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フォートウェイン市 
フォートウェイン（Fort Wayne）は、アメリカ合

衆国インディアナ州にある都市。インディアナ
ポリスに次ぐインディアナ州の第二の都市であ
り、アレン郡の郡庁所在地。 



フォートウェーン市姉妹都市提携３５周年記念親善訪問 H24.10.24～ 







Parkview Regional Medical Center (病院) 



フォートウェーン歴史センター 
フォートウェーンカテドラル 
アレン郡裁判所 
中心部 夜の風景 
町並み 
フォートウェーン商工会議所 
フォートウェーンの教会 
スクールバス 
パークヴューフィールド 野球場 
Parkview Regional Medical Center (病
院) 
フォートウェーンカテドラル(中) 
エンバシーシアター (交響楽団コン
サート) 
アレン郡裁判所 
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アレン郡裁判所 

中心部 夜の風景 

パークヴューフィールド 野球場 

エンバシーシアター (交響楽団コンサート)  

スクールバス 

フォートウェーン市姉妹都市提携 
３５周年記念親善訪問 

町並み 



高岡新世紀創造プロジェクト 

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。 

歴史・文化  

交流・観光  

ものづくり 

安全・安心  人づくり 

３つのKeyword 
  市民が磨く 
  市民がつなぐ 
  市民が創る 
  共創のまち 

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 

拠点を磨き 
にぎわいをつなぎ 
交流・観光都市を 
創ります 

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 

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 

地域のきずなを磨き 
世代をつなぎ  
明日を担う高岡人を 
創ります 

３つのKeyword 

  市民が磨く 

  市民がつなぐ 

  市民が創る 

  共創のまち 

 

高岡新世紀創造
プロジェクト 



交流・観光(１) 
“拠点”を磨き、“にぎわい”をつなぎ、

“交流・観光都市”を創ります。  

“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。  

交流・
観光(１) 



交流・観光(2) 
“拠点”を磨き、“にぎわい”をつなぎ、 

“交流・観光都市”を創ります。  

“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。 

■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。  

■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。  

交流・
観光(2) 



歴史・文化(１) 

 

“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。 

歴史都市「高岡」を世界に発信します。  

■歴史・文化資産の保存と活用  

貴重な歴史・文化資産とその周辺環境
を一体として磨き、世界に通じる「歴
史都市高岡」を目指します。  

歴史・文化(１
) 



歴史・文化(2) 
“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。 

歴史都市「高岡」を世界に発信します。  

■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。  

■生涯学習体制の充実と 
 新たな文化の創造 

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。  

歴史・
文化(2) 



ものづくり(１) 

 

“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。  

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。 

ものづく
り(１) 

 



ものづくり(2) 

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。 

■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。 

“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。  

ものづくり
(2) 



安全・安心(１) 
“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。 

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す。 

■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（あっかり福祉ネッ
ト）づくりを進めます。  

■災害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。 

安全・
安心(１) 



安全・安心(2) 
“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。 

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す。 

■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。  

■多文化共生社会の推進  
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。 

■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。 

■生活環境の整備と 
   地域公共交通の確保  
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。  

安全・安心
(2) 



ひとづくり(１) 
“地域のきずな”を磨き、“世代”をつなぎ、 

“明日を担う高岡人（たかおかびと）”を創ります。 

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。  

■子育て支援の推進や 
   保育サービスの充実  
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対する支援や、
地域で子どもを見守る体制の充実に努め
ます。  

■郷土意識の醸成と 

   教育環境の充実 

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。 

ひとづく
り(１) 

 



ひとづくり(2) 
“地域のきずな”を磨き、“世代”をつなぎ、 

“明日を担う高岡人（たかおかびと）”を創ります。 

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。  

■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。 

■生涯学習体制の充実と新たな 
   文化の創造 （再掲）《歴史・文化》 

ひとづく
り(2) 

 



新高岡駅（仮称）周辺整備事業 



高岡駅周辺整備事業 

新高岡ステーションビルイメージ 

 

元の高岡駅北口周辺 

新しい高岡駅北口周辺イメージ 



たかおかストリート構想 



御車山会館・
急患医療セン

ター ＝ 構想
図 ＝ 

南側（守山町側） 

御車山会館 
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南側（守山町側） 

急患医療センター 

急患医療センター 
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