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滑川のダイビングスポット 世界中のダイバーからも注目！ 

滑川漁港周辺のダイビングスポットに年間約３千人のダイバ
ーが珍しい魚を見たり、写真や動画を撮影したりするために滑
川を訪れています。滑川でのダイビングの最大の特長は、滑川
漁協の多大なご理解もあり、24 時間 365 日ダイビングが可能な
ところです。 
左の写真は 2016.3.5(土)22 時頃に私が現地へ出向き撮影し

たものです。この日は、愛知県より十数名の団体が、ミッドナ
イトダイビングを体験するために滑川へやって来られました。
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今年度ダイビングスポットに関する予算は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
【魚介類の写真はダイビングショップ海遊ホームページより借用】 

 ｢ダイバーの方々が滑川の海に注目している｣という情報を複数の
方からほぼ同時に頂いたのが昨年の夏頃でした。そのうちの一人の方
と富山市内のダイビングショップを訪れ、現状と課題についてダイバ
ーの方々からご意見・ご要望をお聞きしたのが７月末でした。 
 ｢ダイビング｣を滑川の新たな地域資源として磨きあげ、地域の活性
化の一助にするには、ハード・ソフト両面での取組みが必要だと思い、
平成 27 年９月定例会に初めて一般質問として取り上げました。 
 それから半年後の３月定例会において、平成 28 年度当初予算にダ
イビングスポット整備予算が計上されたことに感謝しています。 

 富山湾は、2014 年に｢世界で最も美しい湾クラブ｣に加盟したことに加え、2015 年には｢全国豊か
な海づくり大会｣の開催地になったことから、ここ数年で多くの注目が集まっています。とりわけ、
滑川の海は、日本のみならず世界中のダイバー・海洋生物学者等からも注目を集めています。 
 その理由としては、日本三大深湾の一つである富山湾の海底地形と北アルプスから富山湾へ流れ
込む豊富な栄養源により、富山湾では日本海に生息する魚介類約 800 種のうち約 500 種が生息する
豊かな海を形成していることが挙げられます。また、他に類を見ない滑川の海底地形は、ホタルイ
カだけではなく、多くの深海生物が生息していることから｢神秘の海｣｢まだ見ぬ生物の宝庫｣と言わ
れ、その秘めたポテンシャルに大きな期待が寄せられていることも挙げられます。 
 しかしながら、ダイビングスポットには、その注目に応え得る受入施設がないことから、潜在的
な来訪者を逃しているのが現実です。まずは、ハードの受入施設を整備した上でソフト面も充実さ
せ、周辺地域を活性化させる施策が今後必要だと私は考えています。 

≪ﾀﾞﾝｺﾞｳｵ≫ 

≪ﾊﾞﾙｽｲﾊﾞﾗﾓｴﾋﾞ≫ 

≪ﾋﾞｸﾆﾝ≫ 

≪ｻﾅﾀﾞﾐｽﾞﾋｷｶﾞﾆ≫ 

≪ﾎﾀﾙｲｶ≫ 

ダイビング 

協議会 

設立・運営費 

1,000 千円 

ダイビングスポット整備 

(シャワー付き更衣室設置等)

及び 施設管理費 

20,800 千円 
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《平成 2８年３月定例会 一般質問》   （質問等記載内容は平成 2８年３月１０日現在） 

 

（質問）現在策定中の都市計画マスタープランにおいて、滑川駅

及び中滑川駅周辺の将来像はどう描かれているのか？ 

（答弁）中滑川駅、滑川駅周辺は、まちの顔となる地区であり、

にぎわいを創出するような地区の形成が必要であると考

えている。先月実施した都市計画マスタープラン地域別

構想説明会においても、中滑川駅前の整備計画について

質問が出るなど、市民の皆様の関心の高さを感じている。

地域別構想においても、来訪者や周辺住民が利便性を享

受できる地区の形成の必要性について記載したい。（児島

まちづくり課長） 

 

 

（質問）滑川・中滑川駅両駅周辺の 20 年後の将来像を描き、その実施に向けて動いていくためには、

ハード・ソフト両面の議論が必要である。今回、立ち上げる協議会のメンバーには、「バカモ

ノ」の登用はもちろん、若手いわゆる「ワカモノ」や外部からの目線「ヨソモノ」の方々を

たくさん登用し、多種多様なご意見を吸い上げるべきだと思うが、市の見解はどうか？ 

（答弁）協議会の組織、委員の数やメンバーについては現在のところ未定であるが、より良い計画の

策定には、幅広い見地から意見聴取が必要だと考えている。議員ご指摘の点も踏まえ、地域

の方々や多様な関係者で構成する協議会の立ち上げを考えている。（児島まちづくり課長） 

駅周辺の活性化を考えるための協議会には『ヨソモノ』も登用を！ 

駅周辺の将来像は？ 

-２- 

≪私の思い≫ 
 都市計画マスタープランに
おいて両地区は「賑わい創出
拠点」として位置付けられて
います。 
 この両地区の市有地整備計
画については、この方針を大
前提として、様々な要望・意
見を取りまとめた上で、早急
に整備を進めていただきたい
と思っています。 

≪私の思い≫ 
まちづくりが成功している自治体等の共通点として、よくあげられるのが｢３人のキーマンの存

在｣です。いわゆる｢バカモノ・ヨソモノ・ワカモノ｣であり、まちづくりに昼夜を問わず奔走する
｢バカモノ｣が官民それぞれにいること、外部の視点から冷静に意見をいただける｢ヨソモノ｣の存
在、バイタリティ溢れ身体をかけて動いてくれる｢ワカモノ｣の存在、この方々が三位一体となっ
て機能している｢まち｣が成功していると言われています。 
 滑川市において、「バカモノ」「ワカモノ」に該当する方々は、最近少なからず見受けられるよ
うになって来ていますが、やはり「ヨソモノ」の視点が非常に重要であると考えており、この方々
からの貴重なご意見が将来のまちづくりの鍵を握っていると思っています。 

【中滑川駅前周辺の市有地の現況】 【滑川駅周辺の市有地の現況】 
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（質問）例えば、ダイビング体験事業やシュノーケリング教室の開催や磯場の観察遊び等のソフト事

業も充実させるべきではないか？また、新観光船「キラリン」のオフシーズン利用に関して、

ボードダイビングでの利用等も考えられないか？ 

（答弁）ダイビング関係の専門家、関係団体等いろんなところからご意見を伺った上で、今後さらに

検討してまいりたい。また、観光船の活用については、海上観光、クルージング、広域観光、

小中学生の体験学習以外の部分で、今後「キラリン」をどう活用できるかを検討していく中

で、今後検討させていただきたい。（網谷商工水産課長） 

 

 

（質問）ほたるいかミュージアムやタラソピアの指定管理費

として㈱ＷＡＶＥ滑川へ支払っている委託料が平成

27年度と比較して936万円が減額となっているがそ

の理由と内容は？ 

（答弁）前年比 936 万円の減額のうち、タラソピアについて

約 756 万円の経費縮減を図って運営することとして

いる。経費の縮減策としては、６月からの人員配置

を見直すことや開館時間を９時から 17 時に短縮す

ることなどにより、人件費、燃料費、清掃委託料等

の縮減を図ったものである。（網谷商工水産課長） 

 

 
（質問）タラソピアは、滑川市ほたるいか観光施設条例の中で観光施設として位置付けられている。

施設の目的を変えるのであれば、その時点で条例改正が必要だと思うがどうか？ 

（答弁）観光施設から健康福祉施設へ軸足を移すことでサービス体制を変更することとしております

が、深層水は本市の重要な観光資源であることに変わりはなく、その体験施設であるタラソ

ピアを観光客の方にも利用いただきたいと考えており、必ずしも条例の改正が必要であると

は考えていない。（網谷商工水産課長） 

 

 

（質問）改めてチャレンジするには、それ相応の投資も必要

と考える。今定例会においてその予算計上もないま

まに、いつまでどうチャレンジされるのか？ 

（答弁）今回、新たな専門職の配置などソフト面の充実につ

いて予算措置をしたところである。新たな投資につ

いては、今後の運営により、タラソピアが市民に親

しまれる施設となっているか、また、市民の皆様が

どのように評価されるかなどを総合的に検討したう

えで判断していきたいと考えている。（上田市長） 

タラソピア等を管理している WAVE 滑川への指定管理料減額の理由と内容は？ 

タラソピアを「健康福祉施設」に位置付けるのは条例上無理がある！ 

ダイビング体験事業等のソフト事業を充実させるべきでは？ 

≪私の思い≫ 
 現在、タラソピアの利用者は、
一日の４分の１が 17 時以降 21 時
までの利用だと聞いています。 
 この方々は、６月以降、土日を
除けば利用ができない状況となり
ます。 
 サービス施設の営業時間を短縮
することは本末転倒であり、ます
ます利用者が減り、収入も減って
いくことは明らかです。 

タラソピアに関していつまでどうチャレンジするのか？ 

-３- 

≪私の思い≫ 
 市長は、「使えるだけ使ってみ
る。使えるものを壊したくたくは
ない。」との発言もありました。 
 これまで施設内の設備等は突発
的な修繕だけで対応してきて、定
期的な維持管理(特にポンプ設備)
がなされていません。近い将来、
大規模な修繕が必要となった時に
議会としても判断しなければなら
ないと思っています。 
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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】 
 平成 28 年度予算には、第２子保育料完全無料化事業、安心子
育て応援事業や科学・理数・ものづくり教育推進事業等、子ども
第一主義に沿った事業が展開されています。一方、乳幼児から高
齢者まで全ての市民の健康寿命延伸への取組みを推し進める事
業にも重点的に予算計上がなされています。 
 子どもが優先か、お年寄りが優先か、ご意見の分かれるところ
ではありますが、限られた予算の中で市民福祉の向上には今、何
が必要なのかを私たち議員一人ひとりが判断をし、予算の細部に
及ぶまで審議し、是々非々で臨むことが重要だと思っています。 
 今後とも皆様方のご支援を賜りますようよろしくお願いいた
します。 

-４- 

平成 28 年度予算案 一部修正のうえ可決！ 

 議会最終日(3/24)に自民クラブ(会派名)３名
より下記の予算修正案が提出されましたが、こち

らの方は賛成少数により否決されています。 

図書館整備費 
53,000 千円→ゼロ

賛成 11 名 
高橋、中川、開田、古沢、
岩城、原、尾崎、竹原、
角川、青山、水野 

（順不同・敬称略）

可決 反対 ３名 

 

浦田、高木、谷川 

（順不同・敬称略）

第２子保育料無料化事業費
１億 900 万円→ゼロ 

屋内練習場建設事業費 
10,000 千円→ゼロ

反対 11 名 

高橋、中川、開田、古沢、
岩城、原、尾崎、竹原、
角川、青山、水野 

（順不同・敬称略）

否決 
賛成 ３名 

 

浦田、高木、谷川 

（順不同・敬称略）

総務文教委員会の審議において、議案第１号 平成 28 年度滑川市一般会計予算のうち、歳出第 10

款教育費第４項社会教育費の図書館整備費 53,000 円をゼロにする修正案が提出され、賛成多数で可

決されました。議会最終日の本会議においても、上記の賛否により可決成立したところです。 

平成 28 年度一般会計予算は、図書館整備費を除く部分について賛成多数で可決成立しています。 

【図書館整備費減額の理由】 
平成 27 年３月、交流プラザに子ども図書館がオープンして約１年が経過しました。それ以前に子

ども図書館を整備する計画が決まった頃から、私は、本会議において既存の図書館の２階の空きスペ
ースを含めた図書館全体の今後のあり方について質問しています。その当時の議事録を見返してみる
と、｢基本構想を策定し、それに基づき実施する。」との市当局の回答でありました。 
 しかし、私たち議会側には基本構想が策定された(H27.3)後も、中身が示されないままに新年度予
算 53,000 千円が計上されてきたのが現状です。 
 今回、基本構想が１年遅れで示された中、構想の中身を精査し、短期でできるもの、中期から長
期にかけて時間のかかるものを整理した上で、今どのような整備が必要なのか等の議論を交わした
上で予算化していただきたいとの思いで、図書館整備費予算に待ったをかけたところです。 


