
第８回福岡地域審議会次第 

 

と き：平成20年6月6日(金)午後3時 

                   ところ：福岡庁舎4階会議室 

 

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14号 平成20年度当初予算（高岡市全体）・・・・・・・・資料№１ 

       

報告第15号 平成20年度主要事業（福岡地域新市建設計画）・・・資料№２ 

          

(2) 審議事項   

審議項目第9号 福岡地域における主要事業の進捗状況について 

① 幼保一元化施設整備事業               ・・・・・・資料№３ 

    

② 総合グラウンド整備事業            ・・・・・・資料№４ 

    

③ 福岡駅前周辺のまちづくり         ・・・・・・・資料№5-1,5-2 

    

④ 大滝工業団地造成事業             ・・・・・・資料№６ 

    

⑤ 山村振興計画               ・・・・・・資料№７ 

        

⑥ 西明寺パークゴルフ場整備事業       ・・・・・・資料№８ 

        

    ⑦ 福岡地域の高岡開町400年記念事業     ・・・・・・資料№９ 

        

(3) その他 

 

５ 閉会 
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平成 20 年度高岡市予算の 

性格と重点化項目 

 

１ 予算の性格 

 

新たな交流の扉を開く、「高岡らしさ」の創造に向けた予算 

 

これからの 15 年は、東海北陸自動車道の全線開通、北陸新幹線の開業などを契機に飛越能

86 万人が交流し、周辺市町村がともに豊かさを享受できるような、新たな時代の扉を開く大

きなチャンスの時です。 

高岡市は、新総合計画の元であらたな飛躍を目指してスタートをきりました。本年は高岡

開町４００年に向けた“ステップの年”と位置づけ、引き続き、魅力あふれる「豊富な歴史・

文化的資産」、「ものづくりの伝統」を磨き、活かすとともに、まちなか再生、産業振興、子

育て支援、教育・医療・福祉の充実、文化・スポーツの振興に努めます。 

18 万市民が協働し、「高岡らしさ」の創造と、「水・みどり・人 光り輝く躍動のまち 高

岡」の実現に踏み出す予算です。 

 

２ 重点的に配慮した３つの柱 

 

予算編成にあたっては、これまで取り組んできた諸事業に加え、タウンミーティングや総

合計画策定の過程などで市民の皆様からいただいたご意見も踏まえ、「行きたいまち」「住み

たいまち」「みんなでつくるまち」に関する施策・事業の充実を図りました。 

 

「行きたいまち」 ～優れた伝統文化とものづくりの技が息づく、ふれあいと交流のまち～ 

世界文化遺産登録に向けた取り組み等を通した「歴史に出会える」まちづくり、東海北

陸自動車道の全線開通を活かした都市間交流や広域観光の推進、ものづくりを支える産業

基盤の整備を進める予算を重点化 

「住みたいまち」 ～まちなかがにぎわい、子どもたちが元気で健やかに育つまち～  

まちなかの賑わいの再生、優れた景観や生活環境の保全、安全・安心な市民生活を確保

する防災・防犯対策、福祉・健康・医療の充実、子どもたちが健やかに育つ教育環境の充

実、子育て支援などに関連する予算を重点化 

「みんなでつくるまち」 ～みんなで考え・みんなでつくる・みんなのまち～  

新市の一体化をさらに推進するとともに、平成 21 年の開町 400 年を契機に、18 万市民

が新たなまちづくりに向け共に考え、共に取り組む一方、情報技術を活かした行政事務の

効率化を進める予算を重点化 
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１ 飛越能８６万人のふれあいと交流のまち 

★ 交流の基盤づくり 

高岡駅及び新幹線新駅周辺を、飛越能の玄関

口にふさわしい都市整備を進め、人、もの、文

化の交流拡大を図ります。 

【単位：千円、○Ｎ ：新規事業、（ ）：前年当初予算の額】 

 

・北陸自動車道新 IC 設置調査事業               ９，９５０（600）   

北陸自動車道の庄川左岸地区での新ｽﾏｰﾄ IC 設置の社会実験実現に向け、関係機関などと協議を進める 

・北陸新幹線対策事業費                  ２０４，０８４（84,232） 

新駅周辺基本設計、城端線新駅概略検討、周辺市道の設計・市道改良、関連用排水路改良 等 

・高岡駅周辺地区整備推進事業             １,０７３，０６９（483,820） 

氷見線移設撤去、橋上駅舎整備、JR 貨物用地整地工事 等 

・能越自動車道利活用調査事業                 １，５００（1,500）  

・万葉線近代化事業助成                   ９６，６１８（70,500）  

新型車両・LRV：5 台目(6 台予定)、停留所整備、ﾚｰﾙ補修 等 

・幹線道路の整備                   １，０９３，４８７（985,971） 

・土地区画整理事業                    ２２５，１５０（165,250） 

福岡駅前地区及び周辺のまちづくり計画 19,050（H18.12 年計画決定、H19.8 事業認可） 

○Ｎ木津地区 2,100（H20～26）、戸出中の宮（H12～22）、中曽根（H15～24） 

 

 

★ 交流を深める 

東海北陸道の全線開通と、世界に誇る豊富な歴

史・文化的資産や自然景観を活かし、中京圏・飛

越能地区との交流、コンベンションの誘致を進め

ます。 

○Ｎ東海北陸自動車道全線開通記念事業            １０，０００      

ﾀｳﾝ誌・ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰでの PR、高岡・氷見合同海水浴場 PR ﾊﾟﾝﾌ製作、長距離ﾊﾞｽ支援、飛越能経済観光都市懇

談会・県観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝと連携、中京地区旅行代理店訪問、もてなし看板製作・設置など 

○Ｎ高岡市二上まなび交流館広報活動事業（後掲）        １，０００      

修学旅行の誘致に向け東海エリア小中学校教職員を招聘

・企業交流交歓会開催事業（後掲）               １,３２８（1,161）   

・祭行事・イベント振興事業                 ５７,５１０（57,220）  

御車山祭 11,850（前日ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 3 基 3 ヵ所）、万葉まつり12,200、伏木曳山 4,800、七夕・なべ祭り 26,700 等
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・高岡市観光協会補助・委託事業              ６２,６４３（62,339）  

文化遺産群巡りﾊﾞｽ 3,861（7 月から 11 月の間運行）、大型観光ﾊﾞｽ駐車場料金補助 547（県外からのﾊﾞｽﾂｱｰ

に市営駐車場提供（中央・御旅屋））、○Ｎ もてなし人・人材発掘事業 266（観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの育成、ｻｰｸﾙ化）

・福岡地域イベント等補助事業               １０，９３５（11,083）  

つくりもんまつり 7,000、ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾌｪｽﾀ 2,300、産業ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 1,000、さくらまつり 500 など 

・高岡開町４００年記念事業（後掲）            ２９，００７(7,000)   

○Ｎ観光地魅力アップ開業等支援事業(後掲)           ３,３００      

東海北陸自動車道開通、開町 400 年等に対応し、市内観光地における飲食・物販施設を誘導 

・伝統とにぎわいのある中心市街地の形成         ５８４，９００（298,100） 

山町筋重要伝統的建造物群保存地区の無電柱化等事業等 280,000、坂下町新横町線（坂下町通り）88,000

高岡古城公園ﾘﾌﾚｯｼｭ整備事業（北口駐車場整備、散策路整備等）〔後掲〕213,900 

・景観計画策定事業                     ３,９９１（4,261）  

住民説明会、景観計画の策定、関係条例の制定

・コンベンション開催支援事業                ５，２５０（4,000）  

県外参加者が市内で述べ 50 泊以上するｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝに助成 

○Ｎ全国地域づくり交流会議                  １，３００       

・主催 地域づくり全国交流会議高岡大会実行委員会（仮称）・高岡市・国土交通省など 

・概要（H20.10 開催） ①基調講演 ②分科会 ③現地見学など 

○Ｎ全国街道交流会議第６回全国大会・高岡大会開催負担金    １,０００       

・主催 全国街道交流会議第６回全国大会「高岡大会」実行委員会 

・概要（H20.8、2 日間開催） ①ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｼｮﾝ ②研究会 ③現地見学

○Ｎゆきみらい２００９in 高岡開催事業             ２,５００      

・H21.2、3 日間開催 ①シンポジウム ②研究発表会 ③見本市 ④除雪機械展示会 

○Ｎイギリス・ベバリー町中学生派遣事業            １，９００       

・越前国際交流基金事業                   ２，０００（1,700）  
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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 

★ 安全・安心のまちづくり 

学校施設等の耐震化や防災・防犯体制の強化、

消防・救急・救助体制の充実など、市民が心やす

らかに過ごせるまちづくりを進めます。 

・防災対策の充実                   １,４１３，８７６（418,498） 

○Ｎ保育所施設耐震化事業〔後掲〕              ７，３４９      

保育所 3 カ所耐震診断 

・小中学校校舎耐震化事業〔後掲〕           ２０２，７５１      

伏木小、定塚小、木津小、高岡西部中

・小中学校耐震補強・大規模改修事業〔後掲〕      ８２６，７１６      

牧野小、戸出東部小、福岡小 

・準用河川整備事業                  １３１，３０８（44,195） 

内古川 27,000、守山川 90,000、加古川・亀川・東海老坂地区 14,308

・水道管老朽配水管更新事業              ２０９，０００      

・自主防災組織育成事業                 １４，０５０（14,100） 

・雪に強いまちづくりの推進              １０４，８１０（101,310） 

地域ぐるみ除排雪事業 3,810、消雪施設整備 98,500（戸出西部金屋地内ほか） 

民間消雪施設設置助成 2,500 

○Ｎ高岡消防署南部出張所建設事業             ２００，０００      

平成 21 年 2 月下旬竣工予定：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 階建 延床面積 682 ㎡ 敷地面積 2,568 ㎡ 

○Ｎ国吉分団器具置場改修事業                 ３，８００      

・消防機械器具・水利の充実               １２８，４０６（46,037） 

 

  このほか、引き続き地域やＰＴＡの方々と協力した防犯対策にも取り組みます。 

 

 

 

 

・重度心身障害者等医療費助成              ４８７，５６１（477,789） 

・障害者自立支援事業                 １,３８２,４０９（1,342,082） 

○Ｎ自園型病児・病後児保育事業                 ６,２８２      

児童の病気回復期に通い慣れた保育所の専用ｽﾍﾟｰｽで一時預かりを実施し、子育てと仕事の両立を支援 

救助工作車 85,000、消防ポンプ自動車 9,750、消火栓設置等 33,656

★ 健康に暮らす 

子どもから大人までが安心して暮らせるよう、

福祉・健康・医療体制の充実を図ります。 
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○Ｎ保育所施設耐震化事業〔再掲〕                ７，３４９       

・乳幼児・妊産婦医療費助成事業              ４００，５６９（458,193） 

○Ｎ児童医療費助成 43,374：対象年齢を小学校就学始期から 3 学年修了まで拡充（所得制限を導入） 

・不妊治療費助成事業                   ２０，４２０（7,253）  

助成限度額 10 万円／年から 10 万円／回へ変更 

・妊産婦健康診査事業                    ５７,０９５（38,420） 

・放課後児童健全育成事業                 ７３，６２６（61,573）  

○Ｎ牧野地区放課後児童クラブ室新築 12,500 

○Ｎ第４期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業      ７８０       

○Ｎ特別養護老人ホーム「あさひ苑」整備事業          ６１,８８０       

(社)あかね会：H20.9 開設予定 高岡市角地内 定員：ﾕﾆｯﾄｹｱ 50 人、ｼｮｰﾄｽﾃｲ 10 人 

・地域包括支援センター事業               １３７，０００（130,000） 

○Ｎ生活機能評価事業（介護保険事業会計）           ９３,２６０       

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。対象：65 歳以上の高齢者（要介護認定者を除く） 

○Ｎ特定健診・保健指導事業（国民健康保険事業会計）     １１７,７９６      

対象：40 歳以上 74 歳までの国保加入者 

健診内容：生活習慣病の予防を徹底するため、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候群に着目した健診

○Ｎ医療技術者育成事業（病院事業会計）              ９７９      

このほか、○Ｎ後期高齢者医療対策事業の創設に伴い、スムーズな導入に向け所要の措置を講じてい

きます。 

 

★ 快適に暮らす 

ごみの減量化やまちなか等の居住環境を整備

し、水と緑が活かされた快適で住みやすいまちづ

くりを進めます。 

・美しいまちづくり市民総ぐるみ運動推進事業        １４，３０６（14,692） 

○Ｎごみ集積場カラス被害対策事業                １,０００      

市内可燃物集積場（3,593 箇所）のｶﾗｽ被害の実態調査。ｶﾗｽ対策に有効な折りたたみ式集積箱の設置を拡充

○Ｎディスポーザー排水処理システム設置支援事業         １,２００     

家庭系生ごみの減量化対策として、市で承認したﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ排水処理ｼｽﾃﾑの設置に対し補助金を交付 

○Ｎ高岡マイ箸推進事業                       ５００     

○Ｎ地域バイオマス利活用交付金事業(後掲)          １４６，４１０     

 

  

・不燃焼物処理場再生事業                １２０,０００（18,000）  

家畜排泄物、食物残渣等を堆肥。事業主体：高岡市農業協同組合



平成 20 年 6 月 6 日 №１ 

6 

・不燃焼物処理場施設整備事業              ８７６，３１７（525,000） 

・ごみ広域処理の推進                   ６３，５２９（106,473） 

○Ｎ優良建築物等整備事業                  ６２，６９９       

まちなか居住施策として、土地利用の共同化･高度化等に寄与する優れた建築物等の整備に対して、共同通

行部分や空地等の整備に対して支援 

・まちなか居住支援事業                  ３０，０００（30,000） 

・優良住宅団地支援事業                  ２４，３０７（27,000） 

○Ｎ蓮花寺市営住宅建替事業                ８３９，７９０      

H21.4 入居開始：中層耐火構造 5 階建て 1 棟 50 戸（PFI により整備） 

・市道の整備                      ６９３，８９４（525,184） 

・下水道事業（特別会計）            １２，８４６，２６９（8,901,036） 

・水道事業（特別会計）              ４，７３９，９９２（4,690,982） 

平成 20 年 4 月 1 日より、ﾒｰﾀｰ使用料を廃止することにより平均 1.07％の料金値下げを実施する 

・簡易水道事業（特別会計）               ４７９，０８３（374,638） 

○Ｎ高岡古城公園保全・活用方針策定事業            １，５００      

（仮称）高岡古城公園保全・活用方針策定委員会の設置 

H20：古城公園の保全・活用の検討、市民ﾆｰｽﾞの調査 H21：整備方針の検討・策定 

・高岡古城公園リフレッシュ整備事業〔再掲〕       ２１３，９００（35,000） 

・総合斎場建設事業                ２，６６０，２４０（1,151,500） 
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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歴史と文化をたのしむまち 

 ★ 学校教育、生涯学習・スポーツの充実 

子どもたちが心豊かでたくましく生きる力を持

って育ち、市民が学習・スポーツの機会を通して

充実した生活を送ることができるよう、その環境

づくりに努めます。 

○Ｎ学校適正配置検討事業                     ５５０      

検討期間：概ね 2 年間（検討体制の設置、市立小学校の適正規模・適正配置に関する基本方針の策定）

経緯：H18 学校施設有効活用等に関する提言 H19 学校通学区域審議会(中間答申) 

○Ｎ人づくり奨学資金貸与事業                 ６，０００      

短期大学、大学、大学院及び専修学校(専門課程)に在学・進学予定者のうち、経済的理由により修学が困難

な者を支援。（年額 40～70 万円、新規採用人数 10 人程度） 

○Ｎ学校施設地上デジタルテレビ放送対応事業          ３，９９０      

・特別活動支援事業（スタディ・メイト）           ４，４３８（3,158）  

･外国人児童生徒教育支援事業                 ４，４７５（4,429）  

・ものづくり・デザイン科推進事業             ２０，６７４（24,108） 

・学校施設の改修事業                  １６８，５３７（136,800） 

南条小ﾌﾟｰﾙ、野村小舎屋上防水、東五位小防球ﾌｪﾝｽ・排水溝、牧野中給食室、中田中体育館屋根 等 

・牧野小学校校舎大規模改修事業〔再掲〕          ７５１,８４３（17,000） 

校舎耐震診断、大規模改修・耐震補強基本計画、実施設計に基づき改修工事着工 H20、完工 H21.5 

・校舎耐震化事業〔再掲〕                ２１５，５９６（68,095） 

○Ｎ定塚小：耐震補強計画、耐震補強実施設計策定 伏木小：耐震補強実施設計策定 

○Ｎ木津小：校舎耐震補強事業（着工 H19、完工 H20.11） 

○Ｎ西部中：校舎耐震補強事業（着工 H19、完工 H20.12） 

○Ｎ福岡小学校改築事業費〔再掲〕              ２９，６００      

校舎・体育館等、学校施設の全面改築を前提とした基本設計 

・戸出東部小学校改築事業費〔再掲〕            ４５，２７３(12,000)  

H19の基本設計を受けて全面改築に向けた実施設計

・伏木中学校グラウンド改修事業             １００，０００(5,000)   

・幼保一元化施設整備事業                 ３７，１３０(300)    

商工会館・児童館・保健ｾﾝﾀｰの解体撤去、測量、道路・駐車場の整備 

・公民館管理運営事業                   ６２，３４２(44,184)   

○Ｎ定塚公民館駐車場整備工事 

○Ｎ公民館ﾄｲﾚ洋式化、階段手すり等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化（H20 から 5 ヶ年計画で実施） 

○Ｎ高岡市二上まなび交流館広報活動事業（再掲）        １，０００      



平成 20 年 6 月 6 日 №１ 

8 

○Ｎ大学・地域連携推進事業                   ５，０００      

○Ｎとやま世界こども舞台芸術祭開催助成事業           ６，０００      

・総合グラウンド整備調査                  ２０，０８０(1,000)  

・パークゴルフ場整備事業                  ５６，８２１（48,000） 

福岡西明寺地内：ホール数：18 供用開始 H20 年（秋） 

・グラウンドゴルフ場整備調査費                ３，０００（500）  

 

★ 歴史と出会えるまちづくり 

地域の歴史・伝統・文化を活かした活動に親し

み、地域に残る文化資産を保存し、整備活用をは

かります。 

・高岡開町４００年記念事業（再掲）             ２９，００７（7,000） 

高岡開町 400 年（H21）に向け、1 年前イベントや開町 400 年ｲﾔｰのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの実施、広報宣伝活動 

○Ｎ木舟城跡周辺整備事業                    ８，０００     

見学者用駐車場整備、誘導案内看板設置（10 基）

○Ｎ御車山会館建設検討事業                     ３００     

御車山会館の建設に向けて準備委員会を設置

・祭屋台等保存修理事業                   １７，１００（9,200） 

高岡御車山修理事業 6,000（9,200）、○Ｎ木舟町幔幕の復元 11,100 

 ・前田家関連史跡調査事業費                １１，３００（12,298） 

前田利長墓所調査事業、○Ｎ高岡城跡範囲確認調査 

・勝興寺保存修理事業                    １９，８６８（32,433） 

・武田家住宅屋根保存修理事業                ３５,０００（2,000） 

H20 仮設工事・資材購入等、H21 改修工事 

○Ｎ伏木曳山山蔵扉修繕事業                  １，３００      

○Ｎ文化財等修理事業補助金                  ５，０００      

金工・漆工分野の伝統工芸技術者の育成、技術向上のため地場産業ｾﾝﾀｰで文化財等修理事業を実施 

・世界文化遺産登録に向けた取り組み             １，７００(2,000)   

 

高岡市と富大学芸術文化学部が相互の緊密な連携と協力により、地域の課題に対応し、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、大学の事業に助成 
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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 

 ★ 商工業を支える基盤づくり 

高速交通網の整備や培われてきたものづくりの

技を活かし、工業団地の造成・企業の誘致により

魅力ある雇用を確保します。また産学官の連携に

より、まちなかの賑わいを創出します。 

・企業交流交歓会開催事業（再掲）               １,３２８（1,161） 

・工業団地造成事業（工業団地造成事業会計）       １６８，４６６（14,252） 

○Ｎ福岡町大滝工業団地の造成 147,675 総面積 2.05ha、分譲面積 1.93ha、全 3 区画、H20.9 分譲開始

・企業立地助成金                    ３０３，４１１（191,495） 

・地場産業・伝統産業の振興事業              ３８，２５０（42,396） 

○Ｎ開町 400 年ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ兼地場産ｾﾝﾀｰ 25 周年記念事業 500 

○Ｎ中心市街地賑わい創出開業等支援事業             ５,２００     

○Ｎ観光地魅力アップ開業等支援事業(再掲)            ３,３００     

東海北陸自動車道開通、開町 400 年等に対応し、市内観光地における飲食・物販施設を誘導 

○Ｎ高岡地区商工会合併協議会補助 ６００     

合併目標期日：平成 21 年 4 月 1 日 

○Ｎ福岡地場産業支援教育事業 １，０００     

鯉料理のｺﾝﾃｽﾄの実施。菅笠の一連の作業（ｽｹﾞ栽培、笠骨製作、菅笠製作）についての社会教育教室を実施

・高岡駅前地下街にぎわい創出事業              １１,２００（11,200） 

・中心市街地活性化推進事業                １４，４８０（14,020） 

・空き店舗における開業支援事業 ４，５００（3,667） 

 

★ 水・緑・食をはぐくむ 

農業が持つ、自然環境の保全機能を活かした農

村環境の整備、安全な食の提供による都市との交

流、食育の推進を図ります。 

・とやまの園芸ブランド産地強化事業            １５，５００（3,750） 

高岡野菜出荷組合（軟弱野菜）、高岡市農業協同組合（玉ねぎ、ｶﾎﾞﾁｬ、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ切花）、ＪＡ高岡直売所委

員会（地場野菜）、北陸営農組合、高岡市ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ球根組合 5 団体に助成 

○Ｎ地域バイオマス利活用交付金事業(再掲)         １４６，４１０      

事業主体：高岡市農業協同組合、事業量：堆肥舎 1 棟 617.09 ㎡ 

 

中心市街地活性化基本計画に基づき、新たな補助制度を創設し、中心市街地での開業、不動産流動化を支援
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○Ｎ高岡里山交流センター（仮称）整備事業           ８１，１００     

施設の名称：（仮称）高岡里山交流ｾﾝﾀｰ 整備場所：高岡市国吉地区  

用地面積：5,000 ㎡ 建築面積：600 ㎡ 施設機能：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修室、農産物加工室、多目的小ﾎｰﾙ等 

・水と緑の森づくり事業                    ７，５５８（9,500） 

里山再生（里山の竹林、自然林の間伐）、みどりの森再生（風雪害を受けた人工林等に、スギと広葉樹

の混交林へ誘導）、里山ふれあい事業（炭焼き体験や森林学習、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成） 

・集落営農推進事業                     ４３，７５９（37,400） 

地域農業担い手育成推進事業（3 集落）集落営農育成・確保緊急整備支援事業（1 集落） 

・農業土木事業                      ８３，２８９（81,946） 

・農地・水・環境保全向上対策事業             ２０，３７５（16,665） 

○Ｎ食育推進基本計画策定事業                    ５２０      

食育推進会議で審議し、高岡市食育推進計画を策定 
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５ みんなで考え みんなでつくる みんなのまち 

 ★ 協働のまちづくり 

開町 400 年を控え、市民一人ひとりが個性と能

力を十分発揮し、開かれた市政のもとで市民と行政

が協力･協働してまちづくりを推進します。 

・高岡開町４００年記念事業（再掲）             ２９，００７(7,000)  

高岡開町 400 年（H21）に向け、1 年前ｲﾍﾞﾝﾄや開町 400 年ｲﾔｰのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの実施、広報宣伝活動 

○Ｎ中田コミュニティ施設整備費                ３０，０００     

中田ｺﾐｭﾆﾃｨ施設の基本・実施設計及び地質調査を実施。H21～22 整備 

・高岡市男女平等推進センター事業               ６，７２２（7,381） 

・地域振興事業費特例交付金                 ２０，２１４（20,214） 

住民自らが実施する安全、安心なまちづくりに資する事業の一部に交付。合併に伴う 5 年間の暫定措置

・地域振興事業（福岡地域）                  ８，２７０（5,270） 

・協働推進事業                        ３，８００（3,703） 

協働のまちづくりﾌｫｰﾗﾑ等開催、協働事例集作成。市民提案型協働ﾓﾃﾞﾙ事業補助 1,000×3 件 

・ふくおか西山森林公園・伏木ふれあいの杜整備事業       ３，５００（1,400） 

住民の協力を受けて、公園内園路等を整備。○N 伏木ふれあいの杜ﾄｲﾚ整備補助

・自治会公民館建設等補助                     ８００（4,000） 

・「ふるさと高岡」市民まちづくり事業              １，０２０（1,050） 

H18 ﾏｲｼﾃｨ高岡若者ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ事業を改変、対象：若者→全市民 

・電子入札制度導入事業                   ３８,４００（12,000） 

事務の効率化と入札制度の透明化に向け入札事務を電子化。行財政改革推進方針に基づき H21 導入を予定

・市税コンビニ収納対策費                  ２９,７２５（10,722） 

H19:軽自動車税 H20:固定資産税、市県民税、国民健康保険税のｺﾝﾋﾞﾆ収納に取り組む 

○Ｎ電子行政推進事業                        ３００     

共通 IC ｶｰﾄﾞ導入・電子決裁事業化への検討 等 

  



資料No.２

【福岡地域新市建設計画】

10
団体営林道事業
（道整備交付金） 49,360

・林道小野八谷線は未舗装のままで路面洗掘が
　激しいので舗装整備を行う。
　（平成18年～平成21年の事業費63,000千円）
・林道花尾尾崎線は行き止まりとなっているため、
　林道尾崎線と接続することにより、地域の木材搬出等
　の利便性の向上を図る。
　（平成18年～平成21年の事業費125,000千円）

・林道小野八谷線舗装工事　　10月31日完了予定
　　　W＝4,0m  L＝850m （進捗率79.5％）
・林道花尾尾崎線開設工事　　11月30日完了予定
　　　W＝4,0m  L＝600m （進捗率70.4％）

小野八谷線　Ｌ＝900m　　15,360千円
花尾尾崎線　Ｌ＝700m　　34,000千円

12
農業生産基盤整備事業
（かんがい排水）
【県営事業の負担金】

32,910
農業用用水路の整備（総事業費 2,606,442千円）
L=6,470千円

　進捗率71.5％　　用水路　L＝1,250ｍ
（農作業終了後に着手予定）

五位庄 219,398千円

13 市単農業土木事業費 750
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。

　沢川地内畦畔復旧工事　　　5月16日完了予定
　フトン篭２段　Ｌ＝11ｍ

13 県単農業土木事業費 9,000
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。

・土屋地区用水路改良工事
　　未発注（10月発注予定）
・矢部地区用水路改良工事
　　未発注（10月発注予定）

福岡分

地域営農確立促進事業（用排水路）２地区
（土屋地区、矢部地区）

17
農業生産基盤整備事業
（経営体育成）
【県営事業の負担金】

24,610
農業用用排水路整備　L=19,145m
(総事業費　668,000千円)

　進捗率10.4％
（農作業終了後に着手予定）

赤丸（用水・排水路）用水路　8,591ｍ
　　　　　　　　　　排水路　8,740ｍ
　　　　　　　　　　道路　  1,480ｍ

22 県単林道改良事業 7,000
・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。

・林道上野２号線改良工事　　７月30日完了予定
　　　W＝4,0m  L＝70m
・林道八谷線植生工事　　　　　　　　〃
　　　W＝4,0m  L＝60m
・林道堀切線改良工事　　　　　　　　〃
　　　W＝4.0ｍ　Ｌ＝50ｍ

55

生
活
環
境
部

合併処理浄化槽設置整備事
業

22,917

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 ・・・福岡375千円*7基
７人槽 ・・・福岡494千円*4基
１０人槽 ・・福岡854千円*1基

５人槽 ・・・高岡352千円*2基+福岡375千円*7基
７人槽 ・・・高岡441千円*38基＋福岡494千円*4基
１０人槽 ・・福岡854千円*1基

平成２０年度主要事業

産
業
振
興
部

事業の概要 備　　　考No 事業名（予算要求事業）
平成20年度
当初予算額

事業の概要等
（平成20年4月当初）

1
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事業の概要 備　　　考No 事業名（予算要求事業）
平成20年度
当初予算額

事業の概要等
（平成20年4月当初）

26
特別養護老人ホーム等施設
整備事業

21,901
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

右記施設の建設に係る負担金を、継続して補助
している。

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

29 身体障害者施設等整備事業 7,626

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）

右記施設の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

5
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）

120,000
・矢部石名田線H13～H19　　H19完了
・荒屋敷下老子線H18～H23　　H20は用地・補償・歩道改築工事
・福岡上蓑線H17～H22　　　H20は用地・補償・歩道改築工事

・矢部石名田線：H19完了
・荒屋敷下老子線：工事施工中
・福岡上蓑線：工事施工中

・荒屋敷下老子線（80,000）・福岡上蓑線
（40,000）

5
-2

交通安全施設整備事業
（市単独事業）

1,229 道路鋲を設置する。 工事発注に向け設計中 こぶしケ丘線

40 準用河川改修等整備事業 1,300 　　亀川護床改修整備 工事発注に向け設計中 亀川（護床改修）

41 克雪施設整備事業 60,520 土屋馬場線他の継続地区　消雪施設整備 事業継続地の設計中
土屋馬場線・八日市島早稲田線・下向田線・荒屋敷
線・小伊勢領開馞線・三日市裏出線

48
小矢部川水辺プラザ整備事
業

260 小矢部川水辺プラザ整備看板設置 案内看板内容案検討中 小矢部川水辺プラザ整備

48
-2

小規模急傾斜地崩壊防止対
策事業（県補助事業）

8,000 地質調査、法枠工 工事発注に向け設計中 上野地区

49 市単独道路改良事業 145,500
・地域に密着する生活道路（市道）整備関係事業負担金
  を含む

道路改良・舗装

継続　27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からの乗り入れを含めた調査研究
  を引き続き行うもの

建
設
部

福
祉
保
健
部

2



資料No.２

事業の概要 備　　　考No 事業名（予算要求事業）
平成20年度
当初予算額

事業の概要等
（平成20年4月当初）

52
市営住宅管理事業

4,500
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。

工事発注に向け準備中 西干場市営住宅１０、２５、２８号棟解体工事

53
まちづくり総合支援事業
(魅力ある地域環境整備事
業等）

6,000
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～

歩道部分：カラー舗装、街路灯設置

1 福岡駅前土地区画整理事業 18,000

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。

施行面積　11.1ha
仮換地指定に向けて、暫定換地等の換地設計を行
う。

38 都市公園整備事業 674 福岡地区30公園の公園管理補助金 28の公園愛護協力会に対し、597千円交付予定。 （参考）平成19年度交付実績は28公園

44 消防庁舎建設事業 0 福岡消防署移転改築事業 平成１９年度整備済 平成19年12月　竣工

45
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

赤丸分団の小型動力ポンプ積載車を消防ポンプ自
動車（CD-Ⅰ型）に更新。

58

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）

0
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。

平成１９年度整備済
（供用開始：平成20年3月22日）

合併補助金対応

31
幼保一元化施設整備事業
(福岡中央） 37,130

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。

関連複合施設解体工事（8月）

駐車場整備工事（12月）
幼保一元化施設引受け法人：坂ノ下福祉会

33
総合グラウンド整備事業
（総合グラウンド整備調査
費）

20,080
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年度供用開始を目指している。

事業用地の選定、基本計画の策定

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)

教
育
委
員
会

都
市
整
備
部

消
防

3



資料No.２

事業の概要 備　　　考No 事業名（予算要求事業）
平成20年度
当初予算額

事業の概要等
（平成20年4月当初）

37
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）

1,240
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。

旧福岡町で策定した西山丘陵整備基本構想を踏ま
え、新たに旧高岡市域において調査を進め基本構
想をとりまとめる。平成18～19年度に委員会を設
置して構想内容を検討し、その成果として報告書
を刊行するとともに、基本構想の概要をまとめた
リーフレットを作成する。

年度前半で報告書（80部）を刊行し、後半にリーフ
レット（5,000部）を作成

8
中山間地域総合整備事業
（農村公園等）

56,821

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　67.1㎡
　６　駐車場　1,718㎡

第二次工事　・施設整備工、コート整備工　一式
　　　　　　・トイレ・倉庫新築工事　一式
今年度秋供用開始予定

39 公営バス 1,600 バス待合所　新築　１箇所 バス待合所　新築　１箇所

56 集会所整備事業 200 地域活動の拠点施設である集会所の設置および修繕を行うもの (参考）平成19年度　集会所修繕実績　3箇所

668,878

行
政
セ
ン
タ
ー

4



資料№３ 

福 岡 地 域 審 議 会 

平成 20 年 6 月 6 日 

教 育 委 員 会 総 務 課 

福岡教育行政センター 

  
幼保一元化施設整備事業 

 
１ 事業の概要 

旧福岡町では、幼・保双方の長所を取り入れ幼稚園・保育所を再編し、幼保一元化 
施設（東部・中央・西部）として整備する計画のもと、平成 17 年 4 月に東部・西部地 
区の 2 園を開園した。中央地区については、平成 21 年 4 月の開園を目指し諸準備を進 
めている。 

 
２ 平成 19 年度の取り組み状況 

19 年 6 月  民設民営の方針決定 

      7 月～ 保護者説明会を実施 

 9 月  引受法人の選定委員会を開催→社会福祉法人坂ノ下福祉会を選定 

20 年 3 月  坂ノ下福祉会へ福岡保育園建物を無償譲渡するための議案提出・議決 

  
３ 平成 20 年度の取り組みについて 

20 年 4 月  法人へ建物無償譲渡、土地無償貸与 

福岡幼稚園に併設した仮設園舎で福岡保育園の運営を実施       

      7 月  商工会館・保健センター・児童館（複合施設）の解体撤去  

法人による旧福岡保育園舎の増築・改修工事着手 

      9 月  地区内道路・駐車場整備工事着手 

21 年 2 月  園舎増築・改修工事完工 

4 月   （仮称）福岡中央幼児学園開園 

（定員  幼稚園部 30 名 保育園部 120 名 計 150 名 ）              
   

４ 平成 20 年度当初予算額 

    商工会館・保健センター・児童館（複合施設）の解体撤去費等 33,400 千円 

   

 





資料№４ 

福岡地域審議会 

平成 20 年 6月 6日 

教育委員会 体育保健課 

 

総合グラウンド整備事業 

 

１ 事業の概要 

総合グラウンドは、野球場をメイ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 年度供用開始を目指し、整備を検討していく。 

 
 
 
２ 平成 19 年度の取り組み状況 

(1) 高岡市総合計画(19 年 9 月)においてリーディングプロジェクトとして位置付けた。 

(2) 高岡市総合グラウンド施設検討委員会(19 年 9 月)を設置し、9月から 11 月までの間

に計 3 回の会議を開催し、野球場、多目的運動広場、ジョギングコースなどの機能・

規模について検討した。会議では、施設の機能・規模について、多くの意見や要望が

あり、その内容を報告書(20 年 2 月)としてまとめた。報告書については、議会及び高

岡市スポーツ振興審議会に説明を行った。 

 
 
 
３ 平成 20 年度の取り組みについて 

事業用地の選定、基本計画の策定 
 
 
 
４ 平成 20 年度予算額（当初） 

20,080 千円 

 
 



資料№５-１ 

福岡地域審議会 

平成 20 年 6 月 6 日 

福岡駅前まちづくり推進室 

 
福岡駅前周辺まちづくりについて(都市再生整備計画策定) 

 
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・玄関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、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、福岡駅周辺地区の都市再生整備計画を策定する。 

計画面積 約３５ｈａ 

 

 

２ 平成 19 年度の取り組み状況 

・ 福岡駅前周辺まちづくり庁内ワーキング設置 

土地区画整理事業を核として周辺部も含めたエリア（約 35ｈａ）で、地域の

ニーズや要望を踏まえ、地区の実情に対応した計画を策定していく。策定に

あたっては多数の部署にまたがる調整が必要になるため、関連課によるワー

キンググループを組織して検討していく。 

 

・ 福岡駅前周辺まちづくりに関するアンケート調査実施(資料別紙) 

 

・ まちづくりについて地域住民と考える、まちづくり事業懇談会（平成 19 年秋

から 11 回開催） 

自治会、商工会、女性団体など１０関係団体から約３３６人が出席 

                

  

 

３ 平成 20 年度の取り組みについて 

  ・平成 20 年度素案作成、国の採択後、事業着手 

・福岡駅前周辺まちづくり（都市再生整備計画）について、職員による庁内ワーキ

ング及び福岡地域団体や市民の代表者による都市再生整備計画検討委員会を設

置し、計画案の策定を行う。 
 
４ 平成 20 年度予算額（当初）１，０５０千円 



別紙 

福岡地域審議会 

平成 20 年 6 月 6 日 

福岡駅前まちづくり推進室 

福岡駅前周辺まちづくりアンケート結果 

これまで旧福岡町で進めてきたまちづくりを更に進めるため、福岡駅周辺まちづくりの

エリアに関して、「将来どんなまちにしていけばよいか」、また「配置が望ましい施設は何

か」などについて意見を広くお聞きしました。今後これらのご意見を参考にまちづくり計

画を策定していきます。ご協力ありがとうございました。 

記 

１ 集計（平成 20 年 2 月～3月実施） 

目安箱（Ｕホール・福岡観光物産館） 投函数 １０５票 

抽出調査
※

など 
回収数 

（回収率） 
４６２票 

（約４０％） 

協力調査（福岡高校２年生） 回収数 １５４票 

※ 福岡地域 15 歳以上の住民 1000 人（無作為抽出）と福岡町工場協会企業の従業員 250 人 

※ 回答者の居住地は、福岡町で検討エリア以外が約６割を占めている。 

２ 主な内容 

①福岡駅周辺の現状は、「買い物や飲食等の利便性がない」は５割、「活気やにぎわいが

ない」は６割以上の回答があった。 

②福岡駅周辺に足りない商業施設は、「書籍・文具関係」「喫茶・飲食関係」となってい

る。その他では、「コンビニエンスストア」の記入回答（55 名）が多くあった。 

③「福岡駅周辺の将来のまちのイメージは、「公共交通や買い物の利便性」「安全安心」「人との

交流が楽しめる」「自然・環境にやさしいまち」「子育て環境」への期待が高く、特に高校生は、

「自然・環境にやさしいまち」への回答が多くあった。 

④「福岡駅周辺に望まれる施設は、「待ち時間の休憩施設」「日常の買い物施設」が突出して多

く、次いで「駐車場・駐輪場」「保養施設」「イベント広場」となっている。また、設置場所は「福

岡駅隣接」という回答が多くあった。 

⑤福岡駅周辺に望まれる商店街の形態は「特定のエリアに集合」「１つの建物に集合」、場

所は「駅前通り沿い」という回答が多くあった。 

⑥福岡高校生の回答は、市民アンケートの傾向と概ね似通っていたが、将来のまちのイメ

ージは、「自然・環境にやさしいまち」に対する期待が高く、一般市民アンケートとの

違いがあった。 

◆このことから、身近な生活環境の向上や、駅の利便性・周辺地域の付加価値に対するニ

ーズが高く、駅前周辺で時間を楽しめる空間や回遊魅力を高め、住む人にも訪れる人に

も魅力的なまちへと再生することが今後のまちづくりに望まれています。 

◆平成 20 年度素案を作成する都市再生整備計画の中に反映するよう努めてまいります。 



資料№５-２ 

福岡地域審議会 

平成 20 年 6 月 6 日 

福岡駅前まちづくり推進室 

 
福岡駅前周辺まちづくりについて(福岡駅前土地区画整理事業) 

 

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、生活道路や公園設備等、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％(減価補償買収後 １２．２６％) 
 

２ 平成 19 年度の取り組み状況 

  ・換地計画策定のための個別聞き取りの実施、関係機関協議 

・土地区画整理審議会設置のための選挙事務、諸準備 

  ＊土地区画整理審議会は、換地計画の作成や変更、換地計画の縦覧中に提出さ

れた意見書、仮換地指定などについて審査する。(土地区画整理法第 56 条) 

・街区確定測量・土質調査 

 

３ 平成 20 年度の取り組みについて 

  平成 21 年度仮換地指定、平成 22 年度着手を目指し、以下のことに取り組む 

・換地計画(土地評価基準・換地設計基準の検討、暫定換地) 

・換地計画策定のための個別聞き取りの実施、関係機関協議 

・権利者への説明会、勉強会などの実施 

・土地区画整理審議会の開催(第 1回は平成 20 年 5 月 7日実施) 年 3 回程度予定 

・減価補償に伴う用地先行買収(買収箇所、面積等は検討中) 

 
４ 平成 20 年度予算額（当初） 

１８，０００千円 
 



資料№６ 

福岡地域審議会 

平成 20 年 6月 6日 

工業振興課 

大滝工業団地造成事業 

 
１ 事業の概要 

  東海北陸自動車道や能越自動車道、北陸新幹線等の高速交通網の整備進展を活かし、

企業誘致などを積極的に進め、地域の産業資源を活かした新事業の創出などの事業活動

を促進するとともに魅力ある雇用の場の創出を図るため、新たな企業の誘致や既存企業

の拡張に対応できる大滝工業団地の整備を平成１９年度、２０年度の２か年で行うもの。 

※ 分譲区画３区画：8,750 ㎡（２区画）、1,500 ㎡ 

分譲予定価格 ：19,500 円／程度（64,500 円／程度） 

 
２ 平成 19 年度の取り組み状況 

平成１９年  ９月 ９月議会（用地取得費、造成費） 

１１月 農地転用許可・開発許可 

１２月 １２月議会（用地取得） 

平成２０年 １月 土地売買契約 

  ２月 造成工事着工 
 
３ 平成 20 年度の取り組みについて 

平成２０年 ４月 立地企業公募開始 

       ８月 造成工事完工 

         ９月 分譲開始 

   ※ 早い時期での、全区画完売を目指す。 
 
４ 平成 20 年度予算額（当初） 

    １５３，３４９千円 
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福岡地域審議会 

平成 20 年 6 月 6 日 

産業振興部農業水産課 

 
山村振興計画について 

 
１ 事業の概要 

 (1) 目的 
山村地域は農林産物資源、エネルギー資源など貴重な資源を有しているだけでなく、国土の保

全、水源かん養、自然環境の保全等、国民生活全般にわたる重要な役割を担っている。 

しかし、産業や生活環境面で他地域より不利な条件にあり、これらの事情をかんがみ、森林の保

全、産業基盤及び生活基盤の整備を図り、山村の持つ重要な役割を発揮させ、産業振興、地域活

性化と住民福祉の向上を図ることを目的に、山村振興計画を策定するものである。 

(2) 経緯 
旧福岡町五位山村が「山村振興法」に基づく「振興山村」の指定を受ける･････昭和 47 年 
第一期山村振興計画の策定･･････昭和 47 年度～ 小野・栃丘線整備、営農飲雑用水整備等 
第二期山村振興計画の策定･･････昭和 54 年度～ 林道整備、生活改善センター整備等 
第三期山村振興計画の策定･･････昭和 63 年度～ 農産物処理加工施設、家族旅行村整備等 

    第三期山村振興計画以降、新たな計画は策定されていないが、平成 12 年以降は中山間地域総

合整備事業により山村振興事業が行われてきた。 

しかし、平成 17 年度に、富山県が「山村振興基本方針」を定めたことから、新たな山村振興計画を

策定する必要が生じた。 

 
２ 平成 19 年度の取り組み状況 

上記のことから、庁内の担当各課による山村振興計画策定ワーキンググループを立ち上げ、計画の策

定にあたった。 

また、計画の策定にあたっては、地元の方々の意見を反映し、市民協働で計画の推進を図る必要があ

ることから、地元の自治会等との意見交換会等も実施した。 

＜ワーキンググループメンバー＞ 平成 19 年 7 月結成、平成 20 年 3 月末解散 
都市経営課、道路建設課、農地林務課、農業水産課、教育委員会総務課、 
行政センター地域振興課、行政センター経済振興課、福岡教育行政センター 

＜活動状況＞ 
平成 19 年 7 月 第１回検討会、8 月 第２回検討会 
・事業の概要説明、各課担当者より計画事業一覧の提出 

平成 19 年 10 月 第３回検討会 
・地元自治会長（５地区）を交えた意見交換 

平成 19 年 12 月 第４回検討会 
・自治会長推薦人（女性を含め、より広い分野の方〔19 名〕）との意見交換 
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平成 20 年 2 月 山村振興講演会（約 70 名参加）・懇談会（33 名参加） 
（主催：五位山地域自治会連絡協議会） 

  平成 20 年 3 月 第５回検討会、第６回検討会 
   ・山村振興計画（素案）の検討、関係各課への照会 
 

３ 平成 20 年度の取り組みについて 

 (1) 計画策定までの流れ 
平成 20 年 4 月 地元自治会長へ案を提示し、意見を求める。（概ね了解を得る。） 

    最終原案を策定し、関係各課への最終確認（担当部局での了解を得る。) 
     5 月下旬 三役説明後、県担当課（農村環境課）との打合せ 

       6 月中旬 庁内関係各課への合議を経て、県へ計画書を提出 
       6 月下旬 知事同意（約１週間） 
       7 月   県より主務大臣へ提出予定 
 
(2) 計画策定後の流れ 

・各課で各事業を実施していく。 
・住民による地域活性化組織づくりを働きかける。 
淵ヶ谷小学校でのイベント、特産品開発、朝市の開催、観光ルートづくりなどの動きが 
生まれるよう支援する。 

 
４ 平成 20 年度予算額（当初） 

  山村振興計画策定にかかる経費は予算計上していない。 
今後のハード事業の整備は、担当課で予算計上予定。 

 



 

 

 

高岡市山村振興計画（案） 
（平成 20 年度～平成 26 年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 20 年 月 

富 山 県 高 岡 市 
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山 村 振 興 計 画 書 

 
都道府県名 市町村名 作成年度 
富山県 高岡市 平成 20 年度 

振興山村名 五位山村 
指定番号 第 1186 号 

 
Ⅰ 地域の概況 

（１）地理、地勢、気候等の自然条件 

高岡市は平成 17 年 11 月 1 日に高岡市と旧福

岡町が合併して誕生した、人口 179,945 人（平成

20 年 3 月 31 日現在）の県内第二の都市である。

山村振興法に基づく振興山村（以下「振興山村」

という。）は、市の西部に位置する面積 28.49ｋ㎡

の地域で、北は氷見市、西は石川県宝達志水町、

南は小矢部市と接している。地域内には沢川、五

位、小野、栃丘、西明寺の 5 集落が点在し、最も

標高の高い沢川集落が標高約 350ｍ付近、最も平

野に近い西明寺集落が標高約 30m 付近に位置する。

地域の大部分を豊かな森林が占め、ここに源を発する小

矢部川の支流、子撫川と西明寺川が域内を流れている。

年平均気温は 13℃で、県平均に比べて約 1℃低い。冬期

間の降雪が多く、積雪量は 2～3ｍに達することもあり、

年間降水量は 2,741mm と県内平均よりも 2 割程度多い。 
 
（２）人口の動向 

振興山村の人口は 521 人、世帯数は 186 戸である（平

成 20 年 3 月 31 日現在）。平成 12 年度からの 7 年間で

人口は 107 人（16％）、世帯数は 11 戸（5％）減少し、

高齢化率（65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割

合）は 41.7％から 44.5％へ増加している。 
 
（３）産業構造等の社会的及び経済的条件 

産業構造を産業別就業者数で見ると、第１次産業就業者は平成 2 年に 78 人（就業人口比

率 19％）、平成 12 年には 68 人（同 17％）、平成 17 年には 42 人（同 16％）と減少傾向に

ある。第２次産業就業者は平成 2 年に 188 人（同 45％）、平成 12 年には 183 人（同 47％）、

平成 17 年には 101 人（同 37％）で、平成 12 年以降の５年間に著しく減少している。第３
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次産業就業者数は平成 2 年に 152 人（同 36％）、平成 12 年に 143 人（同 36％）、平成 17
年には 126 人（同 47％）であり、全国的な傾向と同様、産業構造における第３次産業の比

率が高まっている。 
振興山村における総農家戸数は平成 17 年時点で 56 戸であり、うち専業農家が 21 戸

（37.5％）、兼業農家が 35 戸（62.5％）である。農業就業人口は 75 人で、うち 65 歳以上

が 60 人（80％）と大部分を占めている。総経営耕地面積は 37.6ha で、うち田が約 34.9ha
（93％）、畑が 2.7ha（7％）である。山林総面積は 2,495ha で、林業就業者は 15 名である。 
 
 

Ⅱ 現状と課題 

（１）これまでの山村振興対策の評価と問題点 

振興山村は、昭和 47 年度に山村振興法に基づく指定を受け、昭和 47 年度に第一期、昭

和 54 年度に第二期、昭和 63 年度に第三期の山村振興計画を策定、平成 12 年度以降は中山

間地域総合整備事業により各種施策を推進してきた。 
社会・生活環境面では道路交通網の整備や治山・砂防施設の整備等により、福岡町中心

部までのアクセスの改善、冬期間の除雪体制の強化、災害防止等、日常生活の利便性と安

全性が高まった。産業振興面では、かんがい排水や営農

飲雑用水、農道・林道等の生産基盤の整備や、加工施設

の整備により付加価値の高い農林産物販売が可能にな

り、「竹の子まつり」やタケノコオーナー制など都市住

民との交流が始まっている。 
また、平成 7 年、広域的な地域交流の拠点施設として

五位にバーベキュー広場、大浴場、ログケビン等のレク

リエーション施設を備えた「とやま･ふくおか家族旅行

村」がオープンし、毎年 35,000 人以上に利用されてい

る。 
このように、山村振興計画はこれまで、住民の生活に直接関わる生活環境面や都市住民

との交流促進など多様な面で成果を上げてきた。しかし、農地集積が困難などの地理的条

件から経営基盤強化に限界があることや農林産物の価格の低迷により、農林業経営が厳し

くなっていること、公共施設や商業施設へのアクセスの面で平野部に比べ利便性に劣るこ

とから、人口の減少と高齢化が続いている。 
 
（２）森林・農用地等の保全上の問題点 

振興山村の森林・農用地は、農林産物資源、エネルギー資

源そのものであるだけでなく、国土の保全、地球温暖化の防

止、癒しの景観・憩いの場の提供など、多様な機能を有して

いる。森林が育む子撫川の水は水源かん養の面でも大きな役

割を担っており、飲用水や農業用水として、氷見市・高岡市・

小矢部市へ供給されている。 
 

3,000ha の下流域の農地へ農業

用水を供給する五位ダム 

家族旅行村バーベキュー広場 
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しかし、人口の減少や高齢化に伴い、耕作放棄地の増加や、森林の管理水準の低下が進

んでいる。このため、間伐の遅れや老木の増加に伴う倒木、害虫などの問題が発生してお

り、地域のみならず、山地の崩壊等、国土・環境保全上の問題となっている。また、この

ような管理水準の低下が、域外からのゴミの不法投棄を助長するなど、新たな問題も顕在

化している。 
 
（３）山村をとりまく新たな経済・社会状況 

五位山地区では、地域住民の努力により、美しい棚田、豊

かな里山、ホタルが群生する清流などの貴重な環境が保全さ

れている。また、獅子舞や三世代交流イベントなど、地域全

体で子どもに関わり、文化を継承する場が維持されている。 
労働力の低下を補完する形で、集落全体での水路・畦畔管

理や、集落営農組織等による農作業の共同化、ボランティア

団体による森林保全活動も始まっている。 
こうした有形・無形の地域資源に対する評価は、振興地域

内外において高まりつつある。また、「とやま・ふくおか家族

旅行村」では平成 15 年から毎年開催されている「夏休み子ど

も体験塾」が好評であり、福岡町のボランティア団体も子ど

もたちを五位山で宿泊させる体験イベントを実施している。

さらに、自治会主導で非農家の若者を受け入れた農業体験交

流も行われている。 
安全・安心な食への需要の高まりは直売所や食品スーパー

でのインショップ販売など、農林産物の販売チャンネルを増

やし、売り上げによる経済的効果のみならず、女性や高齢者の活動の

場として、地域活性化につながっている。スゲ、タケノコ、ユズ、ジ

ネンジョ、原木キノコ類、リンゴ、炭等、山村地域の特色ある特産品

が生産されており、小野のジャガイモのようにインターネットでの情

報発信や、学校給食の食材としての活用が始まった農産物もある。 
また、東京、大阪、名古屋等の大都市圏では「UJI ターン」や「二

地域居住」等の「暮らしの複線化」、団塊の世代が定年後再び田舎で

活躍する「人生二毛作」、若者が田舎に移住し新たな価値観で暮らす

「スローライフ＆ジョブ」等の動きがあり、農山村での暮らしへの関

心が高まっている。 
北陸新幹線は平成 26 年度までの長野～金沢間開業を目標に整備が進められており、東海

北陸自動車道は平成 20 年に全線開通の予定である。これにより大都市圏からの移動時間が

短縮され、農山村の暮らしに関心を持つ層に働きかけるチャンスとなる。 
総務省、文部科学省、農林水産省が連携して行う事業「子ども農山漁村交流プロジェク

ト*」に代表されるように、都市に住む子どもたちが農山村での生活を通して学ぶ意欲や自

立心、思いやりの心、規範意識などを育むことの重要性が再認識されつつあり、振興山村

栃丘のタケノコを利用した 

郷土料理 

中山間地域直接支払交付金事業を 

活用し集落全体で草刈りを実施 

五位山の棚田 
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にはこれらの活動の受け皿の基盤となることも、期待されている。 
＊全国 2 万 3 千校・120 万人の小学生が農山漁村で宿泊体験活動を行うことを目指す。 

 
 
Ⅲ 振興の基本方針 

第一に、地域住民の生活環境の基盤を守る。道路、防災設備、

消防関連施設を整備し、公益的機能を有している森林の保全に

取り組む。また、住民の多くが幼・小・中学校時代を過ごした

淵ヶ谷小学校（平成 15 年 3 月休校）は、世代間に渡る地域統合

のシンボルとして認識し、高齢者や子どもを見守り育てる地域

コミュニティーの拠点として、活用を支援する。 
第二に、地域が持続していくため、産業振興に取り組む。産

業基盤の整備と、地域の実情に応じた効率的な経営体の育成を

図る。地域資源を活かした産業の創出、商品の開発を通じ、住

民が生きがいを持って働ける仕事の場づくりを支援する。 
第三に、交流人口の増加によって活力ある地域を構築するこ

とを目指す。全国的に農山村への関心が増大している気運を捉

え、五位山ならではの魅力や個性を磨き、交流者を短期滞在から長期滞在へ誘導する。観

光客を受け入れるためのノウハウを蓄積し、新しい生活サービス産業の育成を支援する。 
以上の３つの柱の基盤となるのが人材の育成である。美しい自然や郷土の文化に愛着を

持ち、地域の実情に精通した自治会、住民団体、及び地域内外の NPO 等と連携を図り、各

種振興施策を進める。地域住民の創意工夫と自主性を尊重し、経済的・社会的に、自立に

向けて頑張る組織を全面的に支援する。住民と行政の信頼と適切な役割分担による協働の

関係を築き、住民の満足度の高い、夢のある地域づくりを進める。 
振興山村の重点振興施策は次のとおりとする。 
 

【重点振興施策】 
 社会･生活環境の整備（安心して暮らせる地域） 

 地域資源を活用した産業の創出（生き生きと働ける地域） 

 都市・農村交流の促進（にぎわいのある地域）    

 協働の仕組みづくり（みんなで協力して育てる地域） 
 
 

淵ヶ谷小学校（休校中） 
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【重点振興施策】 

 

●交通施策 

●情報通信施策 

●社会、生活環境施策 

●交流施策 

●国土保全に関する施策 
 

 

●産業基盤施策 

●交流施策 

●森林、河川、農用地等の保全施策 
 

 

●交通施策 

●産業基盤施策 

●交流施策 

●森林、河川、農用地等の保全施策 
 

 

●産業基盤施策 

●社会、生活環境施策 

●交流施策 

●森林、河川、農用地等の保全施策 
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Ⅳ 振興施策 
 社会･生活環境の整備（安心して暮らせる地域） 

● 交通施策 

・ 生活関連道路の整備と交通安全施策を図る。 
・ 冬期間の交通確保を図るため、道路除雪のほか雪崩防止対策の整備を推進する。 
・ 公営バスにより交通弱者の移動手段の確保を図るとともに、自転車利用者や歩

行者の安全を確保する。 
 

● 情報通信施策 

・ 「とやま・ふくおか家族旅行村」周辺で、携帯電話の利用に一部支障があるの

で、事業者に働きかけ電波不感地域の解消を図る。 
 

● 社会、生活環境施策 

・ 地理的・自然的条件から消防の応援が困難であることを踏まえ、五位山分団の

小型動力ポンプ積載車の消防ポンプ自動車への更新、分団器具置場の増築等の施

策を計画的に実施していく。 
・ 民生委員・児童委員、母子保健推進員、食生活改善推進員、ヘルスボランティ

ア、環境保健衛生委員等、関係団体と連携を図りながら、健康福祉の相談体制の

充実に努め、地域内での互助共助を支える。 
・ ゴミの不法投棄防止のための看板設置、パトロールを実施する。 

 

●交流施策 

・ 淵ヶ谷小学校を廃校とし、淵ヶ谷公民館と共に同施設を地域交流施設、特産品

開発施設の機能を持つ地域振興拠点として整備する。 
 

● 国土保全に関する施策 

・ 急峻な地形や積雪量が多いという自然条件を踏まえ、災害から住民の生命、暮

らしを守るため、森林の維持・造成等の治山事業、地滑り対策事業、砂防事業等

の推進を図る。 
 
 地域資源を活用した産業の創出（生き生きと働ける地域） 

● 産業基盤施策 

・ 風雪害により発生した倒木の処理や利活用、植林、間伐、林道・作業道の整備、

水田基盤強化につながる農道整備を推進する。 
・ 森林作業の合理化の促進、林業従事者の育成及び林業・木材産業の活性化を推

進する。 
・ 集落営農組織など、地域の実情に応じた効率的で安定的な担い手の育成を推進

する。 
・ 地産地消を積極的に推進し、商・工・観光との連携による五位山産品の販路拡
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大を支援する。 
・ 農林振興センターや農業協同組合と連携を図り、専門家の派遣、技術指導、新

規作物に関する情報提供等を通じ、住民による産業創出を支援する。 
 

● 交流施策 

・ 淵ヶ谷小学校を廃校とし、淵ヶ谷公民館と共に同施設を地域交流施設、特産品

開発施設の機能を持つ地域振興拠点として整備する。（再掲） 
 

● 森林、河川、農用地等の保全施策 

・ 森林組合、森林所有者との話し合いを進めながら、森林施業の合理化を推進し、

地域ぐるみで境界の明確化を図る。 
・ 中山間地域等直接支払制度を活用し、集落が担ってきた相互扶助機能を支え、

農用地の耕作放棄を防ぐ。 
 
 都市・農村交流の促進（にぎわいのある地域）       

● 交通施策 

・ 振興山村と中心市街地を結ぶ道路の効率的な整備を行い、振興山村住民と都市

住民との双方向における良好なアクセスを確保する。 
 

● 産業基盤施策 

・ 地産地消を積極的に推進し、商・工・観光との連携による五位山産品の販路拡

大を支援する。（再掲） 
 

● 交流施策 

・ 「とやま･ふくおか家族旅行村」を核とし、自然・農業・農村文化体験イベント

の実施、体験農園開設、農産物祭りの開催等、地域住民の創意工夫と自主性を尊

重した都市農山村交流を積極的に支援する。 
・ 淵ヶ谷小学校を廃校とし、淵ヶ谷公民館と共に同施設を地域交流施設、特産品

開発施設の機能を持つ地域振興拠点として整備する。（再掲） 
・ 西明寺パークゴルフ場の積極的な活用を図る。 
・ 地域内の観光資源を結ぶ五位山周遊ルートを住民との協働で作成し、看板やマ

ップの整備により周知を図る。 
・ インターネット等多様な媒体を通じて五位山の魅力を発信し、二地域居住を志

向する都市住民に戦略的に働きかける。各地の高岡会や福岡会にも協力要請を行

い、一層のヒト・モノ・カネの交流、連携を図る。 
 

● 森林、河川、農用地等の保全施策 

・ 「とやまの森づくりサポートセンター」や森林ボランティアと連携し、森林の

保全を積極的に推進するほか、滝の沢や棚田、市民農園を活用した都市住民との



 - 8 - 

交流を図る。 
 
 協働の仕組みづくり（みんなで協力して育てる地域）    

● 産業基盤施策 

・ 農林振興センターや農業協同組合と連携を図り、専門家の派遣、技術指導、新

規作物に関する情報提供等を通じ、住民による産業創出を支援する。（再掲） 
 

● 社会、生活環境施策 

・ 民生委員・児童委員、母子保健推進員、食生活改善推進員、ヘルスボランティ

ア、環境保健衛生委員等、関係団体と連携を図りながら、健康福祉の相談体制の

充実に努め、地域内での互助共助を支える。（再掲） 
 

● 交流施策 

・ 「とやま･ふくおか家族旅行村」を核とし、自然・農業・農村文化体験イベント

の実施、体験農園開設、農産物祭りの開催等、地域住民の創意工夫と自主性を尊

重した都市農山村交流を積極的に支援する。（再掲） 
・ 淵ヶ谷小学校を廃校とし、同施設の利活用及び運営に携わる市民組織づくりを

支援し、市民と行政が協働で実施計画を策定する。 
・ 西明寺パークゴルフ場の積極的な活用を図る。（再掲） 
・ 地域内の観光資源を結ぶ五位山周遊ルートを住民との協働で作成し、看板やマ

ップの整備により周知を図る。（再掲） 
・ インターネット等多様な媒体を通じて五位山の魅力を発信し、二地域居住を志

向する都市住民に戦略的に働きかける。各地の高岡会や福岡会にも協力要請を行

い、一層のヒト・モノ・カネの交流、連携を図る。（再掲） 
 
● 森林、河川、農用地等の保全施策 

・ 森林組合、森林所有者との話し合いを進めながら、森林施業の合理化を推進し、

地域ぐるみで境界の明確化を図る。（再掲） 
・ 「とやまの森づくりサポートセンター」や森林ボランティアと連携し、森林の

保全を積極的に推進するほか、滝の沢や棚田、市民農園を活用した都市住民との

交流を図る。（再掲） 
・ 中山間地域等直接支払制度を活用し、集落が担ってきた相互扶助機能を支え、

農用地の耕作放棄を防ぐ。（再掲） 
 
 
Ⅴ 他の地域振興等に関する計画、施策等との関連 

昭和 48 年度（策定）   高岡農業振興地域整備計画 

平成 19 年３月（策定）  高岡市森林整備計画 

平成 19 年９月（策定）  高岡市総合計画 
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平成 19 年 10 月（策定） 高岡市田園環境整備マスタープラン 

本市では、高岡市総合計画（基本構想；平成 19 年度～平成 33 年度／基本計画；平成 19
年度～平成 23 年度）を策定し、今後のまちづくりの方針を明らかにしている。 
また、五位山地区は「高岡市森林整備計画（高岡市森づくりプラン）」による整備対象の

森林、「高岡市田園環境整備マスタープラン」による自然環境保全エリア及び中山間ゾーン、

「高岡農業振興地域整備計画書」による農業振興地域を含んでおり、さらに地域の一部は

「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づく

辺地に指定されている。これらの法律及び計画の趣旨・目的を踏まえ、山村振興計画との

関連性・整合性を図りつつ、長期の財源計画に基づいた事業計画に沿って、施策を推進す

るものとする。 



資料№８ 

福岡地域審議会 

平成 20 年 6 月 6 日 

経済振興課 

西明寺パークゴルフ場整備事業 

１ 事業の概要 

  地元振興策の一環として能越自動車道建設用土砂採取場（約１．８ｈａ）を利用し

てパークゴルフ場を整備するものである。 

  １８年度に用地買収、測量設計を完了。１９・２０年度の２ヵ年で基盤整備、施設

整備、植栽工事を実施して、２０年１０月に供用開始を予定に整備している。 

  施設の概要      

   ・ホール面積 １３，３６１㎡ （全体面積 １５，６２６㎡） 

  ・ホール数  １８ホール   ・パー ６６   ・コース延長 約９００ｍ 

   ・建物関係  ６７．１㎡（トイレ・倉庫を含む） 

   ・駐車場   １，７１８㎡（普通車 ６３台 多目的用 ２台）   

 

２ 平成 19 年度の取り組み状況 

 ・基盤整備工事、  

・施設整備工事 （給水・雨水・汚水整備）  

   ・植栽工事 （高木・中低木・芝生植栽） 

     

３ 平成 20 年度の取り組みについて 

   ・施設整備工事 （電気設備・園路通路・サービス施設、ベンチ看板等） 

・トイレ、倉庫建設工事 

・グランド、コート整備工事 

   ・10 月 供用開始   オープン記念式典 

 

４ 平成 20 年度予算額 

   整備事業費  ５６，８２１，０００ 円 （整備工事費     32,991,000 円） 

                       （トイレ倉庫新築工事費 23,509,000 円） 

                       （水道加入負担金     321,000 円）  

 

 

※ 完成後の施設の維持管理や芝の養生等については、高岡市庄川緑地パークゴルフ場と 

同様、市民協働型で対応したい。 

なお、今年度の芝生の維持管理は福岡教育行政センターにおいて実施する。 





資料№９ 
 

福岡地域審議会 

平成 20 年 6 月 6 日 

地域振興課 
 
 

福岡地域の高岡開町 400 年記念事業 
 
 
１ 高岡開町 400 年について 

 
高岡は、慶長 14 年（1609 年）、加賀藩二代藩主前田利長公によって開かれ、平

成 21 年（2009 年）に開町 400 年という記念すべき年を迎えます。 
城下町として、商業の町として、風格を備えた高岡の礎は、前田利長・利常両

公によって築かれ、藩政時代から、さらに明治・大正・昭和・平成という激動の

時代を越えて発展を遂げてきました。 
こうしたことから、開町 400 年という大きな節目を迎えるにあたり、両公の功

績・業績を顕彰するとともに、先人の英知と努力に感謝しながら、今日の繁栄を

祝い、さらなる発展を目指し、平成 21 年を「高岡開町 400 年」として、新たな発

展を期して、開町 400 年記念事業を行うものであります。 
 
 
２ 福岡地域での開町 400 年記念事業等への取り組み 

 
（１）施設の整備  木舟城跡の周辺整備（本年８月末を目途に整備を図る） 

木舟城跡見学者用駐車場の整備 
誘導標識の整備（史跡への）    
史跡等を紹介する案内板の整備（福岡中学校生徒作成による鳥瞰図） 

 
（２）各種記念事業の推進について 
〇 実行委員会 

自治会、商工会、観光協会、各種団体等の代表及び行政で構成する実行

委員会を設けることとし、福岡地域において各実行組織が実施する開町 400
年記念事業の総括並びに連絡・調整を行い、円滑な事業の推進と新市の一

体感の醸成を図りたいと考えています。 
    なお、各記念事業について関係者により個別に分科会を設け、それぞれ

の記念事業の実施にあたることとします。 
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（３）予定する記念事業等（案）について 

〇 平成 20 年度プレイベント 
 ①１年前イベント「高岡城総登城まつり」 

・歴史ロマンウォーク「福岡木舟から高岡木舟町へ！」 
  ②まちめぐりウォーク 

③三日市の古文書の解読と展示 
  ④既存イベントの充実 

（さくらまつり、竹の子まつり、リバーサイドフェスタ、つくりもんまつ

り、産業フェスティバル、文化祭など） 
⑤パークゴルフ竣工記念大会 

 
〇 平成 21 年度本イベント 

①木舟城跡月見の宴 
②長安寺境内の雅楽・お茶会 
③歴史民俗資料館の「木舟城跡特別展」 

  ④既存イベントの充実 
（さくらまつり、竹の子まつり、リバーサイドフェスタ、つくりもんまつ

り、産業フェスティバル、文化祭など） 
⑤福岡地域内での各種イベントの実施 
・市民提案事業（地域事業） 
・市民提案事業（市民企画事業）


