
「なめりかわの未来を創り隊」とは、平成30年１月に

水野たつおを隊長として結成した政治団体です。

SNSのfacebookを中心に、隊長の水野たつおが滑川市

のまちづくりについて様々な提言をして、フォローし

てくださる600名を超える仲間と議論してきました。

「未来への責任！」をキーワードに、新しい滑川市を

考える有志の政治団体です。

皆さんも水野たつおとともに、「新しい滑川市」について

考えてみませんか？

New Namerikawa City

水野たつお
58歳
政策集

30の政策と102の施策！

特集

新しい
滑川市へ。水野たつお後援会事務所

〒936‐0056 富山県滑川市田中新町134‐2

Tel.076‐476‐0837
後援会公式サイト https://tatsuo-mz.com/

討議資料

なめりかわの未来を創り隊

The future of Namerikawa

後援会公式サイト

活動の様子は

こちらから！

Facebook Twitter Instagram

Facebook
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強く優しく輝く滑川。

みんなに優しく
●子育て世代の負担軽減、柔軟な子育て支援。

●高齢者が健康でイキイキと暮らせる優しい社会。

●障がい者への理解・交流を深めた共生社会。

●「暮らしの保健室」を設置。

優しい市役所
●市職員の能力を活かす組織づくり。

●スマホで簡単オンライン申請の推進。

●情報発信、教育、庁内のデジタル化を

　所管するデジタル推進チームの設置。

輝く教育
●土曜授業の見直し。

●デジタル教育の推進。

●地元ではぐくみ・地元でいきる地育地生の推進。

輝くまち
●富山湾と漁港周辺のにぎわい拡大にむけた

　整備、観光のブランド化。

●中山間地域の活性化。

●SDGs未来都市の実現。

私は、滑川市に生まれたことを誇りに思っています。
歴史や文化、人の温かさなど誇れるところがたく
さんあります。
先人たちが残してくれた郷土を次の世代へとつな
いでいかなければなりません。

しかし、市民の皆さまからは「滑川は何もないちゃ」
「面白くないが」などの声が聞こえます。

果たしてそれは、どうでしょうか？

滑川市には海から山までが近く、生活をしながら
自然を感じられる場所が多くあります。
また、コンパクトで生活しやすく子育て環境がよい
場所です。
他にも早月川の恵みを受け、産業が発展した場所
でもあります。

私は、ダイヤモンドの原石の地域資源がまだたく
さんあると思っています。
その一つひとつを磨き上げ、滑川市をもっと成長
させていきたいです。

水野たつおは決意します。
滑川市の未来のために、もっとワクワクでき、
幸せを感じられる新しい滑川市を創ります。

水野たつおの決意 産業を強くする
●滑川市の地域循環を増やし稼ぐ力を強化。

●ふるさと納税を活性化させ稼ぐ力を強化。

●起業や新たな挑戦を支え成長する産業へ。

まちを強くする
●災害から身を守るためのハードやソフトの整備促進。

●消防団や防災士と連携し防災力を強化。

●人や地域を強い絆でつなげる防災訓練。
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　　次代を担う
　子どもたちの教育

　地育地生個別最適化学習

商店街の活性化

スポーツ・文化の振興

サテライトオフィスの誘致

体験型教育の推進

田園風景との共存

若者活躍支援

女性活躍支援

鳥獣害対策

子育て支援

障がい者福祉

高齢者福祉

多様性
Diversity

デジタル教育
（ICT教育）

社会実装
実験の場

中山間地域
アクティブ
関係人口の拡大
アクティブ
関係人口の拡大

広域連携の
推進

広域連携の
推進

ワーケーション

防災意識の向上

エネルギー
自立分散

富山湾 早月川

国道
8号

北陸
新幹
線

北陸
自動
車道

上市川

あいの風とやま鉄道
富山地方鉄道

SNS
Wi-Fi

クリエイティブ
関係人口の拡大
クリエイティブ
関係人口の拡大

海洋観光海洋観光

市

都市部企業研究教育機関

民間

連 携

域内循環

観光連携

みんなで考える
みんなでつくるまち

関係人口の
創出

出入りの活性化

パークPFI
にぎわいづくり

特産品の
ブランディング

地方分散社会

地域おこし
協力隊連携

2026年、水野たつおが目指す滑川ＭＡＰ

滑川市版スマートシティ滑川市版スマートシティ

SNS
Wi-Fi

SDGs未来都市構想SDGs未来都市構想

持続可能性
Sustainability

デジタル技術による
暮らしやビジネスの変革
デジタル技術による

暮らしやビジネスの変革
Digital Transformation

水野たつおHP

　　次代を担う
　子どもたちの教育

　地育地生
0504
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滑川SDGs・滑川市版スマートシティの実現に向けて

市のDX化推進
今後、人口減少、少子高齢化、過疎化の進展
など様々な課題を迎える。これらの課題解決
につながる、「知」の創造と「総合知」による社
会実装の基盤づくりを行い、滑川市版スマー
トシティ※01を目指す。

市のDX化への
具体的な推進
市内の社会課題の解決につながるデジ
タル化に必要なものを整理した上で、
基本設計を行う。子どもから高齢者ま
で、市の取り組みに興味が持てるよう
なネットワークづくりを行う。

コンパクト×
ネットワークタウン
中心市街地と中山間地区（田園風景と
の共存）を結ぶ「滑川市版スマートシ
ティ」の構築を「滑川市デジタル専門
チーム」が市民の意見を幅広く取り入れ
ながら、進めていく。

滑川SDGs・
滑川市版スマートシティの
実現

デジタル技術による
暮らしやビジネスの変革
公共サービスの中でデジタルによる一
部実装を行う。子どもたちから高齢者
まで公平に携帯電話やタブレット端末
を活用したサービスを受けられるよう
に、デジタル知識の向上を目指した勉
強会などを行う。「個別最適化学習」、「デ
ジタル（ICT※04）教育」の取り組みが進み、
市内で新たな産業やサービスが創出さ
れ、若者や女性の新たな活躍の場が広
がる。

SDGs未来都市
市内の各セクションがSDGsに取り組ん
でおり、市内の新たな経済循環が生ま
れている。地域資源・民間資金・民間
ノウハウを最大限活用したチャレンジ
が始まっている。

SDGsの理念に沿って、市内のデジタル化
やスマートシティ化、脱炭素化に取り組
み、地域活性化を目指す事例をモデル化
し、近隣市町村や、人口規模・地域資源が
類似する都市と連携し、横展開を行ってい
く。誰もが個々に自らの能力を伸ばすこと
ができる教育が提供され、より自分に合っ
た仕事、自分に合った生活を選択すること
ができる。経済的な豊かさの拡大だけでは
なく、精神面も含めた質的な豊かさが実現
されている。

滑川SDGsの活動
新たな官民の取り組みや、持続可能な滑川を

目指し、「SDGs※03」の取り組みを推進し、勉
強会・セミナー等を各団体や市民向けに行い

ながら、あらゆる人々が参加できる「SDGs
未来都市」を目指せる地域資源の整理、各取
り組みを整理した上で、経済・環境・社会の
三側面の取り組みに貢献する活動を開始する。

2025202420232022

滑川SDGs未来都市
滑川市が「SDGs未来都市」に選定され、
「日本で一番幸せなまちづくり」の実現
を目指し、2030年をゴールに位置付け
た上で、次世代を担う子どもたちの教
育「地育地生」、「広域連携の推進」、「子育
て支援」、「高齢者福祉」、「障がい者福
祉」に還元できる経済の循環を目指し、
「アクティブ関係人口の拡大」、「クリエ
イティブ関係人口の拡大」「商店街の活性
化」に取り組む。

※

01 スマートシティ
2020年代に日本で導入が検討されている都

市計画。内閣府の定義では、ICT等の新技術

を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、

管理、運営等）の高度化により、都市や地域

の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価

値を創出し続ける、持続可能な都市や地域と

されている。

※

02 DX
進化したデジタル技術を浸

透させることで人々の生活

をより良いものへと変革す

ること。既存の価値観や枠

組みを根底から覆すような

革新的なイノベーションを

もたらすもの。

※

03 SDGs
国連サミットで加盟国の全会一致で採

択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」に記載された、

2030年までに持続可能でよりよい世界

を目指す国際目標。17のゴール・169

のターゲットから構成され地球上の「誰

一人取り残さない」ことを誓っている。

※

04 ICT
電話線やワイヤレス信号による通信

とコンピュータなどを統合し、情報

を保存、送信、操作できるようにす

る技術。パソコン、テレビ、電子

メール、ロボットなどデジタル形式

で電子的に情報を保存、検索、操作

受信するすべての製品が含まれる。

水野たつお政策集NEW NAMERIKAWA CITY

デジタル専門チームの発足
市内のデジタル化を推進するための、専門

チームの発足を行う（市、大学、民間企業）。

さらに、専門員を民間から募集し、「市のDX
化」や、市内の「まちづくりDX」の検討構築
を行う。「滑川市デジタル専門チームの発足」
の拠点としてサテライトオフィスの整備を行
い、都市部の企業と市内の民間企業や研究機
関の社会実装の場として活動を始める。ま
た、「みんなで考えるみんなでつくるまち」の
実現のため、市内の多様なステークホルダー

（地域住民、企業、NPO、職員など地域に関

わる人々）が集う「場」づくりを行う。

※02

デジタル
トランスフォーメーション



皆さまとの多くの対話から、
元気あふれる「新しい滑川市」を実現するための
「30の政策と102の施策」をつくりました。
この政策を皆さまといっしょに実現していきます。
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大雪や集中豪雨による水害、
地震も頻繁に起きていて心配です。

インフラの計画的な強靭化を推し進めます。
●市内全域の道路・橋・河川・漁港・避難所などの
　ハード面の安全総点検を実施します。

●大雪に備えた除雪体制のソフト面での強化に努めます。
●各地域の拠点に防災備蓄倉庫を設置します。

政策03

Q.
A.

防災のために私たちにも
できることはありませんか？

防災士としての知識と経験を活かします。
●市民一人ひとりの防災意識の向上のために防災講演会
　等を定期的に開催します。
●近助（自助と共助のすき間を埋める助け合い）を確立
　するために、人と地域を強い絆で結ぶ防災訓練を実施
　します。
●地域の防災力向上のため、消防団員の補充に対する支
　援をします。また、防災士の資格取得を推進します。
●自主防災組織を充実させるために、防災士との連携を
　強化します。

政策04

Q.
A.

まだまだ新型コロナウイルスが心配です。

政策01

Q.
新型コロナウイルスに打ち勝つ滑川市を
皆さんと協力してつくります。
●医師・看護師・薬剤師・歯科医師・介護福祉士など医療、介護

　に携わる方々とタッグを組んで、スムーズなワクチンのブース

　ター接種と検査体制の充実、さらなる病床確保に努めます。

●緊急支援対策として、児童扶養手当を受給するひとり親家庭へ

　１世帯あたり10万円を支給します。

●学校行事を円滑に進めるため、子どもたちのための抗原検査 

　キットを学校に配備します。

A.

新型コロナウイルスの影響で事業経営が困難です。

政策02

Q.
様々な事業者対策があるのに、
情報が届かずに利用できていない企業があります。
●飲食店のみならず、職場や家庭での感染予防対策のモデルを示して、クラスターの

　発生を防ぎます。

●国や県の様々な助成制度や補助制度の申請漏れが無いように、商工会議所と連携して

　情報発信と申請サポートに努めます。

●国や県の補助制度でカバーできない事業者への、滑川市独自の支援策を検討します。

●プレミアム付き商品券など滑川市民の消費を促すための施策を実施します。

A.

強い滑川市。
水野たつお政策集NEW NAMERIKAWA CITY
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産業を強くする
●滑川市の地域循環を増やし稼ぐ力を強化。

●ふるさと納税を活性化させ稼ぐ力を強化。

●起業や新たな挑戦を支え成長する産業へ。

まちを強くする
●災害から身を守るためのハードやソフトの整備促進。

●消防団や防災士と連携し防災力を強化。

●人や地域を強い絆でつなげる防災訓練。緊急対応

30の政策と102の施策

NEW NAMERIKAWA CITY特集

新しい滑川市へ。
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商工会議所の会員が年々減っているけど大丈夫なの？

既存企業の事業継続を支え、
起業など、新たな挑戦を応援します。
●ベンチャー企業の育成を支援して、
　「モノづくり」だけではない「コトづくり」への挑戦を応援します。
●新規創業の支援やサテライトオフィス誘致などを強化するとともに、
　既存企業の事業継続に対する支援策を検討します。
●市民の買い物の足を守ることで、滑川市内での消費を後押しします。

政策05

Q.
A.

ふるさと納税に対する考え方は？

ふるさと納税の収支バランスをプラスにして、
市内産業の創出に活用します。
●ふるさと納税を抜本的に充実させて、より魅力的な返礼品を開発することによって、
　新たに滑川ブランド品開拓を推進します。
●ふるさと納税の返礼品需要によって、滑川市の農産品・水産品のブランド価値を創出
　します。
●ふるさと納税を滑川市の対外PRの機会ととらえ、関係人口の増加に寄与させます。

政策10

Q.
A.

滑川市の食を支える農林水産業の産業振興はどうなるの？

農林水産業の発展には、
６次産業化（生産×加工×販売）が不可欠です。
●富山県水産研究所と連携して、滑川産の魚のブランド化と加工、販売までの仕組み
　をつくります。
●スマート農業の普及を支援します。また地域の特性にあった農地保全を前提とした
　担い手の育成につなげます。
●ふるさと納税を活用して、滑川市の農産品を高付加価値化して、商品化を推進します。
●学校給食への有機野菜の導入を検討します。
●民間企業の協力を得て、遊休施設となっている滑川かまぼこ跡地での６次産業化
　を模索します。

政策06

Q.
A.

中山間地はこれからどう活用していくの？

滑川市全域が市役所から20分、
滑川ICから15分の利便性のある街です。
●これまで以上に、有害鳥獣対策を強化します。
●中山間地の美しい景観をPRして、コロナ禍で利用の増えているオートキャンプ場の
　誘致などに努めます。
●耕作放棄地を、樹種管理をした実の成る広葉樹の森に育てる検討をします。

政策07

Q.
A.

SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みはどうするの？

「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を
根幹にした、SDGs未来都市を目指します。
●地域資源を最大限に活用して、
　持続可能な社会の実現を目指します。
●循環型社会を実現し、SDGs未来都市を目指します。
●「環境」「社会」「経済」の３つの価値を引き上げて、
　地方創生につながる「自治体SDGs」として戦略的に
　取り組みます。

政策08

Q.
A.

海洋深層水は、どのように活用していくのですか？

政策09

Q.
民間企業と連携して、
非水産分野での活用を促進します。
●先進地の海洋深層水活用事例を学ぶことと並行して、
　滑川市オリジナルの活用法を模索します。

●海洋深層水塩の民間での活用推進に努めます。

A.

水野たつお政策集NEW NAMERIKAWA CITY
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市長が変わったら、どんな市役所改革をするの？

DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進と、
先進的できめ細かいサービスを提供します。
●新たにデジタル推進チームを発足させて、民間から専門の外部人材を投入し、行政  
　全体の意識改革や教育のデジタル化の推進などを行い、スマートシティを目指します。
●マイナンバーカードとスマホ一つで、様々な申請や手続きが完結できる環境整備を
　推進します。
●市役所を始め地区公民館など、公共施設に対して順次Wi-Fi環境を整備します。
●デジタル化の対応が困難な高齢者に対する、デジタル活用教室を開催します。
●民間企業との交流で、市民から求められるサービスに気付いて行動できる組織改革
　を行います。
●市職員との対話を重視するとともに、民間の経営感覚を取り入れた行政運営を進めます。

政策11

Q.
A.

滑川市のデジタル化は遅れていない？

政策12

Q.
滑川市をスマートシティへと変貌させます。
●ICT等の新技術を活用して、市の課題をマネジメントしていきます。
●新たに民間から専門の外部人材を投入し、ICT化で組織を活性化して、多様な市民
　ニーズに応えられるような体制を創り上げます。
●ハードウエア作りが中心の行政から、時代とともに変化する住民の価値観やニーズ
　に合わせた、柔軟に対応可能な仕組み（ソフトウエア）作りで、最適な行政運営の
　継続を目指します。

A.

市長が変わると、
保育料や医療費の無償化も変わってしまうの？

政策14

Q.
現在の無償化政策は継続します。
●国の制度で３歳から５歳児と市民税非課税世帯の０歳から
　２歳児の幼児教育保育料は無償化されています。
●第２子以降の保育料並びに副食費の無償化は継続します。
●高校３年生までの医療費の無償化は継続します。

A.

働きながら妊娠・出産できる環境整備はどうなるの？

政策15

Q.
「暮らしの保健室」を設置して、
企業の支援体制も後押しします。
●母親も父親も、高齢者も誰もが気軽に悩みを相談できる場「暮らしの保健室」の設置を
　進めます。

●産前・産後ケア環境の充実と、子育ての一貫した支援体制強化を図ります。
●市内の医療環境を守るため、厚生連滑川病院の小児科医を始めとした医師の確保に努めます。

●子育て支援アプリを利用した子育て共助の仕組みを作ります。
●放課後児童クラブのさらなる充実を図ります。
●男性・女性を問わず積極的に子育てに携われる働き方改革実践企業の滑川市独自の顕彰
　を行います。

A.

もっと若者や女性が活躍できる、
魅力あるまちにならないの？

政策13

Q.
発想力と突破力にあふれた若者や女性の活動を支援します。
●学生や女性など幅広い世代とのディスカッションの機会を設けて、
　望む活動を支援します。

●SNSを活用して、声を発しにくい女性の声に耳を傾けて、若い女性が
　Ｕターン・Ｉターンをしたくなるまちづくりをしていきます。

●若者や女性のアイデアを起業や働き方に反映できる仕組みをつくります。

A.

優しい滑川市。

優
し
い
滑
川
市
。

みんなに優しく
●子育て世代の負担軽減、柔軟な子育て支援。

●高齢者が健康でイキイキと暮らせる優しい社会。

●障がい者への理解・交流を深めた共生社会。

●「暮らしの保健室」を設置。

優しい市役所
●市職員の能力を活かす組織づくり。

●スマホで簡単オンライン申請の推進。

●情報発信、教育、庁内のデジタル化を

　所管するデジタル推進チームの設置。

優
し
い
滑
川
市
。
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長生きをしても、介護はちゃんと受けられるの？

政策17

Q.
介護は親のことであり、自分のことです。
全力でフォローします。
●介護福祉人材を確保するため、富山医療福祉専門学校の卒業生が市内で勤務する

　場合（地育地生）の助成制度を設けます。

●富山医療福祉専門学校と連携して、福祉ケアシステムの充実を図ります。

●在宅で介護にあたる家族を支援する仕組み作りを検討します。

●介護予防のためにも、元気な高齢者が地域に貢献して働ける場所、仕組み作りを検討

　します。

A. どんな姿勢で市政運営に臨むのですか？

政策20

Q.
目標は掲げながらも、独断ではなく、
多くの声に耳を傾けて決定していきます。
●業務の中で、日々市民と接する市職員に対して、

　アンテナの感度を高める努力をしてもらいます。

●市役所内部の風通しを良くして、市民ニーズを全員

　で共有できる体制をつくります。

●市民の代表である市議会と協力して、あるべき滑川市

　の姿を議論していきます。

●民間と連携した、滑川市の新たな可能性を探る検討

　会を設置します。

●市長がまちまわりをして、市民参加のワークショップ

　を実施します。

A.

政策16

人生100年時代と言われるけれど、滑川市はどうなるの？Q.
体の健康だけでなく、心の健康も支えていきます。
●健康寿命延伸のために、健康診断の受診をさらに進めます。

●健康は食から！食育に加えて、家族の栄養バランス指導など

　に力を注ぎます。

●カラオケや健康マージャンなど、身近な場所での憩いの場を

　つくります。

A.

滑川市はまだ、幅広い障がい者福祉に
対応しきれていません。変わってほしいです。

政策18

Q.
肢体不自由、知的障がい、医療的ケア児、発達障がい児など
様々な生きづらさに寄り添います。
●様々な障がいがある方々への理解を深め、交流が促進される共生社会の実現を目指し

　ます。

●障がい者が親亡き後も暮らしていけるグループホームの開設を検討します。

●障がい児とその家族に寄り添った発達相談や、リハビリ・療育が行える施設の開設を

　検討します。

●多様な視点に対応できる相談窓口の充実を図ります。

A.

県内屈指の市内スポーツ設備をどう活用していきますか？

政策19

Q.

●スポーツ・健康の森公園、日医工スポーツアカデミー、

　みのわテニス村、温水プール、ゲートボール場、東福

　寺野自然公園パークゴルフ場など、ハード面で整った

　滑川市のスポーツ環境を年代別に活用するための、

　健康づくりのノウハウをつくり上げて、市民の健康づ

　くりを推進します。

優
し
い
滑
川
市
。

優
し
い
滑
川
市
。

様々な年代の健康づくりのノウハウを提供します。A.



デジタル時代にむけた、
子どもたちの個性を伸ばす教育は？

政策24

Q.
ICT教育（教育のデジタル化）によって
画一的な教育からの脱却を図ります。
●ICT支援員を増員し、先生方と連携してICT教育の充実を図ります。

●外部からデジタルの専門人材を投入し、旗振り役としてタブレット端末の活用方法や

　子どもたちが学びやすいようソフト面を強化していきます。

●プログラミング的思考を学ぶことで、社会で生き残れる人材教育を推進します。

●AI的分析に基づく、一人ひとりの特性に応じた「個別最適化学習」の導入を検討します。

●デジタル化にあっても「ふるさと教育」を充実させ、滑川を愛する子どもたちを育てます。

A.

1716

文化に対するソフト面の支援はどうなるの？

政策22

Q.
文化芸術・伝統継承のための支援を継続し、
新たな文化創造にチャレンジします。
●ネブタ流し、新川古代神、獅子舞、太鼓など地域の伝承、

　伝統に対する支援を継続し、担い手育成も応援します。

●ふるさと龍宮まつりやベトナム・ランタンまつりinなめりかわ

　など、市内外に周知されてきたイベント等への支援を継続・

　強化します。

●滑川市の先人・高階哲夫（小田進吾）や高島高、

　下田義寛氏の功績を顕彰した文化のまちづくりを検討します。

A.
不登校の児童・生徒の課題にどう取り組むの？

政策25

Q.
子どもたちの多様な育ちを応援できる
仕組みを作ります。
●アシスタント教員を増員して、一人ひとりに目が届く

　柔軟な教育環境を整備します。

●オンライン教育を充実させて、子どもの孤立を防ぎます。

●子どもたちの「困難を乗り越える力」の養成に努めます。

A.

運転免許証を返納したら、買い物や通院が不安です。

政策23

Q.
のるマイカーの課題を解決します。
●地元タクシー会社と連携して、郊外と中心市街地とを結ぶ

　デマンドタクシー（乗合自動車）の実証を行います。

●中心市街地では、のるマイカーの利便性を向上させます。

A.

文化のまちと言うけれど、文化ホールはどうなるの？

政策21

Q.
文化ホール建設に伴う基本構想に着手します。
●「いつか」ではなく、建設に向けて具体的な協議を
　開始するための「基本構想」策定に着手します。
●文化会館建設基金の積み立てを継続します。

A.
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輝く滑川市。
輝く教育
●土曜授業の見直し。

●デジタル教育の推進。

●地元ではぐくみ・地元でいきる地育地生の推進。

輝くまち
●富山湾と漁港周辺のにぎわい拡大にむけた

　整備、観光のブランド化。

●中山間地域の活性化。

●SDGs未来都市の実現。



輝
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滑川市も人口が減ってきました。
人口減少社会にむけた対策は？

政策28

Q.
移住・定住＋交流人口の増加＋関係人口の増加で
にぎわいを創ります。
●地域おこし協力隊制度を活用して、滑川市の魅力の新たな掘り起こしをします。

●市内外のまちづくり実践者を交えた「まちづくり共創会議」を創設します。

●コンパクト×ネットワークタウンの実現で、市民生活の質を向上させるとともに、

　滑川市をPRすることによって関係人口を創出します。

●姉妹都市の長野県小諸市、北海道豊頃町、栃木県那須塩原市、米国イリノイ州シャン

　バーグ市との相互交流を強化します。

A.

市内全域の空き家や
中心市街地の空洞化の対策は？

政策29

Q.
活用できる空き家と環境上問題のある空き家を
見極めてそれぞれに対応します。
●民間団体の「なめりかわ街づくり協議会」と連携して

　活用可能な空き家を、民間でコワーキングスペースや

　シェアオフィス、ゲストハウス等に利用できるよう

　支援します。

●移住・定住促進にむけた情報発信を強化して、若い

　世代に滑川市をアピールします。

●サテライトオフィスの誘致を支援します。

●老朽空き家の取壊しの際には、現行の50万円の補助

　を増額するとともに、取壊し後の固定資産税の減免

　をします。

●周辺の住宅環境に影響を及ぼしている老朽空き家に

　関しては、行政代執行も含めて適切に対応します。

A.

1918

●土曜授業を見直します。

●教職員OBなどの地域人材を活用して、

　放課後に学びの機会をつくり、学力の底上げに努めます。

教育格差などの課題には
どう取り組むの？

政策26

Q.
経済格差による、
子どもの学ぶ機会の格差を是正します。A.

●滑川と言えばホタルイカ。身投げの景観のPRや、

　ほたるいかミュージアムの整備、海上観光の２艘体

　制の維持に努めます。

●周辺市町村と連携して、富山湾岸クルージングの

　新規航路と周辺観光プランの拡充を行います。

●滑川漁港周辺一帯の再整備にむけた検討会を設置し

　ます。

コロナ後を見据えた、
滑川市の観光振興策は？

政策30

Q.
富山湾と漁港周辺のにぎわい拡大にむけた
整備を行います。A.

●県内の大学や専門学校と連携してリカレント教育（社

　会人の学び直し）を推進します。

●従業員の学びに対する、企業の理解を得るため滑川市

　がバックアップします。

産官学の連携ってよく耳にするけど？

政策27

Q.
人材のスキルアップは企業の成長にも、
まちづくりにも不可欠です。A.
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