０，０００
救急医療体制の安定のため、厚生連高岡病院救急センター（3 次救急）の充実を図
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】
１００，０００（100,000）
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。

・【新】災害拠点病院機能維持整備事業（高岡市民病院事業会計） 【市民 病院 総務 課】
２１０，０００
非常時における災害拠点病院としての機能を維持・強化するため、自家発電装置の
更新及び非常用井水ろ過装置の取付等を行う。

（２）環境に配慮したまちづくりの推進

・【新】グリーン＆スマート公共施設整備事業 【地域安 全課・福 岡まちづくり推進室】
１３，３９８
低炭素社会づくりへ向けて、公共施設の新築または改築の際に、事業費の３％程度
を目途として、環境対応設備を導入する。
太陽光発電システム、蓄電池、ＬＥＤ照明 等
〔導入施設〕
福岡駅前地域交流センター 13,398（2 ヶ年の継続費に対する 3％）
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・低炭素化社会づくり事業 【地域 安全 課】
住宅用太陽光発電システム設置補助金
環境共生 PR 広告
グリーンカーテンによる環境啓発事業

９，９４３（10,152）
7,500
1,050
596

・福岡エコモデルタウンへの取り組み 【福岡まちづくり推進 室】
２，５８３（2,540）
福岡エコツアー実証実験
682 環境イベント
600
まちなかギャラリー事業
1,000 エコな暮らし 10 ヵ条の普及
176
グリーンカーテン事業
125

・中心市街地公共交通活性化事業 【地域安 全課 】 〔再掲〕
４１，０００（41,000）
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。

・【新】総合交通戦略策定事業 【地域安 全課】 〔再掲〕
５，１２０
交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るため、
今後の公共交通のマスタープランとなる総合交通戦略を策定する。

・未来トランスポートビジョン支援事業 【地 域安 全課】 〔再掲〕
１，０００（1,000）
未来トランスポートビジョン実現に向け、高岡の望ましい公共交通のあり方の調査、
研究活動を支援する。

・万葉線再生事業 【地 域 安全 課】 〔再掲〕
万葉線対策協議会負担金
地域公共交通確保維持改善事業費補助
地域公共交通確保維持改善事業対象外事業費補助
【拡】鉄道施設総合安全対策事業費補助

２７，３３７（23,867）
2,700
17,170
2,667
4,800

・循環型社会づくり事業 【環境サービス課】
２８，５１９（28,616）
ごみ減量化関係
2,300
ディスポーザ排水処理システム設置補助金、ごみ自家処理機材購入補助金（団体
用生ごみ処理機購入補助金）など
資源リサイクル関係
26,219
資源再生品集団回収事業奨励金、拠点回収事業など

・美しいまちづくり事業 【環境サービス課】
２２，６０８（23,434）
市民美化活動、不法投棄対策、衛生対策、カラス被害対策用ごみ集積場設置補助
など

・啓蒙・啓発事業 【環境 サービス課】
ごみの減量化・資源化施策や環境保全対策等の啓蒙・啓発を行う。
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９５０（1,194）

・新クラフト産業・デザイン育成支援事業 【デザイン・工芸センター】 〔後掲〕
１，０３２（1,350）
高岡のものづくり力をＰＲするため、これまでユニバーサルデザイン、エコデザインをテ
ーマに研究を進めてきた技術や素材を使用した商品開発を推進する。

・ごみ広域処理の推進 【環境サービス課】
６０２，８７６（399,566）
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。

（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】
１２，０５０（103,050）
まちなかでの一戸建て住宅等の取得や共同住宅の建設、中古住宅の取得や隣接し
た土地の購入及び耐震改修に伴うリフォームに対し助成を行う。

・定住促進住宅団地支援事業 【建築住 宅課】
２５，００４（25,004）
定住促進と人口増を図るため、基準を満たす住宅団地を指定し、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。

・戸出西部市営住宅建替事業 【建築住 宅課】
第１期建替工事に伴う、前市営住宅の解体と道路整備を行う。

２７，８０６（38,625）

.

・生活道路の整備 【道路 建設 課】【土木 維持 課】
道路改良事業（単独）
通常（合併関連含む）
公共施設関連
道路補修事業
単独事業
補助事業

７３８，０３０{1,148,030}（681,984）
274,000
263,030

90,000
111,000

上記のほか
平成 24 年度国の予備費（12 月補正）
市道雨晴伊勢領線ほか４路線

事業費：100,000
１00,000

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
路面性状調査等
市道雨晴伊勢領線ほか４路線

事業費：410,000
20,000
390,000

15

・水道事業（特別会計） 【水道局
管路整備事業
鉛給水管更新事業
基幹施設整備事業

４，８１３，６１０（4,729,344）

総務 課】

・簡易水道事業（特別会計） 【水道 局
南部簡易水道整備事業
管路整備事業
鉛給水管更新事業
基幹施設整備事業

980,091
120,000
74,400

３６９，８９４（334,891）

総務 課】

96,000
33,081
7,000
10,200

・下水道事業（特別会計） 【下水道 課】

９，１０４，０８１{9,140,481}（9,122,188）

公共下水道事業
705,100
うち浸水対策分 297,300
雨水幹線の整備
内水ハザードマップ浸水想定区域図の作成
住吉ポンプ場の整備
特定環境保全公共下水道事業
1,180,000
下水処理場施設整備事業
414,900
小矢部川流域下水道建設負担金
175,585
神通川左岸流域下水道建設負担金
12,683
上記のほか
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：36,400
二塚１号汚水幹線、下蓑２号汚水枝線
36,400

・下水道事業法適化事業 【下水道 課】
公営企業化へ向けて、下水道資産の調査・評価を行う。

・都市公園等整備事業 【花と緑の課】
【新】おとぎの森館リニューアル計画策定 3,000
【新】伏木ふれあいの杜トイレ整備設計委託 2,000
【新】庄川右岸牧野地区公園基本構想策定 1,500

上記のほか
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
公園遊具更新工事（長寿命化）

２２，１９５（12,975）

１８，０６８{60,068}（74,700）

事業費：42,000
42,000

16

・準用河川整備事業 【土木 維持 課】 〔後掲〕
（補助） 内古川 護岸工、用地取得
守山川 道路側溝工
（単独） 桜川、赤堀川、守山川、蓑川等

１６３，２１０{214,210}（159,880）
124,390
19,610
19,210

上記のほか
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：51,000
守山川、内古川
51,000

（４）安全で安心して暮らせるまちづくりの推進

・【拡】地域防災計画推進事業 【総務課】
１２，７３２（19,249）
豪雨災害を教訓に、防災メールシステムを新たに導入し、住民への防災気象情報の
自動配信等を行う。また、呉羽山断層帯地震調査結果等を踏まえた災害備蓄品の拡
充を図る。

・【拡】防災行政無線整備事業 【総務課】
８２，２４１（51,189）
屋外拡声子局の更新とデジタル化を図る。また、津波シミュレーション調査結果で浸
水区域となった牧野地区等において、屋外拡声子局を整備するための実施設計を行
う。
福岡地区 ３５局（設備更新）
【新】牧野、能町、伏木、太田地区 １４局（津波対策実施設計）

・【新】防災センター整備事業 【土木維 持課】
５，０４２
新設インターチェンジ付近に新規防災拠点を置くために、新たな防災センターを整
備するための基本設計を行う。

・自主防災組織育成事業 【総務課】
１１，９４４（12,100）
自主防災組織の結成促進や活動の活性化を図るため、防災資機材の購入や防災
訓練等の実施に対し助成を行う。また、平成２５年度は新たに校下（地区）自主防災組
織連絡協議会が消防団、学校、福祉団体、企業など、他団体と連携して実施する訓
練に対して助成する。

・地震災害訓練事業 【総務 課】
９４０（1,126）
地震災害等に備えるため、市、関係機関及び市民が連携し防災訓練を行う。
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・耐震シェルター等設置支援事業 【建築指 導課 】
１，０２９(1,029)
地震による住宅の倒壊から居住者の安全を守るため、耐震シェルターや防災ベッド
の設置に係る費用に対し助成を行う。

・【新】老朽危険空き家除却支援事業 【建築 指導 課】
２，０００
市民の安全・安心を図るため、老朽危険空き家を解体する者に対し、解体費用を助
成する。

・【新】まちなか防災力向上事業 【都市 経営 課】
３，０００
災害時に危険性の高い地区を選定し、住民とともに、地区の防災計画の作成と、緊
急避難通路の確保を図る。

・小規模急傾斜地崩壊防止対策事業 【土木 維持 課】
２７，０００（21,250）
局地的な集中豪雨に伴うがけ崩れの被害を未然に防止するため、急傾斜地の崩壊
防止対策工事を行う。
（県補助）古国府地区
24,500
（単独） 古国府、矢田南台地区
2,500

・準用河川整備事業 【土木 維持 課】 〔再掲〕
（補助） 内古川 護岸工、用地取得
守山川 道路側溝工
（単独） 桜川、赤堀川、守山川、蓑川等

１６３，２１０{214,210}（159,880）
124,390
19,610
19,210

上記のほか
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：51,000
守山川、内古川
51,000

・雪に強いまちづくりの推進 【土木 維持 課】
地域ぐるみ除排雪促進事業
小型タイヤショベルカー２台
消雪施設整備事業

４４，４００{246,100}（37,000）
7,200
24,700

上記のほか
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：18,700
神田新町新寺町１号線外消雪管整備
18,700

民間消雪施設設置助成事業
上記のほか
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
道路除排雪機械整備
歩道除雪機械更新

12,500

事業費：183,000
135,000
48,000
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・交通安全施設整備事業 【土木維 持課】
２７，６００（27,600）
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。

・【新】通学路交通安全確保事業 【土木 維持 課】
２３，０００
学校通学路の交通安全確保のため危険箇所について防護柵を設置するなど対策
を図る。

・【新】道路冠水対策事業 【土木維 持課】
１１，０００
道路冠水被害が大きかった地区において側溝を改修し、被害の拡大を抑える。
H25 整備地区：川原、下関、博労、成美、西条、（５か年計画）

※【新】福岡農村環境改善センター耐震補強等事業 【経済振 興課】
福岡さくら会館の耐震補強及び児童館機能移転に伴う内部改装を行う。

{97,000}

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：97,000
福岡さくら会館耐震工事
39,000
内部改修工事
58,000

・消防機械器具・水利の充実 【消防 本部：総務 課】
災害対応特殊救急自動車１台
30,000
消防ポンプ自動車２台
19,500
消火栓設置等
38,256
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
耐震性防火水槽（100 ㎥ 級）１基

８７，７５６{107,756}（147,181）

事業費：20,000

・消防救急無線デジタル化整備事業 【消 防本 部 ：総務課】
１５，８３４（2,952）
消防救急無線のアナログ波からデジタル波への移行に向けて、実施設計を行う。

・【新】消防指令事務共同運用整備事業 【消防 本部：総務 課】
５４４，４１０
平成２６年１月から高岡市、氷見市及び砺波地域消防組合で消防指令事務を共同
運用するためのシステム改修を行う。

・【新】雨水貯留槽設置費補助〔下水道事業会計〕
１，０００
平成２４年７月２１日の豪雨による被害を受け、雨水対策としてモデル地区（検討中）を
設定し、雨水貯留槽を設置する者に対して費用を補助する。
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３ 心豊かな人をはぐくみ万葉と前田家ゆかりの
心豊かな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

（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】
１８，５６７（18,397）
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 ７名）

・教育相談員・支援員配置事業 【学校 教育 課・教 育センター】
１８，１８３（17,738）
心の教育推進事業
1,402
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
7,225
教育センターの適応指導教室において、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。
【拡】特別支援教育支援員配置事業
9,556
さまざまな発達障害がある児童生徒に対する学校生活での支援を拡充するた
め、特別支援教育支援員（スタディ・メイト）を 1 名増員する。（H24:16 名→17 名）

・児童・生徒健康診断事業 【体育 保健 課】

２９，９４５（31,012）

・ものづくり・デザイン科推進事業 【学校 教育 課】
１７，８３９（18,138）
高岡市の優れた伝統工芸である銅器や漆器等の技術の継承、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〕
４，３８３（4,383）
日本語指導を必要とする外国人児童生徒の就学支援のため、外国人相談員を小・
中・特別支援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。

・学校施設耐震化事業 【教委・総務課】
５７，６００｛135,600｝（48,835）
耐震診断結果に基づき、耐震補強を行うため耐震補強設計を行う。
耐震補強設計 校舎４校（成美小、博労小、二塚小、戸出中）
体育館３校（平米小、中田中、五位中）
上記のほか
平成 24 年度国の東日本大震災復興特別会計予算（12 月補正）
校舎３校
平米小 西条小 野村小
体育館３校
成美小 牧野小 南条小
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正） 事業費：78,000
体育館１校
東五位小
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事業費：1,280,392

※福岡小学校改築事業 【教委・総務 課】

｛99,600｝（4,100）

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正） 事業費：99,600
校舎、体育館の改築に続き、グラウンド改修工事を行う。

※定塚小学校グラウンド改修事業 【教 委・総務 課 】

｛68,100｝（4,500）

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正） 事業費：68,100
排水機能改善のためのグラウンド改修工事を行う。

・野村小学校体育館整備調査事業 【教委・総務 課】
体育館の整備のため、現体育館の耐力度調査を行う。

４，２００（500）

・戸出西部小学校体育館整備事業 【教委・総務 課】
体育館の整備のため、基本設計を行う。

５，３００（3,500）

・志貴野中学校校舎整備事業 【教委・総務 課】
校舎の整備のため、基本計画を策定する。

６，８００（1,000）

・学校適正配置検討事業 【教委・総務 課】
７５０（300）
学校規模適正化の基本方針に基づき、小学校の適正配置に取り組む。

・大学・地域連携推進事業 【都市 経営 課】
７，０００(7,000)
活力のある個性豊かな地域社会の形成・発展のため、高岡市と大学（富山大学、高
岡法科大学）とが相互の緊密な連携と協力により、地域の課題をテーマとした研究に取
り組む。

・「高岡再発見」プログラム事業 【学校 教育 課】
１，８００（2,000）
小学生が歴史的風致やものづくりについての理解を深め、郷土を愛する心をはぐく
むため、歴史の薫る街並みや建造物、祭りなどを巡るスタンプラリーを行う。
H25：上級者向けプラチナコース（仮称）の設定

・‘I LOVE TAKAOKA’プログラム事業 【教育センター】
７７９（3,440）
小中学生が郷土高岡を英語で発信するコミュニケーション能力を身につけるため、
英語フレンドシップの開催や英語教材（カルタ等）の作成を行う。

21

（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】
４００(400）
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。

※公民館の耐震化 【生涯学 習課】

｛100,135｝(5,402）

平成 24 年度国の補正予算（3 月補正） 事業費：100,135
耐震補強に関する部分については、国補正予算を活用する。
耐震補強設計
守山公民館
耐震補強工事及び一部改修
西部公民館、二塚公民館

※【新】青年の家耐震化事業費 【生涯 学習 課】
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
青年の家の耐震補強設計業務委託

・生涯学習センター事業費 【生涯 学習 課】
講座開設事業
ホール公演事業（一部後掲）

｛6,232｝
事業費：6,232

８，９９２（9,256）
2,596
6,396

・図書購入費 【中 央図 書 館】

３０，０００（30,000）

・子ども元気活動支援推進事業 【生涯 学習 課】
４，６２６（4,636）
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。

・淵ヶ谷地域交流施設整備事業 【福岡 教育 行政 センター】
４１，８６３（2,300）
淵ヶ谷小学校及び併設施設を地域コミュニティと地域振興の拠点となる施設として
整備するため、既存施設（体育館除く。）の解体及び実施設計を行う。
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（３）心にうるおいをもたらす地域文化の振興

・歴史まちづくり推進事業 【都市計 画課】
３６２（565）
歴 史 都 市 を推 進 するため、高 岡 市 歴 史 まちづくり計 画 方 針 に基 づく関 連 施 策 の連
携、進捗管理及び市民まちづくり活動の支援を行う。

・まちなか歴史資産魅力向上事業 【文化財 課】
２６，８６５（10,500）
市内に点在する歴史資産の魅力向上のため、鋳物資料の調査・整備や歴史的風致
形成建造物の修理に対する補助などを行う。

・御車山会館建設事業 【観光交流 課】 〔再掲〕
１２５，９４０{1,833,650}（47,427）
観光や高 岡の祭文 化 伝承の拠 点、地 域の交流 施 設となる「高 岡 御車 山 会 館」の建
設工事に着手する。（平成２４年度～平成２６年度継続事業）
継続費（予定額） 2,462,455（Ｈ24：1,652,364、Ｈ25：0、Ｈ26：810,091）
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正）
事業費：1,707,710
御車山会館建設工事（建築主体、電気設備、機械設備、展示）

・平成の御車山制作事業 【観光交 流課】 〔再掲〕
１５，６００（13,489）
高岡の伝統技術の粋を集めた「平成の御車山」の本格的な制作作業に着手する。

・文化財管理事業 【文 化 財課】
高岡御車山保存修理
17,000
（通町車輪、小馬出町本座衣装の修理）

６２，２６３（60,692）

・新たな芸術・文化創造推進事業 【都市経 営課 】
１，１０４（4,750）
有識者からなる懇話会を開催し、「文化・創造都市高岡」の実現について検討する。

・高岡市民文化振興事業団補助事業 【生涯 学習 課】
１８，４１８（23,218）
文化振興事業 （高岡市芸術祭）
万葉歴史館補助事業 （資料収集・調査研究事業、【新】入江泰吉展）
美術館補助事業 （日本伝統工芸富山展、【新】岸田劉生の軌跡展、【新】ドラえもんの科学み
らい展など）

市民会館補助事業 （【新】キッズ・パフォーマンスたかおか、10 才のファーストコンサート、【新】
ホール活性化特別事業、【新】オーケストラ・アンサンブル金沢高岡定期公演オペラ「滝の白糸」、
劇団四季「こころの劇場」など）

ミュゼふくおかカメラ館事業 （企画写真展示事業 柳木昭信、鍵井靖章ほか）
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・【拡】高岡万葉遊楽宴開催事業 【生涯 学習 課】 〔一部再掲〕
２４，１０７（9,624）
「万葉」をテーマに、上質な文化芸術鑑賞事業を実施し、文化創造空間を構築する
ことで、万葉の香り高い高岡独自の文化を醸成し、年間を通じて「万葉のふるさと高岡」
を全国に発信する。（文化庁補助事業）

・万葉歴史館改修整備事業 【生涯 学習 課】
図書室・特別収蔵庫の増築及び改修のため、実施設計を行う。

５，７００（2,500）

・【新】佐渡家資料調査事業 【生涯 学習 課】
佐渡家に保管されている資料の調査及び台帳整備を行う。

・重要伝統的建造物群保存地区整備事業 【文 化財 課】 〔再掲〕
山町筋 建造物 修理 ３件
金屋町 建造物 修理 ４件 修景 １件

・前田家関連史跡調査事業 【文化 財課】
高岡城関連シンポジウムの開催
前田利長墓所整備
守山城跡詳細調査

３１，８９８

４５，２０２（31,402）

７，９７６（10,915）

・文化財保存事業 【文 化 財課】
勝興寺保存修理
勝興寺保存修理事業補助
（第Ⅱ期 大広間及び式台他を保存修理する。）
財団法人勝興寺文化財保存・活用事業団運営助成
勝興寺県指定工芸品保存修理事業補助
瑞龍寺保存修理
瑞龍寺保存修理事業補助

３１，５３５（34,698）
18,000
5,662

7,200

こけら

（南西・南東回廊の 杮 葺き替え ほか）

・世界文化遺産登録推進事業 【文化財 課】
２，５４２（2,542）
世界文化遺産登録の継続的な市民運動を進めるため、「近世高岡の文化遺産を愛
する会」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、市民フォーラムの開催などを行う。

・【新】西山歴史街道整備事業 【文化財 課】
２，０００
西山丘陵（福岡町上野～守山）について、「西山歴史街道」というコンセプトのもと、
モデル地区を選定し整備を進めていく。
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・市内町並み保存対策事業 【文化 財課】
金屋町重伝建地区解説看板設置

１，０１９（4,846）

・【拡】旧町名復活支援事業 【市民 協働 課】
８００（700）
旧町名復活に関する支援として、旧町名地図を整備するとともに、推進団体の取組
みに対して支援を行う。

（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

・選手育成強化事業 【体育 保健 課】
ジュニア選手育成強化
5,600

１５，７５４（15,300）
全国大会開催及び派遣補助
10,154

・学校体育施設開放事業 【体育保 健課】

８，２２８（8,528）

・高岡西部総合公園整備事業 【体育保 健課】
５９５，９３０｛3,120,930｝（1,514,070）
野球場の建設、公園整備工事、関連道路改良工事等を行う。
継続費〔野球場建設〕 2,616,000（H24：2,057,000、H25：128,000、H26：431,000）
平成 24 年度国の補正予算（3 月補正） 事業費：2,525,000
国の補正予算を活用し、野球場、公園整備等の前倒しを行う。

・（仮称）高岡市市民交流スポーツ広場整備事業 【体育 保健 課】
５６０，２６４（406,950）
（仮称）高岡市市民交流スポーツ広場の屋内施設新築工事及びパークゴルフ場整
備工事等を行う。
継続費〔屋内施設建設〕 735,914 （H24：292,656、H25：443,258）

・グラウンドゴルフ場整備事業 【体育保 健課】
２７２，１７６（17,068）
岩坪地内でのグラウンドゴルフ場整備のため、用地取得及び造成工事を行う。

・【新】福岡グラウンド整備事業 【福岡 教育 行政 センター】
福岡グラウンド整備のため、基本設計及び実施設計を行う。

・【新】総合体育館整備調査 【体育 保健 課】
総合体育館の建設に向けた基礎調査を行う。
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１０，０００

１，０００

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

・ポストインキュベーション支援事業 【産業 企画 課】

２，０００（2,000）

意欲ある起業者のステップアップを支援するため、創業者支援センター、SOHO 事業
者支 援オフィスで業 務 を行う者が、市 内で工 場やオフィスを新たに取得・賃 借し、事 業
拡大を図る場合に、改修費用を助成する。

・新分野開拓チャレンジ事業 【産業企 画課】
７，３１５（7,040）
新技術・新製品開発や見本市出展などを行う中小企業を支援する。また、新商品を
市が率先して活用し、意見をフィードバックしながら販路開拓・さらなる新商品開発につ
なげる。
新技術・新製品開発等支援補助金
見本市等出展事業補助金（国内・海外）
農商工等連携事業補助金
成長産業人材育成事業研修費補助金
【新】新商品チャレンジ発注制度（仮称）

・【新】中小企業等海外販路開拓支援事業 【産 業企 画課】
１，０００
市内中小企業等の海外販路開拓を支援するため、日本貿易振興機構（ジェトロ）富
山貿易情報センターと連携した事業を実施する。
・ものづくり研究開発支援事業 【産業企 画課】
３，０５３（3,053）
市内中小企業の先端分野での研究開発を支援するため、富山県ものづくり研究開
発センターの入居企業に賃料補助するとともに、当センターでの研究事業活動・管理
運営費に対する助成を行う。
・新クラフト産業・デザイン育成支援事業 【デザイン・工芸センター】 〔再掲〕
１，０３２（1,350）
高岡のものづくり力をＰＲするため、これまでユニバーサルデザイン、エコデザインをテ
ーマに研究を進めてきた技術や素材を使用した商品開発を推進する。
・クラフトマン・デザイナー育成支援事業 【デザイン・工芸センター】
７９６（812）
作り手の意識の高揚と新商品開発・販路開拓の活性化を促すため、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する他、デザインセミナーを開催す
る。

・次世代クリエイター工房開設支援事業 【産業 企画 課】
２，０００（2,000）
伝統産業技術者、デザイナーなど次世代を担うクリエイターの自立・活動を支援する
ため、空き家・空き店舗等を活用して創業する工房（作業場）に対し、改修費等の助成
を行う。
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・伝統工芸産業希少技術継承事業 【デザイン・工芸センター】
３，６００（1,800）
伝統工芸産業の希少技術の継承・確保を目的に、意欲のある若手技術者及び育成
者に奨励金を交付し、技術者の創業・自立・定住を促す。

・伝統工芸産業技術者養成スクール事業 【デザイン・工芸センター】
３，０４７（5,553）
伝統工芸産業の後継者育成と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、修理技術コースにおいて御車山をはじめとする祭屋台の修理技術習
得を目指す。また、工房・工場などを受講生が赴くインターンシップを実施し、就業意識
の高揚を図る。

・文化財等修理事業費補助金 【産業企 画課】
１，８８０（2,080）
伝統工芸技術者の育成・確保、技術の向上・継承を図るため、高岡御車山をはじめ
とする文化財等の保存修理を行う。

・文化財等修理機能充実事業 【産業企 画課】
１，１２５（2,950）
伝統工芸技術の継承のため、文化財の修理工程の記録保存、職人技の伝承資料
の作成及びデータベース化を行う。

・企業立地推進事業 【産業 企画 課】
６，２９０（6,691）
優良企業を誘致し、産業活性化を図るため、企業訪問や関係機関との情報交換、
異業種交流展示会への出展、企業立地セミナーへの参加、ダイレクトメールの送信等
を積極的に行う。

・空き工場等有効活用促進事業 【産業 企画 課】
３，０００（4,000）
企業立地に係る多種多様なニーズに迅速に対応するため、市内の空き工場等の遊
休事業用資産の情報を収集し、情報提供を行う。

・【新】企業誘致強化期間（Ｈ２５～Ｈ２７）【産業 企画 課】
２５４，１６０（191,873）
工業の振興と雇用機会拡大を図るため、工場等の新・増設や新規雇用に対して助
成する。平成２５年度から３カ年を「企業誘致強化期間」と位置づけ、市内に初進出する
企業を対象に立地助成金を拡充する。
また、企業立地促進資金の融資を受けた中小企業者が支払う利子の１％相当額を
補給する。
企業立地助成金 252,260 【新】企業立地促進資金利子補給金 1,900

・デザイン情報誌発行事業 【デザイン・工芸センター】
１，３９０（1,474）
高岡市の産業・デザイン・工芸の魅力を広く発信するため、地場産業、新技術、新商
品の動きなどを発信していく情報誌を作成する。
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・地場産業対策事業 【産業 企画 課】
１６，０５１（15,271）
地場産業やデザイン事業の振興と発展を図るため、「工芸都市高岡クラフトコンペ」な
どのイベントや地場産業団体を支援する。

･ 緊急雇用創出事業 【商業 雇用 課】

１２９，４９９(400,236)
雇用情勢が厳しい中で離職した失業者等の雇用機会を創出するため、緊急雇用創
出事業（重点分野雇用創出、震災等緊急雇用対応）を行う。
予定雇用者数 ３４人

・若年者人材確保推進事業 【商業 雇用 課】
１，１５０（1,150）
若年者の職業的自立を目的として、ニート等の若者を支援する高岡地域若者サポー
トステーションの活動を支援する。また、新社会人の職業意識の啓発等を図る「新しく就
職した若人のつどい」を開催する。

・勤労者への制度融資の充実 【商業 雇用 課】
１２３，１００（123,100）
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。

・【新】職業訓練センター耐震補強工事 【商業 雇用 課】

５，３５７

耐震診断の結果を基に、耐震補強工事を実施するもの。
・中小企業金融の充実 【産業企画 課】
４，２２５，９８３（4,642,935）
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
1,200,000 融資枠 ６倍協調
小口借換資金
420,000
〃
６倍協調
中小企業振興資金
410,000
〃
４倍協調
景気対応緊急資金
900,000
〃
４倍協調
商工業活性化資金
440,000
〃
４倍協調
ものづくり支援資金
80,000
〃
４倍協調
中小企業緊急経営基盤改善資金
259,000
〃
４倍協調
創業者支援資金
77,000
〃
４倍協調
企業立地促進資金
240,000
〃
４倍協調
中小企業季節融資
45,000
〃
４倍協調
預託金合計
4,071,000
融資枠合計
【19,524,000】
商工組合中央金庫預託金
10,000
その他保証料補給等
144,983

・【新】菅笠保全対策事業 【地域振 興課】
６，０００
菅栽培者や製作技術者の後継者育成のため、菅笠保全対策会議、菅笠製作技術
後継者育成事業などを行う。
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（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】
２，７０３（2,697）
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、新たに第 2 次食
育推進計画を策定する。
地場野菜等活用推進事業
900
栄養改善事業 1,315
学校給食指導費（高岡市学校給食会運営補助金）
288
第２次食育推進計画
200

・高岡食ブランド活性化事業 【観光交 流課】 〔再掲〕
４，１００(4,100)
高岡の食のブランド化を図るため、観光魅力向上の一環として取り組まれている「高
岡昆布飯」のさらなる普及と新しい食の名物づくりの取組みを支援する。また、食のイベ
ントによる町おこし事業「飛越能・食の祭典 inTAKAOKA」に対して助成する。

・【拡】農業後継者対策特別事業 【農業 水産 課】
４，８３８（500）
農業後継者の確保を図るため、経営が不安定になりがちな就農初期段階の青年就
農者に対する助成を行うほか、就農研修資金を利用した認定就農者への償還助成な
どを行う。

・６次産業化推進事業 【農業水産 課】
５００（500）
地域農作物の付加価値向上や販売力の強化を図るため、高岡産農産物の生産＋
加工＋販売・サービスを一体的に行う６次産業化を推進する。

・野菜生産振興事業 【農業 水産 課】
生産・供給拡大のための設備導入を支援する。

１０，７５０(9,700)

・水田利活用対策事業 【農業水産 課】
４３，１６４（41,000）
食料自給率向上に対応した収益性の高い水田農業を推進するため、水田の高度利
用促進、園芸作物等の特産振興及び輸出用米の生産に対して支援する。
また、米・麦・大豆の品質向上のため、良質な農作物の出荷・販売や、土づくりの促
進を図る農家、生産団体に対して支援する。

・農業経営体育成事業 【農業水産 課】
４，５００（11,600）
認定農業者の経営体質強化のため、大型農業機械等の導入に対して助成する。

・農地・水保全管理支払交付金事業 【農地 林務 課】
３２，１３１（27,199）
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の管
理保全のための活動と農業用水等の長寿命化のための補修更新の活動を支援する。
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・林道整備事業 【農地 林 務課】
６９，１３０（70,320）
団体営林道事業（五位小野線、花尾尾崎線、元取山線） 56,610
県単林道整備事業（４路線）
12,520

・農業土木事業 【農地 林 務課】
補助事業 35,200 県単独事業 14,800

９２，０００（105,900）
市単独事業 42,000

・緑のふるさと協力隊事業 【農業 水産 課】
２，５１８（2,502）
地域活性化と担い手育成を図るため、都市出身の若者が五位山地域の集落に定住
し、里山の魅力発信及び里山保全活動を行う。

・水と緑の森づくり事業 【農地林務 課】
９，１１６（6,680）
里山の竹林、自然林の間伐、立ち枯れしたカシノナガキクイムシ被害木の伐倒処理
を行う。また、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
樹の混交林への誘導を図る。

・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ため、海岸や河川における魚介の増殖を助成す
る。

（３）にぎわいあふれる商業の振興

・中心商店街賑わい回帰支援事業 【商業雇 用課 】
２２，０００（27,467）
中心商店街の賑わい創出を図るため、メルヘン広場を活用し、御旅屋セリオ・御旅屋
通り商店街等が連携した様々なイベントを開催する。

・金屋町楽市開催事業 【商業雇用 課】
４，５００（3,500）
金屋町を拠点とした中心市街地の賑わい創出を図るため、産学官が連携し、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
「金屋町楽市」を開催する。

・中心市街地賑わい創出開業等支援事業 【商 業雇 用課】
６，８３５（18,214）
中心市街地における開業を促進するため、中心市街地活性化基本計画に基づき、
開業支援・不動産流動化支援を行う。
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・観光地魅力アップ開業等支援事業 【商業 雇用 課】
１，３３１（2,299）
北陸新幹線の開業に向けて、市内観光地への飲食・物販施設の誘導を図るため、
家賃、改装や修繕、不動産取得に対する支援を行う。空き店舗だけでなく、空き家・一
般住宅での開業も補助対象とする。

・【新】まちなか回遊性促進事業 【商業 雇用 課】
６，５００
中心市街地における回遊性及びおもてなし力の向上を図るため、ボランティアスタッ
フによる「たかまち街中キャスト」を組織し、ガイド・清掃・レンタルサイクルの管理等を担
う。

・中心市街地活性化基本計画推進事業 【商業 雇用 課】
６８５（700）
第 2 期中心市街地活性化基本計画に掲げる事業の推進を図るため、中心市街地
活性化に関する情報交換・調査研究を行うともに、商店街の後継者問題などの諸課題
について検討を進める。

・空き店舗における開業支援事業 【商業雇 用課 】
８００（800）
商店街の活性化を図るため、商店街が自ら取り組む空き店舗対策事業に対する支
援を行う。

・中心市街地活性化推進事業 【商業雇 用課】
１８，９２２（17,145）
中心市街地活性化のため、TMO が実施する事業に対する支援を行う。また、新たに
空き店舗をチャレンジショップとして活用することで、新規出店を後押しする。
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事業補助 300
まちなか情報発信事業補助 620 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 元気商業者・事業者への支援事業補助 50
わくわくメルヘンランド事業補助 1,000 つくりもん市開催事業補助 200
中心市街地商店街活性化推進事業（七夕・なべ祭り等の協賛事業への助成）5,300
【新】【拡】まちなか魅力アップ事業費 2,323

・たかまちプロムナード事業 【商業 雇用 課】 〔再掲〕
３，０００（2,000）
ＪＲ高岡駅～末広町通り～御旅屋通り～高岡大仏前のにぎわいと魅力創出を図る
ため、地元商店街などが取り組むイベント等パイロット事業を支援する。

・たかおか未来ＷＥＢ商店街開設事業 【商業 雇用 課】
２，０００（3,000）
商業の振興と「高岡」の発信を図るため、インターネット販売サイトに、ウェブ商店街を
開設する取り組みを支援する。

・プレミアム付商品券発行支援事業 【商業 雇用 課】
９，９９３（9,993）
市内の消費拡大と地域経済の活性化を図るため、高岡市商店街連盟及び高岡市
商工会のプレミアム（10％）付商品券発行事業を支援する。
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・【新】（協組）高岡市商店街連盟創立 30 周年記念支援事業費 【商業 雇用 課】
１，５００
地域商業の振興を図るため、創立 30 周年を迎える協同組合高岡市商店街連盟が
実施する記念事業を支援する。

・商工団体事業助成 【商業 雇用 課】
３６，２３９（37,068）
地元商工業者等の振興と安定を図る事業を展開する商工団体の取り組みを支援す
る。
高岡商工会議所
5,800
高岡市商工会
29,800 など

・オタヤ開発㈱貸付金 【商業 雇用 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㈱の経営健全化を図るため、同社への
経営資金の貸付を行う。

・【新】駐車場改修 【駐 車 場特 別会 計】
御旅屋駐車場
外壁・漏電工事
駐車場外壁タイル修繕工事

１０４，１６０
90,000
2,200

高岡中央駐車場
外壁アルミパンチングメタルフレーム取付工事 9,000
防水修繕
2,500
台数監視盤タッチパネル取換え修繕 460
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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

・男女平等・共同参画推進事業 【男女 平等・共 同 参画 課】
２４，３５８（23,983）
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、情報誌の発行等を行う。
また、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」を推進するため、平成 25 年度は基
調講演や推進事業所を表彰するシンポジウムを開催する。

･戸出・伏木地区コミュニティ施設整備事業 【市民 協働 課】
３８９，３８２（758,671）
戸出地区、伏木地区のコミュニティ施設を建設する。
戸出地区コミュニティ施設
・継続費総額 857,504（H24：498,194、H25：359,310）
・施設概要：鉄筋コンクリート（一部鉄骨）造２階建、延床面積約 2,791 ㎡
（１階：約 1,832 ㎡、２階：約 959 ㎡）
（伏木地区コミュニティ施設は、実施設計中）

・【新】地域振興施設整備事業補助金 【地域 安全 課】
５５，０００
戸出西部金屋自治会及び新西部金屋自治会から要望のあった（仮称）西部金屋交
流センターの整備に対し、補助をする。

・【新】ふくおか山村元気創出事業 【地域振 興課 】
１，２０２
中山間地域の高齢化による様々な課題を解消するため、集落支援員を活用した集
落支援事業をモデル的に実施する。

・市民によるまちづくり支援事業 【市民 協働 課・商 業雇 用課・農地 林務 課】
４，６７１（5,380）
市民と行政の協働ルールの周知や協働意識の啓発を行うとともに、市民が提案する
まちづくり事業を支援する。
提案制度協働事業
1,313
高岡ねがいみち駅伝事業
里山とココロの育成事業
「元気高岡」市民まちづくり事業
3,000

・市民活動支援事業 【市民 協働 課】
１，４０４（1,452）
協働を進めるための講座を開催するとともに、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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・【拡】アクティブシニア構想推進事業 【都市 経営 課】
３，５００（1,808）
シニア世代の豊かな経験、知識をまちづくり等に活かすとともに、地域の中でシニア
世代が能動的・活動的に暮らすことで、地域社会全体の活力の向上につながるよう、活
動を始めるきっかけとなる事業やセミナーの開催などを行う。

・【新】若者交流活動推進事業 【都市経 営課】
１，０００
若者世代の柔軟で斬新なひらめきや発想をまちづくりに活かすため、企画・提案から
実施・実現に向けて支援する。

・広聴事業 【広報 統計 課】
４６７（688）
ふれあいトークや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。

（２）健全で質の高い行財政システムの構築

・電子入札制度運営事業 【契約検 査課】
１０，３６４（23,323）
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ため、建設工事及
び建設コンサルタント業務等の電子入札を行う。

・地方税電子化事業 【納税 課】
３２，２２７（37,651）
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及
び確定申告書の国税連携を実施する。

・口座振替推進事業 【納税 課】
２，８３４（7,000）
市税収納率の向上を図るため、新たに金融機関の窓口において、来店した納税義
務者に対し口座振替制度の利用にかかる説明及び勧誘を実施する。

・【新】保育料特別徴収事業 【児童 育成 課】
３，９３８
保育料の徴収をより効率的、効果的に行うため、児童手当から特別徴収できるシス
テムに改修する。
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資料№ 2
福岡地域の主要事業の実施状況【福岡地域新市建設計画】
１

平成２４年度末まで完了した事業（一部完了含む）
平成24年度
決算額（見込）

事業名（予算要求事業）

土地改良施設管理事業
（農業水利施設保全対策事業
庄頭首工補修）
【県営事業の負担金】

消
防
本
部

-

五位庄用水の小矢部川取水口を整備
（総事業費 139,000千円）

-

-

農業用用水路の整備（総事業費2,205,676千円）
L=6,470ｍ

-

-

事業の概要
(平成24年4月当初)

事業の概要
(平成24年度末)

事業の概要
(平成25年４月当初)

－

－

－

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）

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）

ー

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。

県単独農業農村整備事業

大滝工業団地造成事業

事
業
の
概

事業の概要

-

五位

農業生産基盤整備事業
（かんがい排水）
【県営事業の負担金】
産
業
振
興
部

平成25年度
当初予算額

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）：Ａ区画10,000㎡、Ｂ区画約7,458.86㎡、Ｃ区画1,537.79㎡

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)
↓（平成25年3月～）
分譲価格:15,900円/㎡(約52,600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

－

－

－

福岡消防署移転改築（Ｈ18～Ｈ19）

消防水利整備事業

-

-

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
ー
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）

－

－

－

平成21年度

9,240

-

老朽化した消防ポンプ自動車及び救急自動車等を更新して消防力の充実強化を図るもの

－

電源立地地域対策交付金事業
（H18山王分団車、H20赤丸分団車、H22大滝
分団車）

-

-

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

－

事業完了（Ｈ21）

・五位山分団車更新

ー

－

・五位山分団車更新
H24.5.25 契約済
H24.10.25 事業完了

－

立地企業の誘致活動を継続中

公営住宅建替事業

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）

幼保一元化施設整備事業(福岡中
央）

-

-

-

-

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。

－

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
ー
整備を行った。

－

－

－

下向田地内に設置完了

－

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）

－

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
（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
（渡り廊下）

建
設
部

41㎡

25㎡

-

-

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。
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

-

-

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

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

－

－

－

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

-

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

-

-

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㎡

9,493

1,000

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設改修
事業

中山間地域総合整備事業
（農村公園等）

-

ー

行
政
セ
ン
タ

事業完了（Ｈ18）

1,000

まちづくり総合支援事業(魅力ある
地域環境整備事業等）

教
育
委
員
会

考

253

消防設備整備事業
（消防ポンプ車等）

立地企業の誘致活動

"立地企業の誘致活動
平成25年３月
２区画（11,537.79㎡）分譲
分譲率60.7％"

備

小計
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ー

1

－

－

－

－

－

－

・プールリニューアルオープニングセレモ
ニー
（平成23年10月23日）
・プール供用開始（平成23年10月25日）

平成20年11月から福岡教育行政センターで管
理運営

資料№ 2
２

継続中の事業

事業名（予算要求事業）

平成24年度
決算額（見込）

平成25年度
当初予算額

団体営林道事業
（道整備交付金）

27,601

17,400

団体営林道事業
（地域自主戦略交付金）

13,509

9,000

-

30,000

団体営林道事業
（森林整備・林業再生基金）

県単独農業土木事業費
農業体質強化基盤整備促進事業費
（戦略作物生産拡大関連基盤緊急整
備事業）

産
業
振
興
部

市単独農業土木事業費

農業生産基盤整備事業
（経営体育成）
【県営事業の負担金】

63,596

32,742

6,600

44,900

34,600

1,650

事
業
の
概
林
・林道五位小野線は未舗装のままで路面洗掘が激しく、又、一部幅員が狭いので改良舗装整備 道
を行う。
五
平成22年度 改良 L=502ｍ
位
平成23年度～25年度 舗装 L=2,702ｍ
小
野
事業の概要

・林道花尾尾崎線は開設した後、路面洗掘が激しく、走行に支障をきたしているので舗装を行
ー
う。
平成24年度～27年度 舗装 L=1,950ｍ

事業の概要
(平成24年4月当初)

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。

【赤丸地区】
農業用用排水路整備 L=17,705m
(総事業費 668,000千円)
【江尻地区】
区画整理（ほ場整備）25.1ha
暗渠排水11.6ha 客土13.2ha
（総事業費 476,000千円）

道路

L=1,480m

林道五位小野線舗装工事
L＝1,050ｍ 27,600千円

林道五位小野線舗装工事
L＝1,050ｍ 27,600千円

林道花尾尾崎線舗装工事
L＝420ｍ 13,500千円

林道花尾尾崎線舗装工事
L＝850ｍ 30,000千円

・林業専用道元取山線は、効率的な林業施業の推進と木材搬出のため、林道規格相当の作業道
を整備する。

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。

事業の概要
(平成24年度末)

－

－

加茂地区用水路改良工事
大滝地区用水路改良工事
矢部地区用水路改良工事
下向田地区用水路改良工事
一歩二歩地区用水路改良工事

加茂地区用水路改良工事 100％完了
大滝地区用水路改良工事 100％完了
矢部地区用水路改良工事100％完了
下向田地区用水路改良工事100％完
了
二歩地区用水路改良工事100％完了

本領地内用水路改良工事
上蓑地内用水路改良工事

本領地内用水路改良工事 100％完
了
上蓑地内用水路改良工事 100％完
了

・赤丸地区
農業用用排水路整備L=1,545m
（県事業費40,000千円）

・赤丸地区
農業用用排水路整備L=1,545m
（県事業費27,000千円）

・江尻地区
ほ場整備A=0.2ha
（県事業費50,000千円）

・江尻地区
ほ場整備A=0.2ha
（県事業費33,000千円）

・林道五位小野線改良工事
規

新

・林道小野八谷線舗装工事
続

継

・林道山川線舗装工事
続

継

・林道五位小野線改良工事

・道路拡幅、改良、舗装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。
県単林道整備事業

7,871

12,500

・林道小野八谷線舗装工事

事業の概要
(平成25年４月当初)

生
活
環
境
部

合併処理浄化槽設置整備事業

12,240

8,990

9,000

8,539

亀川底部改修整備（３割を補助）

亀川底部改修整備L=318m

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。

5人槽
7人槽
*2基
10人槽

旧福岡352千円×２基
旧福岡441千円×３基
＋旧福岡(山間部)494千円

林道花尾尾崎線舗装工事
L＝450ｍ 9.000千円

林業専用道元取山線改良工事
L=1300m
30.000千円

大滝地区用水路改良工事

加茂地内用水路改良工事
上蓑地内用水路改良工事
一歩二歩地内用水路改良工事
沢川地内法面改良工事

・赤丸地区完了
・県事業費のうち、市の負担は11％
・江尻地区
ほ場整備A=0.2ha
（県事業費15,000千円）

・林道五位小野線改良工事
・林道上野２号線改良工事
・林道小野八谷線舗装工事
・林道山川線舗装工事

16,393

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

亀川底部改修整備L=318m

亀川底部改修整備

H24年度末現在
合計22基(8,990千円)
（内訳）
旧福岡町分
5人槽*3基*352千円

7人槽 旧福岡（山間部）494
千円×２基

旧福岡558千円*1基

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。

右記施設の建設に係る負担金
を、継続して補助する。

老人保健施設建設助成事業
福
祉
保
健
部

身体障害者施設等整備事業
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1,822

1,815

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）

2

施設建設に係る負担金を、継続
して補助する。
セーナ苑 170,000円 ・・H31
年度
マーシ苑 673,263円 ・・H35
年度
花椿
979,177円 ・・H32
年度

"施設建設に係る負担金を補助す
る。
セーナー苑
170,000円
マーシ苑
673,263円
花椿
979,177円"

・林道五位小野線改良工事 4.500千円
・林道上野２号線改良工事1.000千円
・林道小野八谷線舗装工事3,500千円
・林道山川線舗装工事

特別養護老人ホーム等施設整備事業

16,405

考

林道五位小野線舗装工事
L＝611ｍ 17,400千円

・林道山川線舗装工事

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)

備

施設建設に係る負担金を継続
して補助する。
セーナー苑
170,000円
（H31年度）
マーシ苑
665,742円
（H35年度）
花椿
979,177円
（H32年度）
合計
1,814,919円

1,500千円

総事業費180,000千円（～Ｈ24）
亀川等（底部改修)
全体L＝2,160m 転倒ゲート1門
福岡土地改良区の事業として実施（建設部か
ら移行）
（平成25年度）
整備予定合併処理浄化槽・・・20基
（内訳）
旧高岡予定基数・・・18基
旧福岡予定基数・・・2基

小矢部清楽園、小矢部清楽園（増床）、砺波
やなぜ苑（増床）、城端きらら、城端きらら
（増床）、福岡ｱﾙﾃﾝ赤丸（増床）小矢部ほっ
とはうす千羽、小矢部ほっとはうす千羽（増
床）、小矢部健康センター、砺波庄東、砺波
庄東（増床）、砺波南部、福野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰ、井波いなみ、井波いなみ（増床）、井波
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、井口ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、上平ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰなど

セーナー苑、渓明園、マーシ苑、花椿 （Ｈ
23年度で渓明園完了）

資料№ 2
事業名（予算要求事業）

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）

・矢部石名田線H13～H19
・荒屋敷下老子線H18～H24
・福岡上蓑線H17～H23

交通安全施設整備事業
（市単独事業）

0

0

福岡島大野線安全施設設置

克雪施設整備事業

0

0

土屋馬場線他の継続地区

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

840

0

急傾斜地崩壊防止対策工事

2,543

3,500

準用河川整備事業費（市単独事業費
む）

市営住宅管理事業
（市営住宅住戸改善事業）

都市公園整備事業

99,853

113,500

0

0

617

617

事
業
の
概

事業の概要

44,300

市単独道路改良事業

都
市
整
備
部

平成25年度
当初予算額

77,461

小規模急傾斜地崩壊防止対策事業
（県補助事業）
建
設
部

平成24年度
決算額（見込）

H19完了
H22は用地・補償・歩道改築工事
H22は用地・補償・歩道改築工事

事業の概要
(平成24年4月当初)

・荒屋敷下老子線
・荒屋敷下老子線

522,787

0
(H24繰越
213,197)

教
育
委
員
会

・本領下老子線
・荒屋敷橋上町線

備

考

・荒屋敷下老子線完了（Ｈ24完成）
（Ｈ23福岡上蓑線 完了）

－

－

－

－

－

土屋馬場線外・下向田線外・荒屋敷線外・三
日市裏出線外

ー

－

－

－

小矢部川水辺プラザ整備

ー

－

ラス張工

－

上野地区

・蓑川護岸改修工事

・蓑川護岸改修工事
（ＪＲ上流600

・蓑川護岸改修工事
（ＪＲ上流600ｍ）

蓑川護岸改修工事

矢部1号線など27路線の生活道路
を整備予定

地域に密着する生活道路（市道）整備

ー

福岡地区29公園の公園管理補助金

事業の概要
(平成25年４月当初)

－

消雪施設整備

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。

工事完了

工事

－

福岡地区公園の公園管理補助金

平成23年度から繰越
工事請負費:688,936千円
・体育館改築分 633,601千円
・旧校舎・体育館解体
55,335千円

福岡小学校改築事業

事業の概要
(平成24年度末)

矢部1号線など24路線の生活道路を
整備

－

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

・体育館改築工事
請負額 524,160千円
・体育館改築電気設備工事
請負額 37,044千円
・体育館改築機械"
・体育館改築工事 完工
（H25.5）
581,049千円

蓑川

一歩二歩1号線など25路線の生
活道路を整備予定

継続 16路線・新規9路線・計25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。

－

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、２
８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

福岡地区公園の公園管理補助金

・グラウンド改修工事
予算額：99,600千円
（H24繰越）

（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
平成22年度交付実績は29公園
平成23年度交付実績は29公園
平成24年度交付実績は29公園

平成20年度
改築基本設計及び耐力度調査業務委託
平成21年度
改築実施設計業務委託

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。
・旧校舎・体育館解体 完工
(H24.7)
55,335千円
"
設備工事
請負額 19,845千円

校舎改築工事完工
平成24年１月
体育館改築工事完工
平成25年５月

・旧校舎・体育館解体 完工(H24.7)
55,335千円
"

高岡西部総合公園整備事業
（総合グラウンド整備事業）

595,930
232,792
※前年度繰越
88,501

ふくおか総合文化センター楽屋等増
築事業事業費

福岡グラウンド整備事業
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30,785

0

本市スポーツ・レクリエーションの中核拠点施設として、また、緑豊かな安らぎ空間として野球場等
をメインとする施設整備を進めることとしており、野球場の平成27年度供用開始を目指している。

○公園本体
・基盤整備（造成）
・野球場着工
・排水路整備
○周辺道路（市道立野中保線）
・用地買収
・物件移転補償
・整備工事

○公園本体
・基盤整備（造成）
・野球場着工
・排水路整備
○周辺道路（市道立野中保線）
・用地買収
・物件移転補償
・整備工事

楽屋が狭隘で使い勝手が悪いことから楽屋を増築する。また、舞台裏に出演者の溜まりスペースを設
け文化ホールの機能と利用者の利便性の向上を図る。
・設計業務委託 2,000,000円
・楽屋増築工事・外部ステージ改修工事 30,000,000円

・実施設計
・増改築工事

・設計業務委託
・楽屋の増設工事
・電気設備工事
・機械設備工事

※H24年度繰
越
2,609,847"

－

10,000

老朽化に伴い大規模な改修整備が必要であることから、基本的には学童や高齢者を対象とした野球グ
ラウンドとして近隣住民及び利用団体等との協議を行いながら改修整備を行う。

3

・基本構想の検討

1,785千円
21,326千円
5,035千円
2,639千円

・利用団体と福岡グラウンドの
改修整備について協議（サッ
カー：小学校グラウンドの利
用、ペタンク：他の施設利用
を検討、自治会：トイレの設
置を希望、野球：早期の整備
を希望）

○公園本体
・基盤整備工事(造成)
・野球場等建築工事
・土木工事(排水・電気
等)
○周辺道路
・整備工事(側溝、擁壁)

－

・整備内容について、近隣住
民や利用団体等との協議を
進める。
・基本設計
・実施設計

・高岡市スポーツ施設の整備方針(平成19年3
月)
・高岡市総合計画(平成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(平
成20年2月)
・基本計画策定（平成22年3月）

"楽屋増設、外部ステージ改修工事完工
平成25年3月"

資料№ 2
事業名（予算要求事業）

淵ケ谷地域交流施設整備事業

西山歴史街道整備事業

平成24年度
決算額（見込）

平成25年度
当初予算額

事
業
の
概

事業の概要

休校となっている淵ヶ谷小学校は、体育館を残して解体し、公民館機能を備えた地域交流や地域振興
の拠点として整備
する。

1,838

41,863

0

2,000

西山歴史街道をコンセプトに、西山丘陵（福岡町上野～守
山）において整備を進める。平成25年度は、赤丸地区をモ
デルに事業を実施する。

－

平成23年度より老朽化により休館となっていた。
平成25年度の供用開始に向け修繕する。
・施設陥没改修工事
7,000,000円
・ろ過剤及び周辺機器取替工事 8,000,000円

事業の概要
(平成24年4月当初)

事業の概要
(平成24年度末)

・利活用検討委員会を開催（3
回）し,利活用の方向性や施
設規模等を協議した。

・基本設計

－

－

・施設陥没改修工事
・ろ過剤及び周辺機器取替工事

・50ｍプールろ過"・プールサイド
修繕工事
4,452千円
・50ｍプールろ過ポンプ取替工事
1,300千円
・プール循環器取替修繕工事
8,348千円"
ポンプ取替工事施行中

教
育
委
員
会

福岡プール改修工事

福岡中央地区都市再生整備計画事業

14,100

298,297

244,397

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）

646,856

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。

・蓑川プロムナード整備事業
（測試・用地・本工事）
・福岡駅前区画道路
（本工事・補償）（再掲）
・市営駐車場整備事業
（用地・本工事）
・公営バス施設整備事業
（用地・測試）
・地域交流拠点施設の整備
（本工事H24,H25継続）
・ふくおか総合文化センター増築
事業（測試・本工事）
・事後評価分析（測試）
・地域まちづくり活動推進
（空き家･空き店舗活用事業、住
民参加型環境イベント）

・蓑川プロムナード整備事業
（測試・用地・本工事）
・福岡駅前区画道路（本工事・補
償）（再掲）
・市営駐車場整備事業
（用地・本工事）
・公営バス施設整備事業
（用地・測試）地域交流拠点施
設の整備
（本工事H24,H25継続）
・ふくおか総合文化センター増築事
業（測試・本工事）
・事後評価分析（測試）
・地域まちづくり活動推進
（空き家･空き店舗活用事業、住民
参加型環境イベント）

事業の概要
(平成25年４月当初)

備

考

・利活用検討委員会の開催
・整備スケジュール
校舎等解体工事、現況平
面図作成、地質調査、実
施設計等業務委託

・西山歴史街道散策パンフ
レットの作成
・観光用案内標識の設置
・周辺遊歩道の整備

－

・蓑川プロムナード整備事業
（本工事）
・福岡駅前区画道路（本工事・
補償）〈再掲〉
・市営駐車場整備事業
（用地・本工事）
・市営駐輪場整備（本工事）
・外国語併記看板（本工事）
・福岡体育館解体工事（本工
事）
・事後評価（測試）
・地域まちづくり活動推進
（空き家･空き店舗活用事業、
住民参加型環境イベント）

プールサイド修繕工事等完工
平成25年3月

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
H21年度 福岡中央地区都市再生整備計画策
定
H22年3月 福岡中央地区都市再生整備計画
（第１回変更）
H23年2月 福岡中央地区都市再生整備計画
（第2回変更）
H23年11月 福岡中央地区都市再生整備計画
（第3回変更）
H24年3月 福岡中央地区都市再生整備計画
（第4回変更）
H24年6月 福岡中央地区都市再生整備計画
（第5回変更）
H25年3月 福岡中央地区都市再生整備計画
（第6回変更）

ー

行
政
セ
ン
タ

福岡駅前土地区画整理事業

公営バス

0

集会所整備事業

消防
本部

690,820

分団器具置場移転改築事業
（福岡分団）

26,500

33

7,719

-

51,426

バス車両の購入、バス停・バス車庫の設置

バス停修繕

地域活動の拠点施設である集会所の修繕等を行うもの

福岡駅前土地区画整備事業に伴い福岡分団器具置場を移転改築させ、併せて地域の防災拠点として充
実強化を図るもの
（Ｈ25単年度事業）

合計

4

・蓑川護岸工事
・区画道路築造工事<再掲>
・建物補償
・関連付帯工事

防水修繕１箇所

－

・区画道路築造工事
・建物補償
・関連付帯工事
平成23年7月29日仮換地指定

公営バス１台購入
バス停修繕

実績なし

集会所修繕

小計
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・蓑川護岸工事
・区画道路築造工事<再掲>
・建物補償
・関連付帯工事(旧消防解体など)

集会所修繕

－

地質調査
実施設計
工事完了

２か所

H25.8完了予定
H25.9完了予定
H26.3完了予定

（参考）
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度

（参考）
平成18年度
平成19年度
平成21年度
箇所

バス停整備
バス車両更新
バス停整備
バス車両更新
バス停移設
バス停修繕

2箇所
1台
2箇所
1台
1箇所
4箇所

集会所下水道接続工事 1箇所
集会所修繕実績
3箇所
集会所トイレ水洗化、修繕 2

資料№3
福岡地域審議会
平成 25 年 6 月 3 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、既設福岡体育館解体後にグラウンド整備を行う。

２

これまでの取り組み状況
【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
【H24 年度】

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 5 月 17 日

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
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

３

平成 25 年度の取り組みについて
○グラウンド改修工事
工

期（予定）：平成 25 年 7 月～平成 26 年 3 月

改修面積：10,000 ㎡
【整備内容】
・陸上競技用ﾄﾗｯｸ 200m、直線 100m・80ｍ､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ
・防球ﾈｯﾄ(H=7m､L=240m)、ﾌｪﾝｽ(H=1.2m､L=60m)
・ナイター照明(H=14m､5 基)、砂場､遊具(鉄棒､雲悌､ﾌﾞﾗﾝｺ､ｼﾞｬﾝｸﾞｼﾞﾑ等)
・通学プロムナード(無散水､ｶﾗｰ舗装)

４

平成 25 年度予算額（グラウンド改修工事）
99,600 千円(平成 24 年度繰越)

福 岡 地 域 審 議 会

資料

№４
平 成 25 年 6 月 3 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
高岡西部総合公園は、緑豊かな市民の安らぎ空間の創出を図るとともに、本市西部地
域における防災拠点施設として、また、野球場や多目的広場等を備えたスポーツ・レク
リエーションの中核拠点施設として、平成 26 年度完成を目指し整備するもの。

野球場

多目的広場
ジョギングコース
駐車場

施 設 の 概 要
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、屋内練習場
軟式野球やソフトボール等に使用できる芝生広場
健康、体力づくりを目的としたジョギングコースの整備
約 500 台

２ これまでの取り組み状況
平成 21 年度
基本計画、地元事業説明、用地交渉、関係機関との調整（国・県・JR 等）
平成 22 年度
基本設計、埋蔵文化財試掘調査、用地取得、物件移転補償
平成 23 年度
実施設計、周辺道路改良（用地交渉、測量設計、埋文試掘調査等）
盛土工事の先行着手（公共工事発生土の活用）
平成 24 年度
基盤整備工事（敷地造成）、JR 線側擁壁工事、排水路暗渠化工事
周辺道路改良（用地買収、物件移転補償）
野球場新築工事安全祈願祭

３

今後の取り組みについて
Ｈ24 年度

Ｈ25 年度

Ｈ26 年度

Ｈ27 年度

野球場建築工事
芝養生等

供用開始予定

公園土木工事

○公園本体
・基盤整備工事 ・野球場建築工事 ・公園土木工事（排水・給水・電気設備等）
○周辺道路
・道路整備工事（側溝、擁壁）

４

平成 25 年度予算額（当初）
595,930 千円
※当初予算額とは別に、H24 年度から H25 年度への繰越予算が 2,609,847 千円

