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2018年4⽉13⽇

⾼岡市の財政難（上） 過剰投資 監視⽢く

企画特集
AICHI 脱 ワースト

富⼭県第⼆の都市・⾼岡市で昨年、突如浮上した財政難。事業廃⽌
や施設の休館が相次ぎ、市⺠⽣活に⼤きな影響が出ている。何が背景

この世界から交通事故をなくしたい
みんなで取り組む⼤きなチャレンジ

にあり、どう乗り越えるべきなのか。経緯を振り返り、有識者に提⾔

キッズで⼀⾔

を聞く。

⼦どもたちの笑顔×⾯⽩い⼀⾔
受賞作品を公開中！

合唱コンクールや映画鑑賞会の案内が掲げられてきた⽞関に、休館
を伝える看板が⽴てられている。市⺠に⻑年親しまれた⽂化の拠点
「⾼岡市⺠会館」。⼀⽉から無期限の休館に⼊った。楽器を奏でる⾳
や来館者の話し声は消え、ひっそりと静まり返っている。
ロビーで無料コンサートを⻑年開いてきた団体「パープル」代表の
⼩林福美さん（６８）は昨年⼗⼆⽉、休館を知り、あぜんとした。
「昨⽇まで問題なく使えていたのに」。今年に予定していた⼆百回⽬
の記念コンサートは⾼岡市⺠会館では開けなくなった。
事実上の閉鎖の背景には市の財政難がある。休館は元々、天井の改

休館を案内する看板が置かれている
⾼岡市⺠会館＝富⼭県⾼岡市古城で
（武⽥寛史撮影）

修のためで、半年余りにとどまるはずだった。ところが、⽼朽化した電気設備も修理が必要と判明。市は

地域の取材網
北陸中⽇新聞から

⽯川

富⼭

号外 (4⽉14⽇)
⽶ シリアを攻撃 化学兵器使⽤と断
定 ⼤統領発表 英仏も参加

四億円の追加費⽤を捻出できず、改修を断念した。
財政難は、近年の⼤型事業のつけが回ってきた結果だった。市は主な例として、⼆百五⼗四億円を費や
した北陸新幹線新⾼岡駅と⾼岡駅の周辺整備や、百⼋⼗⼆億円を投じて⼀気に推し進めた⼩中学校の耐震

北陸発
⼤聖寺に能楽堂建設へ 住⺠有志とＮＰ
Ｏ「謡が降るまち復活を」（4⽉14⽇）

化などを挙げる。⾼橋正樹市⻑は「⾝の丈を超えていた」と過剰投資を認める。
歳出超過は⼆〇⼀六年度決算が⼆⼗五億円、⼀七年度

北陸写真ニュース
ピクサー もしもの世界へ ⼤和⾹林坊 イ
ベント開幕（4⽉12⽇）

予算が三⼗四億円。市債残⾼は過去⼗年間で約三百億円
増えた。帳尻を合わせるため、貯⾦にあたる財政調整基
⾦を取り崩し続け、基⾦は底を尽きかけている。借⾦返

popress
【特集】 ⼿軽に買って、すぐ売る 所有ワ
ンシーズン われら 消費新世代（3⽉11
⽇）

済の⼤きさを⽰す実質公債費⽐率は、⼆年連続で県内ワ
ーストだ。
⼀⼋年度予算での四⼗億円の財源不⾜を認識した時期

北陸けいざい
⾼齢親の財産 ⼦ら管理 「⺠事信託」
地銀が⽀援（4⽉14⽇）

について、⾼橋市⻑は昨秋と説明する。昨年六⽉の市⻑
選で三選し、財政を熟知しているはずが、認識と対策が
遅れて影響は⼀気に噴出した。新総合体育館の建設の凍

北陸⽂化
⾦沢美術倶楽部１００周年記念 美のチ
カラ展 ２１⽇から 名品 膨らむ期待
（4⽉14⽇）

結は、市⺠会館の休館と同時に発表された。東京五輪の
海外代表合宿の誘致の切り札だったが、七⼗億円超を投
じる余裕はなかった。市職員は「今となれば⼯事の⼊札
が不調で助かった」と漏らす。
中⼼市街地のコミュニティバスも廃⽌した。「空気を運ぶ」と冷やかされるほど利⽤が低迷し、⼗年近
く前に廃⽌論が浮上したが、市は運⾏を続けた。担当者は「市⺠に配慮し、廃⽌に踏み切れなかった」と
反省する。⾚字は毎年、四千七百万円に上っていた。

コラム ⾵紋

投了（4⽉14⽇）

マナビバ

北陸釣りウィークリー

わたしのアングル

おいしいよ！

過去の特集

号外⼀覧

市政の監視を託されていた市議会は機能を果たせず、⽢い財政運営を認めた。ある市議は「⼀六年度決
算で財政の厳しさを感じていた」と振り返るが、財政難の公表まで市を追及することはなかった。別の市
議は市に対して「財政健全化の対策は毎年、市⺠に説明すべきだ」と注⽂を付ける。だが、財政難公表か
ら四カ⽉がたつ今も、議会による報告会は開かれていない。

http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2018041302100011.html

催事・関連団体など
イベント情報（⽯川・富⼭）
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魅⼒の138講座が「めいてつ・エムザ」
２階ファッションフロアに花咲きます

市は緊急対策を講じ、⼀⼋年度予算で⼋億円の収⽀を改善した。しかし、近く事業の⾒直しを始める⼀
九年度の予算では、さらに⼋億円の改善が求められる。財政再建へ、厳しい道のりが続く。

（武⽥寛

史）

北陸中⽇新聞社会事業団 社会福祉活動を⽀援
この記事を印刷する
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海外援助活動 市⻑に報告
藤沼さん、下村さん

⾼岡の
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北陸中⽇懇話会
毎⽉１回、著名な講師を招いて講演会など開催
4⽉17⽇ ⽇本総合研究所主席研究員 藻⾕ 浩介（も
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てみた
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中部地区の⼤学を探すなら、地元の進学情報サイトで！「中⽇進学ナビ」
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記事⼀覧

⼤聖寺に能楽堂建設へ 住⺠有志とＮＰＯ「謡が降るまち復活を」（2018年4⽉14⽇）
富⼭に「ヤクシカ」！？ 飼育・野⽣化、在来と交雑か（2018年4⽉14⽇）
能登島イルカ 富⼭湾へ移住？ 「戻って」観光業者 切実（2018年4⽉14⽇）
⿊部市⻑選あす投開票（2018年4⽉14⽇）
祖⺟の愛 くぐる⾥帰り 七尾・花嫁のれん展で披露（2018年4⽉13⽇）
⾼岡市の財政難（上） 過剰投資 監視⽢く（2018年4⽉13⽇）
ファボーレ⼤規模増床へ １９年度 店舗⾯積４割増、１６０店（2018年4⽉12⽇）
東南アジア 出店加速 富⼭、⽯川の⼈気ラーメン店（2018年4⽉11⽇）
架空ＴＶ局かたる新⼿⼝ 番組出演で⼤⾦ プロデューサーは北野武（2018年4⽉11⽇）
⼤学コンソーシアム富⼭ 駅前キャンパス開所（2018年4⽉11⽇）

http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2018041302100011.html
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2018年4⽉14⽇

⾼岡市の財政難（下） 市政転換の好機に
「⼤型事業が無計画に⾏われた結果だ」「五年間はボ
ーナス返上を」。⼀⽉中旬、富⼭県⾼岡市⼾出町であっ
た財政再建と公共施設再編の市⺠説明会。市が財政難を
公表後、初めて開いた対話の場は案の定、紛糾した。そ
の後四カ所であった説明会でも同様に、市⺠は厳しい意
⾒を寄せた。（⼭本真⼠）
「『⼈件費を減らせ』なんて、⼀度も⾔われたことが
ない」
ハコモノ⾏政改⾰の先駆けとして知られる神奈川県秦

初めての説明会で市⺠に説明する⾼橋正樹市⻑（右
奥）＝１⽉、富⼭県⾼岡市の⼾出コミュニティセン
ターで（武⽥寛史撮影）

野市の志村⾼史・公共施設マネジメント課⻑は、⾼岡市
の様⼦を伝え聞き、⾃⾝の経験との違いに驚いた。⼗年前、市内施設を⻑期的に三割減らす計画を上司と
⼆⼈で作り、公表した。全国の市町村が国の要請で計画策定に取り組む前。⼈⼝も増えていた。
それでも再編に踏み込んだのは、将来の⼈⼝減少と財政縮⼩を⾒越していたから。徹底した現地調査と
情報開⽰にも努めた。「秦野市はもともと財政が厳しく、⼈⼝当たりの職員数が神奈川県内で最も少な
い。それでも他市並みの⾏政サービスを⽬指してきた。市⺠が再編に怒らなかったのは、そうした姿勢を

企画特集
AICHI 脱 ワースト
この世界から交通事故をなくしたい
みんなで取り組む⼤きなチャレンジ
キッズで⼀⾔
⼦どもたちの笑顔×⾯⽩い⼀⾔
受賞作品を公開中！

認めてくれていたからだと思う」
志村さんは、⾼岡市の説明⼿順にも⾸をかしげる。「公共施設の再編は、⼈⼝減少や⽼朽化を受けた全
国共通の問題だ。固有の問題である財政難とは別もの。⼀緒にすれば混乱を招く。別々に説明して理解を
得た⽅が良い」と助⾔し、「施設⾯積を１５％削減という⾼岡市の⽬標は⽢い。借⾦を考慮すると、機能
を維持していくには７０％は減らさなければ」と分析する。
財政難の背景にもさまざまな⾒⽅がある。北陸の地⽅⾃治に詳しい河村和徳・東北⼤准教授（政治学）
は「北陸新幹線の開業に向けた⼤型投資が原因という⾒⽅は正確ではない」と指摘する。別の要因として
挙げるのが、旧福岡町との合併や東海北陸⾃動⾞道の開通、⾼岡開町四百年だ。「ビッグプロジェクトが
⼗年以上前から続いてきた。いわば四重苦だった」
財政難の責任を巡っては「投資が⾏き過ぎ、維持費の⾒通しが⽢かった。本来は議会が『ノー』と⾔う
べきだった」と指摘する⼀⽅、「⾼岡市の直近の百年では最も投資に適した時期だった。『いけいけどん
どん』の雰囲気で反対しづらかった状況は理解できる」と同情する。東北、九州両新幹線の沿線⾃治体で
も過去に⾒られた状況という。
財政の先⾏きについて、武⽥公⼦・⾦沢⼤教授（地⽅財政論）は、悲観論に異を唱える。「これから四
〜五年間は市債の償還がピーク。市債発⾏に国や県の許可が必要になる起債許可団体に転落する可能性も
ある。けれど起債を抑えれば、その後は持ち直せる」
この⾒⽅に河村准教授も同調する。「例えるなら、今は致命傷になる前に⽌⾎できた状況だ。⾼岡は産
業があり、⼀定の税収がある。市政を⽅針転換させるチャンスでもある。財政難をきっかけに、これから
官⺠で『脱公共事業』『ハードよりソフト重視』を⽬指すべきだ」
この記事を印刷する

今、あなたにオススメ
http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/toku/tokuhou/CK2018041402100009.html
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市政転換の好機に:特報とやま:富⼭:中⽇新聞(CHUNICHI Web)

(2018年3⽉20⽇)

⾼岡⽂化遺産 ぬりえに
委に贈る

(2018年3⽉16⽇)

愛する会、市教

富⼭・イタズラ村・⼦ども遊ばせ隊（１
２） 県外の園と関係築く

コラム ⾵紋

(2016年7⽉4⽇)

マナビバ

北陸釣りウィークリー

⾼岡やぶなみ駅 開業 あいの⾵鉄道
⾼岡－⻄⾼岡間

わたしのアングル

おいしいよ！

過去の特集

号外⼀覧

(2018年3⽉17⽇)

ボク 電停ドラえもん！
ラストパネル

北陸⽂化
⾦沢美術倶楽部１００周年記念 美のチ
カラ展 ２１⽇から 名品 膨らむ期待
（4⽉14⽇）

ＣＫサンエツ 東証１部昇格 ２２⽇か
ら、期末で１０円記念配当

万葉線 新たにイ

(2018年3⽉14⽇)

(2018年3⽉18⽇)

たった1ヵ⽉で-13キロ達成！？坂上忍が
絶賛してる「簡単ダイエット法」とは

マツコ驚愕の美⼈⼥医の「若返り術」が
凄い！毎⽇の習慣で40歳が⾒た⽬20代に

PR（nofake-story）

PR（Emilie）

投了（4⽉14⽇）

催事・関連団体など
イベント情報（⽯川・富⼭）
⾦沢中⽇⽂化センター
魅⼒の138講座が「めいてつ・エムザ」
２階ファッションフロアに花咲きます

PR情報

旅の写真を投稿して豪華賞品をゲットしよう！中⽇旅⾏ナビ「ぶらっ⼈」
暮らしの⼩さな悩みや疑問に専⾨家が無料でお答えします！／中⽇教えてナビ
中部地区の⼤学を探すなら、地元の進学情報サイトで！「中⽇進学ナビ」

広告

北陸中⽇新聞社会事業団 社会福祉活動を⽀援
北陸中⽇懇話会
毎⽉１回、著名な講師を招いて講演会など開催
4⽉17⽇ ⽇本総合研究所主席研究員 藻⾕ 浩介（も
たに・こうすけ）⽒

広告

北陸中⽇新聞折込センター
北陸中⽇新聞・中⽇新聞からのお知らせ

紙⾯掲載申し込み（無料）
試して納得、⼤試乗会フェア開催

滋賀⽇産⾃動⾞株式会社

シートアレンジ⾃由⾃在。＜セレナ＞プレミアム
認定中古⾞
もっと⾒る

NISSAN

最新記事

サイトへ

元気です あつまれ！ジュニア
元気です（誕⽣⽇指定）

天気予報

記事⼀覧

⾼岡市の財政難（下） 市政転換の好機に（2018年4⽉14⽇）

⽯川県の天気

⾼岡市の財政難（上） 過剰投資 監視⽢く（2018年4⽉13⽇）

⾬雲レーダー

東南アジア 出店加速 富⼭、⽯川の⼈気ラーメン店（2018年4⽉11⽇）
震災教訓 ⽣かされぬまま ペット同⾏避難 ⾃治体対応遅れ（2018年4⽉8⽇）
中古住宅診断の説明義務化 消費者保護 ⼤きな前進（2018年4⽉4⽇）

花粉情報

富⼭県の天気
台⾵情報

全国の天気･概況

地震情報

紫外線情報

CHUNICHI Web提供サービス
携帯情報サービス

⿊部市⻑選 ⾃⺠系３⽒出⾺へ 保守混戦も争点⾒えず（2018年4⽉1⽇）
新湊旋⾵を振り返る（下） 「今こそヒーローに」（2018年3⽉23⽇）
新湊旋⾵を振り返る（上） 原動⼒は無欲だった（2018年3⽉22⽇）
姿消す メルヘン建築 ⼩⽮部の公共施設 少⼦化、⽼朽化…再利⽤難しく（2018年3⽉19⽇）
空き家問題 対応急務に 代執⾏ 県内すでに５件（2018年3⽉18⽇）

http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/toku/tokuhou/CK2018041402100009.html
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