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 右上の市長の提案理由にある、これだけの多様な機能を備えた施設を交流プラザ２階の福祉
介護課が移転したスペースと隣接の空きスペースで創ることができるでしょうか？私は中途半
端な施設になってしまうことが危惧されるので、今ある２階の社会福祉協議会の事務所等の再
配置を考えて、２階全体を子育て支援機能を強化した施設（一角に図書コーナーがあるくらい
のイメージならば納得できる）にすべきと主張しました。すると市長は、今の計画は事務所を
残す前提の割り付けであることを本会議で認めた上で、この計画を練り直す（再考する）との
発言があったところです。 
本会議最終日において、総務文教消防委員会委員長より、｢こども図書館の補正予算につい

ては、子ども図書館の提案計画を白紙に戻し、再考（案）等を議会と十分な協議を行うまでそ
の予算の執行は行わない。｣との説明を受けて、その確認をした報告がなされた上、賛成全員
で補正予算案は可決されました。 

今定例会の市長提案理由によれば、生きる力
や想像力を高めるための読書習慣の定着化を図
る「こども図書館」、子育てに関するさまざまな
悩み相談や情報交換などができる「子育て支援
機能」、さらには「放課後児童対策の機能」も併
せ持たせること、さらには、幼児や児童のみな
らず中高生から一般までの幅広い世代間交流が
図られるとの説明でありました。 
 交流プラザと図書館は直線距離で約 30ｍ、現
在一つの館で機能しているものを分ける理由が
私には理解できない状況です。 

①６月定例会 
｢具体的な利活用の検討状況
はどうか？｣⇒今年の３月定
例会で市長の私案としてこ
ども図書館ということも出
ており、福祉介護課が出た後
は、そのスペースを『こども
図書館』として整備していき
たい。 

９月定例会において「こども図書館構想」について一般質問しました。 
市役所耐震化工事完了(11 月末予定)に伴い、市民交流プラザ２階にある福祉介護課が来年１

月より市役所本庁舎へ移転する予定です。移転に伴い、市民交流プラザ２階の利活用方法につ
いて今後どうしていくのかということを、６月定例会に引き続き今回９月と質問してきた概要
及びこれまでの経緯を簡潔に報告いたします。(質問内容の詳細についてはP3参照して下さい。)

『こども図書館』（市民交流プラザ２階を予定）  計画再考！ 

②８月定例議員協議会 
｢市民交流プラザ２階の活用
計画｣が市より提示されまし
た。 
子育て中の親子が集える

場として、また絵本や児童書
の貸し出しができる『こども
図書館』として整備すること
としたい。 

③９月定例会 
｢こども図書館整備費｣３千
万円の補正予算が計上され
ました。 
⇒本会議において、市長が計
画を練り直すと発言。この予
算の執行は当面保留すると
常任委員会冒頭市当局より
説明がありました。 

滑川市立図書館 
滑川市民交流プラザ 
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《平成 25 年９月定例会 一般質問》  （質問等記載内容は平成 25 年９月１1 日現在） 

 

（質問）中滑川新駅舎建設に向けて、アーケード部分とＪＡア

ルプス所有の建物の一部取壊しが完了した。新駅舎の

開業は今後どのようになるのか？ 

（答弁）新駅舎については、今年度中の完成を予定しているも

のと聞いている。また、残りの建物の取り壊しについ

ては新駅舎の整備が終わってから２段階に分けて行

われると聞いている。（熊本企画政策課長） 

 
 

（質問）６月定例会で提案したコミュニティ広場・地場産野菜等の直売所等設置に関して、近隣の高

齢者の方々から賛同の声も聞こえてきた。市で土地を買い上げるなど前向きに進めないか？ 

（答弁）土地利用は全くの未定である。市として駅周辺の土地利用を検討する際には検討の一つに入

れていきたいと考えている。（膳亀農林課長） 

 

 

（質問）この周辺の浸水状況等を考慮すれば、抜本的な対策が必要であり、マーケットや農協会館解

体後の土地が、地下に調整池を設置する適地だと思う。まずは、地下水や雨水幹線等の集ま

り具合の調査をお願いできないか？ 

（答弁）土地利用が未定であり、駐車場が整備されると言うことであれば、それを調整池とすること

も考えられる。土地利用計画が定まれば、浸水を緩和する方策を考えていきたい。調査はま

だ若干速いと思う。（砂田建設部長） 

 

 

（質問）滑川市全体の将来の都市構造を考えた上で、早急に土地利用計画を示してほしいと以前から

言っているのになぜ進まないのか？検討はしているのか？ 

（答弁）検討はしていない。都市計画マスタープランは 27 年度までには策定したい。（砂田建設部長） 

（質問）市で土地を購入することを前提とした提案(上記２案)をしているがどうか？ 

（答弁）駅周辺の整備は都市の姿としてビジョンを作って整備すべきであると思う。土地の買収につ

いては、市としての考えはしっかり持って、具体的に検討会を立ち上げ考えていきたい。後

ろ向きになるつもりはない。（上田市長）  

中滑川新駅舎の今後のスケジュールは？ 

コミュニティ広場としての利用は？ 

《私の思い》 
 滑川市の都市計画が遅々として進まないように思っております。都市計画とは、土地の使い方
や建物の建て方などのルール、道路や公園、下水道など生活に欠かせない公共施設やまちづくり
に必要な事柄を総合的・一体的に定め、まちづくり全体を効率的に進めていく計画です。 
人口減少・少子高齢化時代を迎え、今の時代に合った商業・工業・住居系地域等、それぞれの

ゾーニングを考えながら滑川市全体の土地利用の方針を示した上で、市民の意見を聴く時期が来
ていると以前より提言しているにもかかわらず、未だ検討すらされていないのが残念です。 

-２- 

地下に調整池の設置は？ 

中滑川駅周辺の土地利用計画を示すべき！ 
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（質問）１年前に策定された第４次滑川市総合計画

実施計画にも記載のない「こども図書館」

について、性急に事が運び過ぎているよう

に思うがどうか？ 

（答弁）総合計画には載っていないが、滑川市こど

も読書活動推進計画(H25.3)に基づき、子育

て支援的な部分や読書習慣の定着化を図っ

ていきたい思いから今回整備をしていきた

い。（嶋川生涯学習スポーツ課長） 

 

 

（質問）交流プラザの隣接地に図書館があるのに、

なぜ分館と位置付けてまで「こども図書館」

として整備するのか？ 

（答弁）現在、図書館は耐震工事中につき仮営業で

ある。中高生の学習スペースが手狭なこと

もあり、中高生向けの蔵書充実、郷土資料

も手にとって見れるようにしたい。（嶋川生

涯学習スポーツ課長） 

 

 

（質問）市長提案理由にある様々な機能を持たせて整備するには面積が狭すぎるように思う。社会福

祉協議会事務局等の移転が必要になるが、他の公共施設の利活用状況も考慮し、事務局等の

再配置を考えてはどうか？ 

（答弁）全体を見渡して、再度全部練り直すような気持ちでやってみたいと思う。いずれにせよ、社

会福祉協議会やヘルパーステーションがあそこに入っている。前の所へ戻れば全部おさまる。

おっしゃったとおりである。本当は前のとおりの方が使い勝手が良かったと思う。移るまで

は何の問題もなかった。ご質問の趣旨は最大限尊重して頑張っていきたい。（上田市長） 

（質問）その上で、交流プラザ２階全体を捉えて、子育て支援機能を強化し、中高生の学習・ふれあ

いゾーンをつくる等、十分に時間をかけて計画を練って、子どもたちとその親が日々交流で

きるフロアとして再考する余地はないのか？ 

（答弁）再考しながらあるべき姿を検討しなければいけないと思う。（上田市長） 

こども図書館構想の計画性は？ 

隣接地に図書館があるのになぜ？ 

≪私の思い≫ 
分館とすることにより、図書館法に基づく

司書の配置や図書貸し出しシステム等のＯ
Ａ関係の整備に余分な費用がかかります。 
また、蔵書の管理も今聞いている限りで

は、こども向けの蔵書を季節ごとに入れ替え
るとも聞いています（スペースが足りない）。 
蔵書の管理面等、危惧される面が多々ある

今の計画は再考すべきだと考えます。 

子育て支援機能に特化して２階全体で考えてはどうか？ 

《私の思い》 
 市民交流プラザは、施設の名前のとおり、市民が気軽に交流できる施設となるようもっと市民

の方々の意見も取り入れた議論が必要だと思います。 

私は子育て支援機能に特化した施設（図書館機能は現状のまま）にすべきだと思っております。 

-３- 

≪私の思い≫ 
総合計画第１章には、｢全ての事務事業は

総合計画に基づき実施される｣と記載され
ています。最も上位計画である総合計画に
ないものが、いきなり下位の計画に基づき
実施されること自体、本末転倒であると思
います。仮に実施するならば、少なくとも実
施計画を見直した上で、事業展開すべきであ
り、なぜこのように性急に事が運ぶのか理解
できない状況です。
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“かがやく人” 

“輝くまち” 

活力ある滑川へ 
皆さんの市政に対するご意見
をお聞かせください！ 
 
 水野たつお後援会 
 
 
TEL&FAX  

076-476-0837 

【編集後記】 
 これまでの４年間、あっという間に過ぎていったと思う半
面、たくさんの方々との新たな出会いもあり、様々な経験を
通じて充実した時を過ごさせていただきました。その間のご
協力に改めて感謝申し上げます。 
 さて、私が思う市政の特筆すべき課題は、防災・都市計画
や福祉・介護や教育であり、これらの分野以外にも多様な課
題・問題が山積しております。これからも｢地域・家庭・職場｣
の声に耳を傾けながら、できる所から解決していきたいと思
っておりますので、ご意見・ご要望を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

①H21.12 議会 
1)雇用問題について 
2)市職員採用計画及び人事管理について 
3)第４次滑川市総合計画の策定について 
4)下水道事業について 

水野たつお ４年間の一般質問項目を掲載しました！ 

⑨H23.12 議会 
1)消防広域化について 
2)教育について 
3)協働のまちづくりについて 

②H22.03 議会 
1)｢協働｣について 
2)｢協育｣について 
3)住みよい｢まち｣について 
4)火葬場の改修計画について 

③H22.06 議会 
1)第４次総合計画の策定の進捗状況について 
2)スポーツの振興について 
3)人事計画並びに今後の職員採用計画について 
4)火葬場の改修計画について 

④H22.09 議会 
1)小中学校における｢ふるさと教育｣について 
2)こどものスポーツ競技力向上対策について 
3)火葬場の改修計画について 
4)財政状況について 

⑤H22.12 議会 
1)組織機構再編について 
2)自治基本条例の制定について 
3)タラソピアの今後の運営方針について 

⑥H23.03 議会 
1)消防広域化について 
2)新年度予算案について 
3)｢６次産業化｣の推進について 

⑦H23.06 議会 
1)富山地方鉄道路線の今後の方向性について 
2)防災計画の見直しについて 

⑧H23.09 議会 
1)今後の観光振興について 
2)海洋高校及び周辺敷地の利活用について 
3)職員の採用について 

⑩H24.03 議会 
1)公共施設の耐震化について 
2)財政状況について 
3)高齢化社会に対応した除排雪のあり方について 

⑪H24.06 議会 
1)こども第一主義を掲げる教育環境等について 
2)消防広域化について 
3)新幹線開業後の公共交通網の方向性について 

⑫H24.09 議会 
1)消防広域化について 
2)中滑川駅周辺の土地利用計画について 
3)北野地内で発生した｢孤立死｣について 
4)田中小学校の改築事業について 

⑬H24.12 議会 
1)市街地浸水区域の今後の対応について 
2)公共施設の整備について 
3)並行在来線におけるＪＲからの支援について 

⑭H25.03 議会 
1)災害廃棄物の広域処理について 
2)地方公務員の給与について 
3)記念事業やイベント等のＰＲ方法について 

⑮H25.06 議会 
1)深層水利活用施設の今後の方針について 
2)中滑川駅周辺の土地利用計画について 
3)養鶏場建設計画の現状と水源地の保護について 
4)市民交流プラザ２階の今後の利活用について 

⑯H25.09 議会 
1)中滑川駅周辺の土地利用計画について 
2)こども図書館について 

16 回全ての議会で質問に立ちました！ 


