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 都市計画法に定められた基本理念のもと、地方公共団体はその適切な遂
行に努めることになっています。そのためにも、基本指針(都市計画マス
タープラン)を早急に策定し、次の時代の｢都市計画｣を進めていくことが
今の滑川市にとって必要不可欠だと思っています。 
国立社会保障・人口問題研究所の試算(平成20年3月推計)によれば、2000

年には30歳後半～50歳代前半の親と子世帯が上位を占めているのが、2030
年には、50 歳台～60 歳台の単身者世帯になると公表されています。 
 将来の世帯構成も視野に入れた上で、住居系・商業系等の用途地域見直
しなど土地利用のゾーニングを早急に定める必要があり、そのことが次の
時代の｢都市計画｣の方向性を示す第一歩だと思っています。 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針）  
第十八条の二  市町村は、議会の議決を経て
定められた当該市町村の建設に関する基本構
想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基
本的な方針（以下この条において「基本方針」
という。）を定めるものとする。  
２  市町村は、基本方針を定めようとすると
きは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるもの
とする。  
３  市町村は、基本方針を定めたときは、遅
滞なく、これを公表するとともに、都道府県知
事に通知しなければならない。  
４  市町村が定める都市計画は、基本方針に
即したものでなければならない。  

12 月定例会において「滑川市の都市計画」について一般質問しました。 
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をはじめ、道路や公園や下水道な

ど生活に欠かせない公共施設などのまちづくりに必要な事柄について総合的・一体的に定め、
まちづくり全体を効率的に進めていくことを目的とした計画」(滑川市ホームページ)です。 
滑川市においては、都市計画法第十八条の二に基づき、平成 14 年３月に｢滑川市都市計画マ

スタープラン｣(基本方針)を策定、目標年次は平成 27 年と記載されております。 
目標年次の平成 27 年を目の前にし、人口減少・少子高齢化が進む 

中、生産年齢人口が年々減少することにより税収の確保も難しくなる 
これからの時代を見据えた上で、秩序ある整備を図るための土地利用 
の方針を示すべき時期であり、新｢滑川市都市計画マスタープラン｣を 
早急に策定すべきだと主張しましたが、前向きな回答がなく残念でした。 
（都市計画法の一部条文を下記に抜粋してみました。）

滑川市の都市計画が進まない！？ 

（国、地方公共団体及び住民の責務） 
第三条  国及び地方公共団体は、都市の整
備、開発その他都市計画の適切な遂行に努
めなければならない。  
２  都市の住民は、国及び地方公共団体が
この法律の目的を達成するため行なう措置
に協力し、良好な都市環境の形成に努めな
ければならない。  
３  国及び地方公共団体は、都市の住民に
対し、都市計画に関する知識の普及及び情
報の提供に努めなければならない。 

（都市計画の基本理念） 
第二条  都市計画は、農林漁業との健全な
調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活
及び機能的な都市活動を確保すべきこと並
びにこのためには適正な制限のもとに土地
の合理的な利用が図られるべきことを基本
理念として定めるものとする。
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《平成 25 年 12 月定例会 一般質問》  （質問等記載内容は平成 25 年 12 月１7 日現在） 

 

（質問）平成 18 年度から３ヵ年かけて実施した都市

計画道路の見直し作業において、唯一計画

変更した吾妻町加島町線の事業化の見通し

はどうか？ 

（答弁）他の都市計画道路も残っており、地元及び

県の協力、緊急性、費用対効果など、議会

の意見も参考にして今後選定、検討してい

きたい。（砂田建設部長） 

（質問）平成 20 年度、地元説明会当時は、現在沖田

川放水路と並行して実施している加島町下

島線の次は、都市計画事業として吾妻町加

島町線に取り掛かると説明してきているが

どうか？ （右写真は北日本新聞H21.4.8より） 

（答弁）地元住民の理解が絶対必要だと思っており、地元から要望があがってくれば検討したい。た

だ、言われるとおり市が率先して防災等の観点からも進めていかなければならない道路だと

いうことも十分認識している。（砂田建設部長） 

 

（質問）第４次総合計画の重点プロジェクトにも掲げられている実施方針の中で、｢協働を推進するた

めの組織・機構の整備｣｢協働のまちづくり指針の策定｣についての考えはどうか？ 

（答弁）現在も検討を継続しているところである。（熊本企画政策課長） 

（質問）現在検討中であると言うが、前回同じ質問をした時から２年が経っている。現在検討中の中

身を教えていただきたい。 

（答弁）23 年 12 月の総務部長答弁のとおり、職員内部の市組織機構再編検討委員会で検討してきた

が、滑川市の組織においてメリットは一応あると思うが、具体的にどのような事業があって

どのくらいの人がというような個別案件に入ると、なかなか成案が得られず、その後も内部

検討はしているが、決断に至るまでに至っていない現状である。（小幡総務部長） 

  

都市計画道路吾妻町加島町線の着工はいつか？ 

｢協働｣に関する政策の進捗は？ 

《私の思い》 
 平成 18年度より３ヵ年かけて富山県内で最初に都市計画道路の見直し作業を行ったのが滑川市
でした。昭和 27 年、60 年前に諸先輩方々が都市計画決定されたまま塩漬け状態の未着手路線につ
いて、５路線を廃止しました。しかし、この路線に関しては、沿線の空き地空き家の状況や防災
上の観点からもある程度整備をする必要のある道路という位置付けで、廃止ではなく 16ｍから９
ｍに幅員変更し、富山県の都市計画審議会を経て都市計画の変更をした路線であります。 
この路線の沿線の方々には都市計画法に基づき、新築及び改築の際には建築制限をお願いして

いることもあり、地元要望で市道を拡幅するのとは位置付けが違う道路です。事業化に当たって
は、地元に再度説明しながら実施に向けて前向きに検討していただきたいと思っています。 

-２- 
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（質問）｢小型除雪機械の導入の支援｣というハード

部分の支援も必要だが、ソフト部門におい

て高齢者世帯等の除排雪の仕組みづくりが

必要ではないか？ 

（答弁）降雪時の除排雪活動は町内会を中心とした

地域ぐるみの協働により対応しており、引

き続き、その体制でご協力いただきたいと

考えている。（藤田福祉介護課長） 

 

 

（質問）5/15 に魚津市松倉地区で業者の方から依頼があって説明会が開催されたと聞いているが、そ

れ以降、魚津市鹿熊地内における養鶏場建設計画の新しい動きはあるのか？ 

（答弁）５月の説明会においては、地元の理解は得られなかったと聞いている。その後、公害防止関

係の事前協議を進めたいと富山県環境政策課へ相談に行っているが、鳥インフルエンザ対策

として必要な埋却地の確保についての計画を農業技術課に示すよう指導されている。 

それを受けて、業者は 11月上旬に農業技術課へ養鶏場の施設の図面は提示したが、鳥インフ

ルエンザの図面等を提示していなかったことから、その提示を求められていると聞いている。

（下野生活環境課長） 

 

 

（質問）富山県では 10 月に市町村からの要望を受け、本年度中に順次指定していく計画であると聞い

ている。滑川市においては、この条例に基づいて、市の上水道の水源地 12箇所について水源

地域に指定してもらえるよう、10 月末に富山県へ要望を出したと聞いている。現時点での富

山県の考え方、作業状況を把握している範囲で伺いたい。 

（答弁）条例に基づく水源地域の指定については、去る 10 月下旬に市内の公共用水源 12 箇所につい

て、県に対し第２次の指定候補地として推薦したところである。この中には、養鶏場建設予

定地と比較的距離が近い第１水源地も含まれており、本市からの指定要望を受けて、先月、

現地調査も実施されたところである。（石坂上下水道課長） 

高齢者世帯等の除排雪支援体制の仕組みづくりが必要では？ 

養鶏場建設計画の現状は？ 

水資源地域保全条例に基づく上水道の水源地域の指定は？ 

《富山県の考え方》 
 第１水源地については伏流水を取水しております。富山県の水源地域の保全指針によれば、伏

流水を取水する水源の場合、その水源地域の指定範囲は、取水地点に対する集水地域のうち、地

形の状況等を勘案し、その一部の区域とするとされています。 

 この集水区域とは、特定の一地点を取った場合に、その地点に流下してくる降水のもたらされ

る範囲とされており、第１水源地に当てはめると、魚津市など複数の市町にまたがり、また水源

地域として指定済みの森林を多く含むこととなります。その範囲を定めるにあたって、こうした

点や地元の意向などを勘案して、現在県において検討が行われているところです。 

-３- 

≪私の思い≫ 
富山市の社会福祉協議会において｢おら

っちゃ雪かき隊｣が実施されています。これ
は企業の登録が多く、富山市役所の入札参加
業者に案内を送って賛同を得た業者が登録
しています。無償で昼間に仕事の合間を縫っ
て協力していただいているものです。 
滑川市でもまずはこういう情報を発信し

て協力体制を構築できればと思います。 
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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！ 
 
滑川市議会議員 
水野たつお 
 
TEL&FAX  
076-476-0837 

【編集後記】 
昨年 11 月の滑川市議会議員選挙におきまして、皆様方から

の大きなご支援により再び議会の場へ送っていただき、心よ
り感謝申し上げます。 
初心を忘れることなく、与えられた責任の重さを胸に刻み、

活力ある滑川へ向かって、｢人｣と｢まち｣が輝くように、さま
ざまな政策について日々研究しながら市当局に対し的確でタ
イムリーな提言ができるよう、併せて多様な市政の課題に向
き合い、一歩一歩前進できるよう今後の議員活動に励んでい
きたいと思います。 
 今後とも引き続き、ご支援ご指導を賜りますようよろしく
お願いいたします。 

水野たつお ２期目の議員活動がスタートしました！ 

平成 25 年 11 月 29 日に開催された臨時議会により、 
２期目の役職は下記のとおりと決定しました。 
 今回新たに新設された｢公共施設のあり方検討特別
委員会｣では、既存のそれぞれの公共施設に関して、議
会側の意見を取りまとめ、今後の方向性を市当局に示
したいと考えています。 
●議会運営委員会委員 
●総務文教委員会委員 
●産業建設委員会委員(委員長) 
●公共施設のあり方検討特別委員会委員 
●魚津市鹿熊地内の養鶏場建設検討特別委員会委員 
●富山県東部消防組合議会議員 
●都市計画審議会委員 

 地方自治法の改正で可能となっていた
常任委員会の複数所属制を議会改革の一
環として滑川市議会において今回の改選
を機に実施したところです。 
｢総務文教消防｣｢産業厚生建設｣(２常

任委員会)から｢総務文教｣｢民生環境｣｢産
業建設｣(３常任委員会)に分け、１委員会
のメンバーも８人から 10 人となりまし
た。（15 人全員が２委員会所属） 
これまで以上に審議日数が増え、１委

員会当たりの人数も増えたことで、より
多様な意見で活発な議論ができるように
なったと思います。 

総務文教委員会において、｢児童館整備基本計画(案)｣が示されました。 
 

昭和 41年に建設された現在の児童館
は、老朽化が著しく耐震化もされてい
ないことから、子どもたちの安全・安
心が確保できない状況にあり、多様化
するニーズに応えるには施設が狭く、
早急な整備が望まれてきました。 
基本計画は滑川市の子どもたちの育

ちを支援する拠点施設として、子ども
の居場所づくりや健全育成の健全育成
の推進、子育て家庭等の相談、地域交
流の場づくりを行うことを目的として
います。 

基本計画(案)は滑川市ホームページ
にも公開されていますので、詳細につ
いてはそちらをご覧ください。 
今後は、議会側とも議論を交わしな

がら、より良い施設になることを望ん
でいます。 

基本的な考え方 基本コンセプト 

子どもたちが集い、遊び、学び、元気になれる場 

保護者が仲間とふれあい、交流し、元気になれる場 

地域住民が、子どもたちと関わり、元気になれる場 

児童館建設概要 

①建設予定地 
都市公園の自然環境を活かした現在の児童館
周辺（ただし、詳細な場所については検討中） 

②建設予定構造 
木造平屋建（市有林を使用） 
延床面積 約 950 ㎡程度 

③計画事業費 
２億５千万円 

④建設予定年度 
平成 27 年度 


