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未来を描こう､そして､
明るい未来挿.市民が自分たちの手で創りあげるものです｡

まず､未来を描くこと｡

そして.その未来を｢創る｣｡そこに.リーダーの手腕があります｡

高橋まさきこれまでの活動実績

歴史都市認定(H23 6 8)

苧姐.~還元適
高岡駅万葉ロード･橋上駅舎供用開始(H23 8.28)

能越道建設促進要望
(H23.7 27)

伏木外港(クルーズ船飛鳥] )
(H23 9 8)

伏木宮山港が総合的拠点さ巷に
選定される(H2311 9)

ウインク･ウイング高岡広場
｢ドラえもんの散歩道｣
(H23.8 27)
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忍者ハットリくん列車出発式
(H23 513)

コンテンポラリーダンス

｢遠田誠さんと森下真樹さん｣
(H23 717)

｢進化する森｣未来創造プロジェクト
(H24.3.ll )

文化財修理作業

金屋町開町400年記念マップ写真撮影

(H23 319)
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富山県ものづくり研究開発センター
(H23 3 29)

高岡クラフト展(H23 12.30)

東日本大震災被災地派遣職員激励
(H23.4.9)

高岡開町400年高岡開町まつり
(H22 9.13)
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宮城県多賀城市訪問(H23 4 9)　高岡開町まつり400+2

(H23 919)

､Illl■~′■ー~苛blt,哉慧yLJ付　現冊乾き

中田小校舎の耐震化
(H231017)
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T遥Iqr蒜(:I
東五位小校舎の耐震化
(H2311 22)

高岡市中田コミュニティセンタ-
一一　竣工式

⊥･SLf i･.-T^ 1. -⊥　恥

グラウンドゴルフ大会
(H23.7.31 )

ラ･フォル･ジュルネ音楽祭In高岡

(H23430)

中田コミュニティセンター竣工式　高岡｢第九｣合唱団結団式

牧野みどり保育園完工式
(H23417)

オペラ｢高野聖｣高岡公演
(H231212)



創ろう｡

高岡新世紀創造プロジェクト

新たな100年を目指すまちの肇

世界に通じる

｢文化創造都市｣

｢歴史都市｣

3つのキーワードと､ 5つのテーマで描く.ポジティブな未来｡

● ｢高岡らしい｣風情､情緒､

たたずまいの発信
● ｢歩いて楽しい｣

たかおかストリート構想

●高岡御車山会館建設

●歴史都市認定

｢

歴史･文化を磨き､

市民の活動をつなぎ.

新たな市民文化を創ります｡

⑳文化財等の保存･修理事業

● ｢進化する森｣未来創造プロジェクト

●博物館施設整備

｡新たな芸術･文化創造の推進//

●飛越能の玄関口プロジェクト　ー

●高岡ブランドの開発

●おもてなしの体制づくり

拠点を磨き･　.広域観光推進

にぎわいをつなぎ. .土産品開発

交流･観光都市を創りますC '観光宣伝推進

●新幹線新高同駅(仮称)周辺整備

●都市計画道路の見直しと

戦略的道路の建設

京j二~一･

支え合う心を磨き.

地域でつなぎ.

安全･安心なまちを創ります｡

○公共施設､学校耐震化の推進

●積極的防災協定の推進

●見守りネットワーク

●環境共生のまちづくり
▲･ A -I_ -p　　一･q-I

●市民協働プラットフォームの構築

●アクティブ･シルバーによる

協働のまちづくり

//
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ものづくりの技と心を磨き.

知識と技術をつなぎ.

新たな産業が息づくまちを創ります｡

●新産業創造プラットフォームの推進

● 6次産業化の推進

野

●若手経営者の育成

地域のきずなを磨き.

世代をつなぎ.
1=かおかtfと

明日を担う高岡人を創ります｡

●学校適正配置検討

●富山大芸文卒業生や

ものづくりアーティストの

定住促進

●地域福祉ネットワーク

(あっかり福祉ネット)の構築

●子育て支援体制の充実
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"飛越能86万人の玄関口"として､エリアをリードする都市核を築きます｡

{交通基盤の整備
新幹線新駅が飛越能地域の玄関口として利便性の高い駅

となり､高岡の拠点性が高まるよう､公共交通やアクセス

道路の強化を図ります｡

●新幹線新高同駅(仮称)周辺整備

●幹線道路網の整備促進

●能越自動車道の建設促進

⑳能越自動車道福岡パーキングのインターチェンジ化

⑳北陸自動車道(仮称)高岡砺波スマートIC整備

⑳伏木外港の日本海側総合的拠点港としての機能充実

{市街地のにぎわいづくり
市民や観光客が歩いて楽しめるまちとして､通りや商店街
を歴史･文化や水辺などの魅力を活かして整備し､市街地の

にぎわいを創出します｡

少霊撃ち
違dl春句

｡都心エリアの土地利用の検討　JLt各号?

●高岡駅周辺の整備

●魅力ある個店づくり

●市民との協働によるまちづくり

● TMO(商業地の活性化を行う機関)活動への支援

●禦行事･イベントの活性化

●たかおかストリート構想の促進

{観光資源の活用と広域観光の推進
高岡が新幹線開業の効果を活かした交流･観光の拠点となる

ように､飛越能圏域各地域と連携して広域観光施策を推進

します｡

●越中･飛騨観光圏の整備と広域観光の推進

●観光資源の発掘､活用と着地型旅行商品(目的地の旅行会社が

独自に企画する旅行商品)の開発
●ふるさと土産品(特産品)の開発

●観光客の受け入れとおもてなしの体制づくり

●コンベンションの誘致･開催支援

●外国人観光客の誘致

+ lCT (情報通信技術Information and Communication Technology)

利活用の推進
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- 10分圏域注)形成を目指す〝-

高岡駅万葉ロード橋上駅舎供用開始(H23.8.28)

五箇山合掌造り集落
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"歴史･文化"を磨舌. "市民の活動"をつなぎ､

"新たな市民文化"を創ります｡

～

歴史都市｢高岡｣を世界に発信します｡

!i慧票慧讐慧芝禦して磨き､ ′面憎
世界に通じる｢歴史都市高岡｣を目指します｡

●高岡御車山会館建設

●観光関連施設整備

●文化財等の保存･修理 藩学
{伝統技術の保存･継承
ものづくりのまちに受け継がれた歴史と文化を支え､守って

きた技と心を継承し､産業化へと発展させていきます｡

●高岡地域地場産業センターの機能強化

●文化財等修理の産業化

●ものづくり･デザイン科の推進

●ものづくりアーティスト､伝統産業後継者の育成

*諾諾認諾実と感鰐
芸術文化活動の支援やより香り高い文化に触れる

機会の充実､生涯学習機会の拡充などを通して､

市民自らが参加し創り上げていく文化創造のまち

を目指します｡

オペラ｢高野聖｣高岡公演(H23.12.12)

たかおかストリート構想

金屋町ゾーン

ラ･7オル･ジュルネ音楽祭in高岡

(H23.4.20)

(重要無形民俗文化財)

高岡御車山車輪の修復作業
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"ものづくりの技と心"を磨き､ "知識と技術"をつなぎ

"新たな産業が息づくまち"を創ります｡

＼瀞pノ

産業構造の転換を視野に入れながら､高岡らしい"ものづくり"のあり方を考えます｡

{新たな産業の創造の推進
意欲ある地域企業の新分野進出や新事業展開を支援すると

ともに､成長分野の企業立地を促進し､新たな産業の

創出に向けた取り組みを強化します｡

･新産業創造プラットフォーム体制の充実

㊨地域資源を活用した新ブランド創出

●伝統産業と先端技術の融合

○地場産業の高度化と新分野進出の支援

●新規創業等の支援(インキュベータ機能の充実等)

㊥新クラフト産業･デザインの育成支援

●企業団地の造成

●企業立地の推進

蒜こし各市

フランス質際見本市｢メゾン･工･オブジェ｣ (H24.1.21)

■｢義-!F-I

一成｡ ～

*農業の振興
市民のニーズに対応した安全･安心な農産物を提供する

体制を構築し､農業の持続的な発展を図ります｡また､

高岡ブランドの開発と6次産業化を進めます｡

⑳園芸作物(野菜･花･果樹など)の生産･流通支援

⑳農業特産品開発育成

○水田利活用対策の推進

●農業経営体育成

●農地利用集積の支援

○地産地消･6次産業化注)の推進

注) 6次産業化:

農林漁業者(1次産業)が加工(2次産業)､

流通･販売(3次産業)に取組み経営を多角化させること｡

1次産業+ 2次産業+3次産業-6次産業
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富山県ものづくり研究開発センター(H23.3.29)

勝木原山菜採りハイク(H23.5.8)

里山交流センタ-にて夏野菜の収穫(H23.8.15)



触-｣癖i声､it

"支え合う心"を磨舌. "地域Hでつなぎ､

"安全･安心なまち"を創ります｡

安全･安心が見直される時代｡幸せを支えあう仕組みづくりをすすめまT.

●地域福祉ネットワークの構築
子どもから高齢者まで全ての人が､安全で安心して健

やかな生活を送ることのできる地域社会を目指して､

市民､地域団体､NPO法人､事業者､行政などが連

携し､それぞれの役割と特色を活かしながら支え合う

高岡型地域福祉ネットワーク(あつかり福祉ネット)

づくりを進めます｡

●地域福祉ネットワークの構築と連携

⑳高齢者の健康と生きがい対策

⑳障害者の地域生活支援

⑳地域ぐるみで取り組む健康づくり

⑳地域医療体制の充実(急患医療センターの建設)

{市民協働プラットフォームの構築
市民が主体的に取り組むまちづくりに向けた情報の共有

化と市民活動のコーディネート機能を強化するため､
地域団体､ボランティア団体､NPO法人､行政などが

連携できる市民協働プラットフォームを構築します｡

腰だ還熟針二二~~
●市民活動支援

◎地区コミュニティ施設の整備

●地域交流拠点施設の整備

㊤市民提案による

まちづくり支援(協働事業)

(H23.8.30)

麟環境共生社会の推進
市民､事業者､行政が一体となり､環境への負荷の

少ない循環型社会の形成に取り組みます｡

◎環境共生の推進

㊥住宅用太陽光発電システム導入補助

⑳広域ごみ処理施設の整備

◎ごみの発生抑制･再利用の推進

●ごみ減量化･資源化促進

+焚書に強いまちづくりの推進
地震､洪水､豪雪､津波､原子力事故などの大規模な

災害が発生した場合を想定し､国や県と連携しながら､

広域的な防災の取り組みなどにより災害に強いまちづくり

を進めます｡

農聖琵欝簡　二二_
①地域防災計画の改定

●自主防災組織の育成

●防災fJFE練の実施

●防災行政無線整備

●防災センターの整備

●公共施設の耐震化

(学校･庁舎偏祉施言針上下水道等)

●津波ハザードマップの作成

宮城県多賀城市訪問(H23.4.9)

千葉県松戸市との災害協定締結

●多文化共生社会の推進　〈H24'2°9〉

国籍や民族などの異なる人々が､互いの文化､生活

習慣､価値観などの違いを認め合いながら､お互いが

暮らしやすい地域づくりを進めます｡

腰団ヨ冠筆匡｢二　二
⑳多文化共生の推進

⑳ lCT利活用の推進(再掲)

+蓋悪霊芸芸慧志保

良質な住環境や公共交通の確保など､だれもが快適に

暮らせる生活圏の形成を進めます｡

●戸出中之宮､木津等

土地区画整理
●福岡駅前土地区画整理

●まちなか居住支援

●公共交通の運行補助

●未来トランスポート

ピジョンの検討
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次代を担う世代を育て.市民が主役のまちづくりをすすめます｡

*諾言讐濫
子育て支援センターを拠点に子育て支援ネットワーク

を構築し､高岡型のサポート体制による子育て家庭に

丸する支援や､地域で子どもを見守る体制の充実に

努めます｡

⑳子育て支援センターの活用

◎学童保育､保育サービスの充実

⑳児童健全育成

◎子ども元気活動支援の推進

●子ども･妊産婦医療費の助成

●発達支援ネットワークの構築

(高岡市きずな子とも発達支援センター)

御旅屋セリオ内に子育て支店センターを

開設し7カ月で1万組を達成(H23.9.19)

{スポーツ活動の支援
生涯スポーツ､競技スポーツなど市民のライフステージ

に合わせたスポーツ活動を支援するとともに､施設の

充実に努めます｡

●市民スポーツ活動の推進

●選手育成強化

●高岡西部総合公園の整備

●総合体育館の建設

● (仮称)市民交流

スポーツ広場の整備
●グラウンド･ゴルフ場の整備

新野球場平面図

+芸諾慧雷雲芸と

ものづくり･デザイン科の取り組みや万葉に関する学習

などの活動を通して郷土意識の醸成を図ります｡また､

児童減少期における小学校の再編統合の協議･検討を

行います｡

圃頑賢妻______
○郷土学習

●ものづくりザサイン科の推進

●学校適正配置検討

●学校耐震化の推進

ものづくり･デザイン科の実習風景

+諾諾認諾慧歴史.文化≫

Ei= _i-__-;_-,-Sf感;_i:I_i-_.-i
一未来創造プロジェクトー｢森とこどもとダンスとアート進化する森｣ (H24.3.ll)

賓を

高橋まさきプロフイ-ル

生年月日1954年5月23日　高岡市生まれ

趣　　味　読書､文具集め､友人たちとの語らい

1973年3月

1977年3月

同年4月
2007年7月

2008年8月

2009年7月

高岡高校卒業

東京大学法学部卒業

自治省入省

総務省大臣官房審議官(税務担当)
(｢ふるさと納税｣制度を実現)

(財)地域創造常務理事
(芸術文化を通じた創造性豊かな地域づくりを推進)

高岡市長

高樹会ご入会案内
｢高橋まさき後援会｣の資金管理団体として｢高樹会｣が発足

しました｡ホームページより｢入会及び寄付申込書｣をタウン

E-ドして印刷し､必要事項をご記入の上､ FAXにてお送り

ください｡皆様の｢高樹会｣ご入会をお待ちしております｡

l FAX : 0766-2616008 ]

お問い合わせ　　　　　　高橋まさき後援会

〒933-0912　高岡市丸の内ト40高岡商工ビル7F

TEL:0766-26-6035　FAX:0766-26-6008

ホ-ムページ: http://www.takahashi-masaki.com/


