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4,800 万円をゼロに修正する案に賛成する理由は２つです。 
（9/27 定例会最終日 私の賛成討論より） 

滑川蒲鉾㈱の土地建物等購入に．．．「再度待った！！」 

4,800 万円を再びゼロに修正！ 

９月定例会において、議案第 48 号 滑川
市一般会計補正予算(第２号)の一部修正案
が提出され、議員全員の賛成により再び修
正案が可決されました。修正案の内容は、滑
川蒲鉾㈱の土地等購入費 4,800 万円を削減し、
ゼロとしたものであり、３ヵ月前と同様、購入
に議会側が「再度待った！」をかけました。 

(左写真は漁港側から見る滑川蒲鉾㈱) 

土地取得額 2,300 万円 
●面積(1,664.22 ㎡) 
・宅地(1,072.22 ㎡) 
・保安林(592.00 ㎡) 
宅地７筆、保安林６筆 
の合計で、坪に換算す
ると約 500 坪です。 
●坪当たり単価 

45,686 円/坪 
 

宅地と保安林が同一
単価で計算されてい
ることに疑問符がつ
きます。 
敷地が宅地利用との
答弁もありましたが、
それならばこれまで
の課税も宅地並みに
すべきだったと思い
ます。 

建物取得額 1,800 万円 
●建物の登記簿閲覧 
新築 S46.10.30 
増築 S46.12.10 
変更・増築 H１.11.21 
新築より 45 年、変更・
増築からでも約 28 年
が経過しています。 
 
●耐用年数 
減価償却資産の耐用年
数は鉄骨造の工場・倉
庫で 31 年です。 
毎日潮風が当たる環境
を考えると、資産価値
も概ね結果が見えてお
り、この建物に 1,800
万円が適正と言えるの
か疑問符がつきます。 

①土地建物取得後の利活用計画が不明、
あいまいな点が多く、利活用計画の後付
け感が否めないこと！ 

②土地建物取得費(土地 2,300 万円、建物
1,800万円、機械装置等700万円の合計4,800
万円)の価格に疑問符が付くこと！ 

海洋深層水の利活用研究を進めたい？ 
●水産業への利用研究 
・フサイワヅタ(海ぶどう),イワガキ,トヤマ
エビ等の養殖技術研究によるブランド化 

⇒富山県水産研究所によれば、約 15 年前に
トヤマエビを育てて海へ放すことは研究
成果として実証されています。ただし、生
産コストに見合った水揚げ高が見込めず、
ペイできないので、事業化には至っていな
いのが現状です。 

 
●微細藻類の培養 
・健康食品、飲料等に利用可能な成分の抽出 
・海産物養殖用の餌として活用 
⇒東大大学院農学生命科学研究科の倉橋特
任准教授の研究そのものであり、マスコミ
の電話取材で倉橋准教授は「実験ならば、
市の施設アクアポケットの空き場所でも
できる。」と回答されており、後付け感が
否めない状況であります。 
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《平成 29 年９月定例会 一般質問》  （質問等記載内容は平成 29 年９月１2 日現在） 

 

（質問）平成 28 年度の調査研究委託費 200 万円はどうなったのか？ 

（答弁）相手方の大規模な研究が急きょ決まったため設立準備に時間を要することから、今年度の委

託契約を見送らせてほしいとの申し入れがあり、未執行となったものである。（石川海洋資源

振興課長） 

（質問）平成 29 年度の調査研究費 500 万円の研究内容はどうか？ 

（答弁）倉橋先生の講座の体制がまだ整っていない中で、研究室との契約がまだ行われていない。昨

年度は、タラソピアの熱交換の研究という話だったが、今年度は、それらも含めて、水産関

係、農業関係、温度差発電等の研究を考えており、500 万円を想定している。（石川海洋資源

振興課長） 

 

 

（質問）６月定例会において、中川議員が代表質問で海洋深層水に関する質問をされ、それに対して

上田市長が「この研究に私どもの 500 万円もこの中に入るかどうか検討しているんですが、

年間に 2,000 万円研究費を突っ込んで、民間とも協力して研究しようという話です。」と答弁

されました。しかし、その３ヵ月前の３月定例会において、私の質問で、「500 万円をいろん

な形で滑川市の深層水の利活用研究に使っていく。」と担当課長より答弁がありました。この

３ヵ月の間に話が変わっていった説明が議会にないままだと思うが市の見解は？ 

（答弁）３月定例会での予算付けの審議の際は、当然、単品でそれぞれの研究に対して 500 万円の中

で実施することで議会の承認もいただいたものである。その後、先生とのやり取りの中で、

先生自身は特任准教授の肩書で

あり、当然、講座が維持されない

と共同研究もできない体制であ

り、先生と研究できる体制をどう

作るかとの話の中で、市長の発言

があったものである。（石川海洋

資源振興課長） 

（質問）仮に寄付講座が開設されなかった

ら 500 万円はどうなるのか？ 

（答弁）基本的には、倉橋先生の講座への委託というものはなくなる形になるかと思う。（石川海洋資

源振興課長）  

海洋深層水利活用研究の成果は？ 

《私の思い》 
 海洋深層水の利活用研究を否定するつもりはありませんが、隣に立派な富山県水産研究所がある
環境で、どうして東京大学大学院への研究委託になるのか、ましてや研究内容があまりにも壮大な
地球規模での研究であり、その必要性に疑問を感じています。 
 滑川市の身の丈にあった利活用研究は、市内にある水産研究所を始め、食品研究所、農業研究所
等、富山県の研究施設や県内にある大学等との連携が必要不可欠だと思います。 

-２- 

東大大学院倉橋特任准教授の研究に 500 万円を使うのか？ 
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（質問）タラソピア愛好会との意見交換会の状況はど

うだったのか？ 

（答弁）８月９日、施設の存続を望むタラソピア愛好

会 23 名の会員の皆様と利用者増を図るため

の方策について意見交換を行い、利用者数の

落ち込みとそれに伴う施設利用料の現状を示

し、愛好会からは、健康増進や交流の場とし

て、タラソピアの有益性と必要性に関するご

意見等を伺った。（網谷観光課長） 

 

 

（質問）平成 28 年 10 月に市公共施設等総合管理計画を策定した際、タラソピアの具体的な方針とし

て、３年を目途に方針を決定するとあるが、この期限はいつなのか？ 

（答弁）平成 31 年 3 月をめどに方針を決定したいと考えている。（網谷観光課長） 

 

 

（質問）タラソピアに関して、機械類が 20 年を経過し

ている現状等、今後の課題を整理した段階で、

将来的に持続可能な施設だと思われるか？ 

（答弁）来年 10 月で開館から 20 年を迎えることから

今後さらに機器の故障や修繕箇所が増加する

ことが当然想定される。平成 25 年度に立てた

機器類の更新計画に基づき整備を行えば、持

続可能な施設になるというふうに考えている。

（網谷観光課長） 

 

タラソピア愛好会との意見交換会の状況は？ 

タラソピアの今後の具体的方針を決定するのはいつか？ 

≪私の思い≫ 
滑川市が公共施設等総合管理計画で今後の施設の統廃合等をどう進めるかの指針を示した約１

年前(平成 27 年 11 月)に、市議会の公共施設のあり方検討特別委員会より市当局へ提言書を提出
しています。内容は滑川市ホームページの市議会の欄で閲覧可能です。 
市議会の提言書によれば、「廃止」の方向性を示していますが、これまで同様に「議会軽視」の

状況が続いており、残念でなりません。 

タラソピアは持続可能な施設なのか？ 

-３- 

≪私の思い≫ 
約２年前にもタラソピアの今後のあり

方について質問した際、一方的な意見だ
けではなく、「なぜタラソピアを利用しな
いのか？」そういった声を拾う機会をぜ
ひとも設けてほしいと発言もしていま
す。今回、２年経っての進捗状況を伺い
ましたが、未だに進展していません。 
本会議中には、市当局が「存続ありき」

に動いているとしか思えない発言もあっ
たところです。 

９月議会の模様を YouTube により動画配信中 

本会議やケーブルテレビの中継を観れなかった方々も 24 時間 365 日閲
覧が可能となりました。(12 月議会から継続で今回４回目の配信です。) 
右のＱＲコードをスマホ等で読み取っていただくと、私の動画を観てい

ただけます。（滑川市ホームページ等からでも検索可能です。） 

≪私の思い≫ 
平成25年度の更新計画策定より４年が

経過し、その間計画通りの機器更新は全
くされていない状況です。 
裏を返せば、整備を行っていない現状

を考えれば、持続不可能な施設と言える
のではないでしょうか。 
方針決定まであと１年半、その結論は

「火を見るよりも明らか！」だと私は思
っています。 

-３- 
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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】 
 ２期目の４年間も、たくさんの方々との新たな出会いがあ
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、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が山積
しております。今後も｢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。 

⑰H25.12 議会 
1)滑川市の都市計画について 
2)協働のまちづくりについて 
3)養鶏場建設計画の現状と水源地の保護について 

水野たつお ２期目４年間の一般質問項目を掲載しました！ 

 H27.12 議会 
1)中滑川駅周辺の整備計画について 
2)道の駅周辺の今後の方向性について 
3)中小企業の支援について 
4)職員の採用計画について ⑱H26.03 議会 

1)新年度予算編成方針について 
2)土曜学習推進モデル事業について 
3)図書館構想の現況について 
4)田中小学校木造校舎の利活用方針について 

⑲H26.06 議会 
1)中滑川駅周辺の土地利用計画について 
2)地域の安心・安全対策について 
3)子どもの読書習慣定着化について 
4)介護保険事業の今後について 

⑳H26.09 議会 
1)市民の安全・安心の確保について 
2)新図書館構想について 
3)㈱ウェーブ滑川の経営状況について 
4)田中小学校の今後の改修計画について 

 H26.12 議会 
1)土曜授業について 
2)子ども図書館について 
3)地域防災対策について 
4)職員のメンタルヘルス及び採用計画について 

 H27.03 議会 
1)道の駅の活性化について 
2)中滑川駅周辺地域の今後の計画について 
3)新たな姉妹都市提携について 

 H27.06 議会 
1)学校給食地場産野菜使用率の目標について 
2)学校給食共同調理場の今後のあり方について 
3)中山間地における地域資源の利活用について 
4)中滑川駅周辺の整備手法について 

 H27.09 議会 
1)砂利採取業の規制に関する条例について 
2)タラソピアの今後の方向性について 
3)海岸部での新たな地域資源の掘起こしについて 
4)小規模多機能自治について 

 H28.03 議会 
1)駅周辺の都市計画について 
2)ダイビングスポットの今後の展開について 
3)タラソピアの今後の運営方針について 

 H28.06 議会 
1)児童館について 
2)小中学校の児童・生徒の今後の推移について 
3)文化財の活用について 
4)職員の配置体制について 

 H28.09 議会 
1)中滑川駅周辺の土地利用計画について 
2)産業の振興について 
3)財政状況について 

 H28.12 議会 
1)観光遊覧船キラリンの今後の方向性について 
2)公共交通機関の今後のあり方について 
3)乳幼児・児童の発達支援について 

 H29.03 議会 
1)防災対策の推進について 
2)中滑川駅周辺の土地利用計画について 
3)滑川漁港周辺の活性化について 

 H29.06 議会 
1)滑川漁港周辺の活性化について 
2)連携中枢都市圏構想について 
3)滑川市の働き方改革について 

 H29.09 議会 
1)海洋深層水の今後の利活用研究について 
2)タラソピアの現状及び今後の方向性について 

２期目 16 回も全ての議会で質問に立ちました！ 


