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１ 北アルプス横断道路構想の推進について 

 （富山県土木部） 

 

富山県と長野県とをトンネルを通して直接結び、首都圏までの道路網を構

築する北アルプス横断道路構想は、環境保全の面、技術面、資金面やルート

の選定など多くの課題がありますが、経済、観光、人の交流に大きな効果を

もたらすとともに、災害時における複数の物流ルートの確保の面においても

非常に重要な役割を果たすものと考えています。 

この夢のある構想を推進するためには、まずルートを選定することが重要

であり、県内９自治体などで構成する北アルプス横断道路構想推進会議を設

立し、ルートを検討することとしておりますが、上市町馬場島地内から長野

県大町市までを結ぶルートが、厳しい自然条件の下にあっても雪や災害等に

強く、安全で経済効果が高いルートであると考えられます。 

つきましては、北アルプス横断道路構想（上市ルート）の実現に向けて、

県内の自治体や産業界の意思統一、活動の連携及び本路線調査の推進につい

て、格段のご配慮をお願いします。 
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２ 国道８号（上島北交差点）の交通安全対策の促進について  

（富山県土木部） 

 

国道８号は、人の交流や物流を支える大動脈であり、県、市の社会経済活

動などに必要不可欠な広域幹線道路であります。 

しかしながら、上島北交差点は、交通量が多いこと等に起因した左折車へ

の追突事故をはじめ交差点付近の追突事故が発生しており、安全対策の実施

が強く要望されているところであります。 

つきましては、引き続き上島北交差点の交通安全対策の促進について、格

段のご配慮をお願いします。 
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３ 東部山麓道路の整備促進について 

（富山県土木部） 

 

早月川左岸に位置する本路線は、県において、富山県東部山麓道路として

位置づけられており、県東部の主要な観光拠点を結ぶ周遊性の高い観光ルー

トであります。 

また、昭和４４年の災害では、早月川に架かる豊隆橋、入会橋が流失し蓑

輪集落が孤立した経緯があり、災害時における避難の代替路線としても長年

にわたり切望している重要な路線であります。 

つきましては、本市蓑輪地区内の住民はもとより、みのわ温泉・みのわテ

ニス村利用者の安全･安心の確保のため、引き続き道路改良事業の促進につ

いて、格段のご配慮をお願いします。 

要望区間 

蓑輪集落 
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４ 県道の改良促進及び新規採択について 

（富山県土木部） 

 

次の路線は、交通、産業経済及び生活の基盤として利用されている重要路

線であります。 

つきましては、次の区間の改良の促進と新規採択について、格段のご配慮

をお願いします。 

 

 

１（一）滑川自然公園線（局部改良）   田林～東福寺野地内 （継続） 

２（一）北野滑川インター線（現道拡幅） 北野～金屋地内   （継続） 

３（一）黒川滑川線（バイパス）     小森～本江地内   （新規） 

 

要望区間１ 

要望区間２ 

要望区間３ 
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５ 消雪施設設置の新規採択について 

（富山県土木部） 

 

次の路線は、通勤・通学時における市内の主要幹線であり、沿線には人家

もあることから、冬期道路交通を確保する必要性が高い路線であります。 

つきましては、次の箇所の消雪施設設置の新規採択について、格段のご配

慮をお願いします。 

 

 

１（一）黒川滑川線（消雪工）      小林～上島地内   （新規） 

２（一）古鹿熊滑川線（消雪工）     二塚地内      （新規） 

３（主）富山立山魚津線（消雪工）    寺町～赤浜地内   （新規） 
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６ 県道の交通安全施設の整備促進及び新規採択について 

（富山県土木部） 

 

次の路線は、園児及び小・中学校の児童・生徒の通園、通学路として利用

度が高く、いずれも歩道設置等の交通安全対策が緊急の課題となっておりま

す。 

つきましては、次の区間の交通安全施設の整備促進と新規採択について、

格段のご配慮をお願いします。 

１ （主）富山立山魚津線 （歩道） 寺町地内 （継続） 

２ （主）滑川上市線 （歩道） 下梅沢～有金地内 （継続） 

３ （一）黒川滑川線 （歩道） 下島地内 （継続） 

４ （主）富山立山魚津線 （歩道） 柴～栃山地内 （新規） 

５        〃  （歩道） 栃山～大島新地内 （新規） 

６ （一）堀江魚津線 （歩道） 開地内 （新規） 

７ （一）黒川滑川線 （歩道） 安田～上島地内 （新規） 

     

 

要望区間７ 

要
望
区
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３ 

要
望
区
間
１ 

要
望
区
間
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要
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７ 一般県道富山朝日自転車道線の整備拡充について 

（富山県土木部） 

 

富山湾が「世界で最も美しい湾クラブ」に平成２６年１０月に加盟し、そ

の富山湾の魅力を発信するひとつの手段として富山湾岸サイクリング大会が

平成２７年度から開催されております。 

つきましては、富山湾の素晴らしさが実感できるよう防潮堤の水たたきを

利用した富山朝日自転車道線の整備拡充について、格段のご配慮をお願いし

ます。 

 

 

要望区間 
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８ 市道有金上島線交通安全施設整備事業の促進について 

（富山県土木部） 

 

本路線は、近隣に位置する西部小学校の通学路に指定されており、近年特

に新興住宅団地の立地に伴い、児童の利用が増加しております。 

しかしながら、歩道が整備されていないことや、朝夕の通勤時間帯には交

通量が多いこと等から、児童の安全確保に苦慮しております。また、平成２８

年度に実施した「滑川市通学路交通安全プログラム」に基づく通学路合同点

検においても要対策箇所となっており、歩道整備等の交通安全対策が強く望

まれております。 

つきましては、児童の通学路の安全を確保するため、引き続き市道有金上

島線交通安全施設整備事業の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

 

    

 

     

要望区間 Ｌ＝1100m 

西部小学校 
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９ 市道菰原辰野線交通安全施設整備事業の促進について 

（富山県土木部） 

 

本路線は、近隣に位置する田中小学校と寺家小学校の通学路に指定されてい

ますが、歩道が狭く危険な状況となっております。 

また、令和２年度に実施した「滑川市通学路交通安全プログラム」に基づく通

学路合同点検においても要対策箇所となっており、歩道整備等の交通安全対策

が強く望まれております。 

つきましては、児童の通学路の安全を確保するため、引き続き市道菰原辰

野線交通安全施設整備事業の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

 

       

     

     

寺家小学校 

田中小学校 
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１０ 市道中野島坪川線交通安全施設整備事業の促進について 

（富山県土木部） 

 

本路線は、一般県道富山滑川魚津線と主要地方道富山魚津線を結び、本市

の用途地域の外郭となる重要な路線となっております。 

また、平成２９年度に実施した「滑川市通学路交通安全プログラム」に基

づく通学路合同点検においても要対策箇所となっており、歩道整備等の交通

安全対策が強く望まれております。 

つきましては、地域住民の快適な生活環境を確保するため、引き続き市道

中野島坪川線交通安全施設整備事業の促進について、格段のご配慮をお願い

します。 

         

 

 

 

 

 

 

 

要望区間 

東部小学校 

あいの風とやま鉄道 
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１１ 市道有金下梅沢線の改良促進について 

（富山県土木部） 

 

本市魚躬地区には、県内屈指のサッカーの普及強化拠点であるフットボー

ルセンター富山があり、連日、多くの利用者で賑わっております。 

しかしながら施設利用者を乗せた大型バスや送迎車両等が本市の市街地を

往来するなど、住区内への通過交通の侵入により、通学路や高齢者の安全が

脅かされているところであります。  

つきましては、国道８号と一般県道富山滑川魚津線を結ぶ本路線を拡幅改

良することにより市街地の通過交通を減少させ、国道８号や北陸自動車道へ

の通過交通の転換を促すことで、地域住民の生活道路における安全で円滑な

交通を確保するため、引き続き市道有金下梅沢線の改良促進について、格段

のご配慮をお願いします。 

   

 

要望区間 

国道８号 

富山市へ 

魚津市へ 

富山市へ 

魚津市へ 

至 滑川 IC 

滑川富山線 

滑川中央線 

富山滑川魚津線 

フットボールセンター富山 
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１２ 本江地区の急傾斜地崩壊対策事業の促進について 

（富山県土木部） 

 

本市本江地区は、がけ高が約２０ｍ、勾配が３９度の急傾斜地で、保全対

象としては県道黒川滑川線や人家２４戸があります。 

これまで昭和４８年から平成２年にかけて、急傾斜地崩壊防止施設が設置

されましたが、現在も土砂災害特別警戒区域に保全人家が多くあるため、急

傾斜地崩壊対策事業による抜本的対策が強く望まれております。 

つきましては、地域住民が安心して暮らせるよう、引き続き本江地区の急

傾斜地崩壊対策事業の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

要望箇所 



-13- 

１３ 総合的な治水対策の推進について 

   （富山県土木部） 

 

本市には、県下有数の急流河川である早月川や上市川等が流れており、過

去において、しばしば浸水被害が発生してきました。 

平成２７年の水防法の改正により、洪水浸水想定区域が公表され、市民の

河川管理に対する関心も高まるなか、計画規模においては未だに浸水が想定

される区域があることから、総合的な治水対策の推進が強く望まれておりま

す。 

つきましては、豪雨時においても浸水被害が生じないよう堤防の嵩上げ等

の機能強化を早急に図るとともに、氾濫の危険性が特に高い区間において樹

木・堆積土砂等に起因した氾濫の解消を図るため、引き続き河川内の適正な

維持管理について、格段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

（参考） 

市洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 

【計画規模】 

■ 浸水想定区域 
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１４ 中川水系沖田川河川（中流域）の治水対策事業の促進について 

（富山県土木部） 

 

沖田川流域は、近年急速な都市化が進み、そのために豪雨時にはしばしば

氾濫し、人家などに多大な被害を与えていましたが、平成１４年度より着手

された沖田川放水路が完成したことにより、沖田川下流域での治水対策が図

られたところであります。 

しかしながら、現在の放水路への取付函渠工は暫定断面での施工となって

いることや、あいの風とやま鉄道より上流部の中流域において、豪雨時には

氾濫危険水位を超えており、住居等へ浸水被害が発生する恐れがあることな

どから、引き続き治水対策が実施されることを地元住民が切望しているもの

であります。 

つきましては、引き続き中川水系沖田川河川の治水対策事業の促進につい

て、格段のご配慮をお願いします。 

― 集中豪雨による出水の状況 ― 

  
 

 

要望区間 

あいの風とやま鉄道 

沖田川放水路 
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１５ 公共下水道事業の促進について 

 (富山県土木部)  

 

本市では、昭和５４年度から公共下水道事業に着手し、現在、整備目標で

ある令和６年度に向け、公共下水道事業の促進に鋭意努めているところであ

ります。 

しかしながら、令和元年１２月に社会資本整備総合交付金の未普及対策へ

の予算の重点配分の対象が汚水処理人口普及率９５％未満の団体とされたこ

とから、この項目を上回る本市は、交付金の配分額の縮小が懸念されている

ところであります。 

未普及である各地区からは、引き続き強い要望が寄せられているなか、今

後も早急な下水道整備を図っていかなければなりません。 

また、根幹的施設である浄化センターや各中継ポンプ場については、建設

年度が古く、老朽化が著しいことから、改築更新による長寿命化及び耐震等

の対策を早急に図っていくこととしております。 

つきましては、引き続き公共下水道事業の促進について、格段のご配慮を

お願いします。 
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１６ 総合的な空き家対策の推進について 

（富山県土木部） 

 

人口減少時代に突入し、既存建物の老朽化や家族構成の変化等から、居住

の用に供されない空き家等が増加し、倒壊の危険性の増大、公衆衛生の悪化、

景観の阻害等の問題が全国的に生じてきており、本市においても、同様に空

き家対策に苦慮しております。 

こうしたなか、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく滑川市空家

等対策計画に沿って、空き家等に関する情報の把握や利活用を促進するため

の仕組みづくり、危険老朽空き家に対する是正措置等の対策に取り組んでい

るところであります。 

つきましては、市町村が行う空き家対策等をより実効性のあるものとする

ための法整備や財政措置等のさらなる充実・強化を図るなど、総合的な空き

家対策について、格段のご配慮をお願いします。 
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１７ 永代地上権の抹消にかかる法整備等について 

（富山県土木部） 

 

本市には、全国的にも稀な永代地上権が設定されている土地が６１５筆あ

ります。 

この永代地上権が設定されている土地は、市街地が形成されている地区（い

わゆる「まちなか」）に集中しており、また、その多くは相続登記がされてい

ないことにより、権利者の特定が極めて困難であるため、「まちなか」におけ

る民間の土地売買や公共事業施行の大きな支障となっております。 

本市では、昨今の厳しい経済情勢のなか、持続可能な都市づくりを目指し、

まちなか居住の推進を図るため、住宅取得支援事業や空き家対策事業を柱に

した「まちなか再生事業」に取り組んでおりますが、「まちなか」の人口減少

に歯止めがかからない状況であります。 

所有者不明土地問題については、法整備等の取組みを進めていただいてお

りますが、まちなかにおける土地の流動及び集約の促進や、公共工事を円滑

に進め快適な住環境を形成することによる定住人口の確保のため、都市計画

等の支障となっている永代地上権の抹消にかかる法整備等について、格段の

ご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永代地上権設定地区 
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１８ 継続的な深浅測量の実施及び海底地震計の設置について 

（富山県土木部、危機管理局） 

 

富山県内の海岸、とりわけ本市海岸は、海底が急峻な地形であることに加

え、寄り回り波や冬期風浪による侵食が著しい状況下にあり、海岸保全施設

の維持管理や機能低下の防止、新たな海岸保全施設の整備には、海底の地形

を把握することが肝要かつ有効であり、整備効果を確認するためにも深浅測

量が必要不可欠と考えられます。 

 また、測量の結果は、津波防災における津波到達時間や浸水想定、洗掘や

海岸変形の把握等にも有効なデータとして活用し得るものと考えられます。 

 つきましては、本市海岸における継続的な深浅測量の実施について、格段

のご配慮をお願いします。 

 あわせて、迅速・高精度な情報伝達により被害の軽減や避難行動などの防

災対策に資するため、海底地震計の設置についても、格段のご配慮をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上
市
川 

早
月
川 

滑川漁港 高月漁港 

深浅測量 
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１９ 海岸保全施設の整備促進について 

（富山県農林水産部、土木部） 

 

本市の海岸（延長約７，９００ｍ）は、富山湾特有の「寄り回り波」から

市民の生命財産を守るため、離岸堤が２列に配置されるなどの安全対策が講

じられておりますが、平成３年２月及び平成２０年２月の「寄り回り波」に

より甚大な被害を被っております。 

また、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、驚異的な規模

の津波により、被災地では甚大な被害が発生しており、これを踏まえて県が

平成２３年度に調査を実施し、平成２９年２月に改めて発表した津波シミュ

レーション調査の結果によれば、本市には最大６．８ｍの津波が地震発生後

３分で海岸部に到達すると見込まれていますが、市内の護岸は老朽化が進ん

でいる状況です。 

つきましては、堤防の補強及び嵩上げなど、引き続き海岸保全施設の整備

促進について、格段のご配慮をお願いします。 

 

 

寄り回り波（平成２０年２月） 離岸堤の被災状況（平成２０年２月） 

高波によるブロックの沈下、散乱 

国土交通省所管 

国土交通省所管 

農林水産省所管 

要望区間 

農林水産省所管 



-20- 

２０ 有害鳥獣対策への支援について 

 （富山県農林水産部、土木部） 

 

本市では、近年、イノシシによる農作物の被害が拡大し、また、住宅地周

辺へ出没することにより住民の生活の安全も脅かされる状況にあります。 

このため、国の鳥獣被害防止総合対策交付金事業を活用し、これまでに捕

獲檻や侵入防止柵等の整備を進めてきたところでありますが、侵入防止対策

がなされていない箇所において被害が発生しており、大変苦慮しております。 

つきましては、引き続き鳥獣被害防止総合対策交付金の適切な配分や侵入

経路とみられる県の管理する道路・河川からの侵入防止等の広域的な被害軽

減対策について、格段のご配慮をお願いします。 

 

 

  

【市道に設置したテキサスゲートグレーチング】 
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２１ 農地整備事業（経営体育成型）の促進について 

   「中加積南部地区」 

（富山県農林水産部） 

 

本地区の生産基盤は、県営ほ場整備事業により昭和３９年度から昭和４５

年度にかけて整備されたもので、整備後４５年以上が経過し、用水路は老朽・

断面不足等による漏水が著しいことや、排水路も通水障害だけでなく暗渠と

なっているため上部道路の陥没を引き起こすなど、維持管理に大変苦慮して

いることから、平成２８年度から農地整備事業として採択、事業着手してい

ただいたところであります。 

つきましては、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、意欲と能力のある

経営体が活躍できる農業生産基盤の整備として、引き続き農地整備事業（経

営体育成型）の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

  

滑川東部２期地区 116ha 

農地整備事業（経営体育成型） 

中加積南部地区 

受益面積 

140ha 
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２２ 農地整備事業（経営体育成型）の促進について 

「西加積・中北地区」  

                    （富山県農林水産部） 

 

本地区の生産基盤は、県営ほ場整備事業により昭和３９年度から昭和４５

年度にかけて整備されたもので、整備後４５年以上が経過し、用水路は老朽・

断面不足等による漏水が著しいことや、排水路も通水障害だけでなく暗渠と

なっているため、上部道路の陥没を引き起こすなど、維持管理に大変苦慮し

ていることから、平成３０年度から農地整備事業として採択、事業着手して

いただいたところであります。 

つきましては、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、意欲と能力のある

経営体が活躍できる農業生産基盤の整備として、引き続き農地整備事業（経

営体育成型）の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地整備事業（経営体育成型） 

西加積・中北地区 

受益面積 146ha 

位置図 

西加積・中北地

区 
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２３ 農地整備事業（経営体育成型）の促進について 

「早月加積北部地区」  

                  （富山県農林水産部） 

 

本地区の生産基盤は、県営ほ場整備事業により昭和４７年度から昭和５１

年度にかけて整備されたもので、その施設のほとんどが整備後４５年以上が

経過し、用排水路は老朽・断面不足等による漏水が著しいことや、一部の農

地で耕土が不足しているなど、維持管理に大変苦慮していることから、令和

元年度から農地整備事業として採択、事業着手していただいたところであり

ます。 

つきましては、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、意欲と能力のある

経営体が活躍できる農業生産基盤の整備として、引き続き農地整備事業（経

営体育成型）の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地整備事業（経営体育成型） 

早月加積北部地区 

受益面積 150ha 

位置図 

早月加積北部地区 
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２４ 農地整備事業（経営体育成型）の促進について 

「早月加積中部地区」   

                   （富山県農林水産部） 

 

本地区の生産基盤は、県営ほ場整備事業により昭和４７年度から昭和５２

年度にかけて整備されたもので、その施設のほとんどが整備後４５年以上が

経過し、用排水路は老朽・断面不足等による漏水が著しいことや、一部の農

地で耕土が不足しているなど、維持管理に大変苦慮しております。 

つきましては、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、意欲と能力のある

経営体が活躍できる農業生産基盤の整備として、引き続き農地整備事業（経

営体育成型）の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地整備事業（経営体育成型） 

早月加積中部地区 

受益面積 85ha 

位置図 

早月加積中部地区 
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２５ 早月加積地区のかんがい排水施設（小善川）の改良対策について 

                                 （富山県農林水産部） 

 

早月加積地区のほぼ中央を流下する小善川等の排水施設は築造から４０年が経過

し、社会環境の変化等により流域沿川では、北陸新幹線や国道８号の整備、さらに企

業の進出や住宅開発など宅地化が進んだことに加え、近年頻発するゲリラ豪雨等の

影響による農地や農業施設への被害が顕著となっております。 

つきましては、本地区の優良農地の確保及び農業の振興を図るため、早月加積地

区のかんがい排水施設（小善川）の改良対策について、格段のご配慮をお願いしま

す。 
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２６ 国営施設応急対策事業「早月川地区」の促進について 

    （富山県農林水産部） 

 

本地区の営農は、主に稲作経営が主体で、転作作物では麦や大豆を生産し、

一部では、特産品として指定産地に認定されたネギや里芋の生産が盛んであ

ります。 

このような地域において、国営かんがい排水事業「早月川地区」（昭和２８

年度～３７年度）で造成された基幹施設である幹線水路トンネルは、造成か

ら６０年以上が経過し、構造的安定性に影響を及ぼす変状が認められ、崩落

の危険性がある等、不測の事態が発生しております。 

つきましては、効率的かつ安定的な農業経営の実現を図るため、引き続き

国営施設応急対策事業の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

国営施設応急対策事業「早月川地区」 
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２７ 国営農地再編整備事業「水橋地区」の促進について 

（富山県農林水産部） 

 

本市堀江地区は、農地が小区画で農道も狭いことから、大型機械による効

率的な営農が困難な状況であり、近年の農業者の高齢化に伴い、このままの

基盤では将来的に農地を引き継ぐ担い手がいなくなるといった危機感が高ま

っております。 

このため、ほ場の大区画化・排水不良の解消や集中的に農地の利用集積・

集約を進めるとともに、スマート農業の導入により生産性の高い基盤の形成

を通じて農業の振興や地域の活性化を図ることを目的に、令和３年度から国

営農地再編整備事業「水橋地区」として事業化されたところであります。 

つきましては、農業基盤の整備を推進し、農業経営の安定を図るため、引

き続き国営農地再編整備事業の促進について、格段のご配慮をお願いします。 

 

 

国営農地再編整備事業「水橋地区」 
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２８ 県営中山間地域農業農村総合整備事業「にいかわ広域地区」の 

早期事業着手等について  

     （富山県農林水産部） 

 

本市における中山間地域の農業生産基盤は、昭和４０年代に整備されてい

ますが、竣工から約５０年が経過し、広範囲にわたり至るところで農業用用

排水路などの老朽化が進んでおり、個別での対応が困難な状況にあります。 

また、人口減少による担い手不足や有害鳥獣による農作物被害の多発から

営農意欲の低下が広く見られ、荒廃農地の増加や集落機能の喪失が本市にお

いても懸念される状況にあります。 

 こうした状況は今後も続くと想定され、中山間地域における農業農村を維

持し発展させるためには、新川地域全体で連携した農業生産基盤の整備など

の一体的な取組みが必要となっています。また、老朽化している施設等への

対策には膨大な事業費が見込まれ、地元負担の軽減への支援も重要と考えて

おります。 

つきましては、中山間地における効率的かつ安定的な農業経営を育成し農

村の活性化に資する基盤整備として、県営中山間地域農業農村総合整備事業

「にいかわ広域地区」の早期事業着手及び地元負担の軽減対策について、格

段のご配慮をお願いします。 

 

       

東加積地区 

県営中山間地域農業農村総合整備事業 

「にいかわ広域地区」 

山加積地区 
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２９ 野菜等、園芸の振興に向けた取組みに対する支援について 

（富山県農林水産部） 

 

食育や地産地消、消費者の食に対する安全性への意識の高まりから地場産

野菜の安定供給に対する期待が高まっていますが、県内の野菜、果樹の産出

額は下位に低迷しており、野菜等、園芸の振興がいっそう求められておりま

す。 

このため、本市では、これまでも、学校給食用野菜をはじめとした野菜等

の生産振興の取組みに対して、機械導入や資材代等の補助を行うとともに、 

本市で取水される海洋深層水を活用したトマトのブランド化と産地化に取り

組んでいます。 

県においては、「稼げる！とやまの園芸産地支援事業」など多彩な園芸産地

の育成に取り組まれていますが、さらなる園芸の振興のためには、生産から

販売までの総合的な支援体制の構築が必要であると考えております。 

つきましては、園芸作物の栽培技術の支援強化、ブランド化や産地化に向

けた販売体制の支援について、格段のご配慮をお願いします。 
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３０ 農業用用排水施設の変更であって、施設の従前の機能維持を目的 

とする更新事業に係る農振除外の要件緩和について 

（富山県知事政策局、農林水産部） 

 

本市では、国営事業として「国営施設応急対策事業」制度による用排水路の補修事

業が着手されておりますが、当該事業については、農業振興地域に関するガイドラ

インにおいて、「農業用用排水施設の変更であって、当該施設の従前の機能維持を図

ることを目的とする更新事業」として、土地改良事業等に該当するものとされてい

ます。 

農地を農用地区域から除外するにあたっては、当該農地が土地改良事業等を行っ

た区域内にある場合は、事業が完了してから８年が経過していることなど５つの要

件を満たすことが必要となっております。 

当該事業は、地域の農業振興を図ることを目的に、農業用用排水施設の長寿命化

を図る機能保全計画を策定し、断続的に補修・更新対策を行うことから、結果的に事

業が継続して行われ、長期にわたり、農地を農用地区域から除外できないことが想

定されます。 

本市では、地方創生・農村地域の人口増加に取り組んでいるところでありますが、

国営事業の受益地がほぼ市内全域を網羅する本市において、農用地区域の除外要件

の規制を受けることは、本市の広い区域で商業の進出や宅地造成等の新たな土地利

用に支障が生じるものであり、市勢や経済の発展に大きな影響があるものと懸念し

ております。 

つきましては、経済効果や新規雇用を創出するため、農業用用排水施設の変更で

あって、当該施設の従前の機能の維持を図ることを目的とする更新事業に係る農振

除外の要件緩和について、格段のご配慮をお願いします。 
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３１ 魚に関する学習環境の整備について 

（富山県農林水産部、教育委員会） 

 

富山湾は、暖流系と冷水系の両方の生物が生息し、全国的にも珍しいホタ

ルイカをはじめ、豊富な種類の魚介類が獲れる水産資源の宝庫となっていま

す。 

また、立山連峰を源とする河川には、鮎や渓流魚などが生息しており、山

から海まで多くの生物を育んでいる環境にあります。 

本市では、ふるさとの恵みの大切さについて未来を担う子どもたちに教え

ていくことが重要と考えており、観光遊覧船「キラリン」を活用し、海上か

ら眺める立山連峰や早月川扇状地の地形など、ジオパークについても学ぶこ

とができる海上体験学習活動や「ほたるいかミュージアム」において、ホタ

ルイカの生態についての学習教室などを開催しております。 

つきましては、富山湾や県内河川等に住む魚介類の生態について園児から

小・中学生までが、ふるさと教育の一環として学習できる施設の整備と体験

教室の実施について、格段のご配慮をお願いします。 
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３２ 「個別最適な学び」や「協働的な学び」を推し進めるための人的支援

と研修への支援について              

（富山県教育委員会） 

 

本市では、市内小・中学校において体験したり見学したりしながら、科学、

理数、ものづくり、文化、芸術分野をじっくり探究する学びの時間として、

特別の教育課程「科学の時間」を実施しています。 

昨年度より、１人１台タブレットを学習の道具として普段から活用できる

環境の実現に取り組んでいます。 

また、特別な支援を必要とする児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒が

増えてきています。 

つきましては、誰一人取り残さない教育の実現を目指す中で、全ての子供

たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」や「協働的な学び」を推し進め

るため、以下の人的支援、研修への支援に格段のご配慮をお願いします。 

１．全小学校に専門性の高い専科教員を配置いただいているが、理科や英

語の加配による専科教員を全校に配置されたい 

２．探究学習の推進や基礎学力向上のためＩＣＴを効果的に活用した学びの

推進に繋がるよう、ＩＣＴの有効活用をサポートする人材を配置されたい 

３．特別支援教育についてオンデマンドによる教員研修コンテンツが作成

は大変ありがたいが、児童生徒理解や難しい事例の対処方法等を充実し

ていただきたい 

４．日本語を理解することが難しい外国人児童生徒が、学校生活になじみ、

学ぶことができるよう、日本語指導教員の配置時間数を大幅に増やして

いただきたい 
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３３ 海洋深層水利活用施設の支援について 

（富山県地方創生局） 

 

 本市では、約３０年前に富山県水産試験場、現在の水産研究所が海洋深層

水を取水するため富山湾に取水パイプを設置し、取水事業を開始した時から、

海洋深層水を地域資源として、ホタルイカの展示や保存、民間企業による経

口補水液や塩の製造など、様々な事業に利活用しています。 

 特に本市にある平成１７年１月にオープンした、海洋深層水分水施設アク

アポケットでは、ＲＯ膜方式により高濃縮水を製造し、民間企業等に活用し

ていただいているところであります。 

今回、民間企業による新たな商品開発をはじめ、海洋深層水を活用した積

極的な事業の拡大を図るため、新たにＢＣ膜方式による、高濃縮水を製造す

る施設の導入を検討しております。 

 つきましては、設備の導入に際し、地方創生拠点整備交付金等の採択に向

けた支援について、格段のご配慮をお願いします。 
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３４ 産婦人科医師並びに小児科医師の確保対策について  

（富山県厚生部） 

 

人口減少、少子高齢化が進む中で、本市は総務省の人口移動報告で６年連

続社会増となっており、子どもを産み育てやすい環境の整備に取り組んでき

た成果が表れてきているところであります。特に、０歳から４歳までの子ど

もや２０代後半から３０代までの子育て世代の転入が多くなっております。 

このような中、本市唯一の公的総合病院である厚生連滑川病院において、

令和２年４月以降、分娩に対応する産婦人科医師の確保ができないことから、

分娩を休止している状況であり、また、小児科医の退職により、小児科では

週５日の外来診療が、令和３年４月以降、週１日のみとなっております。さ

らに、市内小児科開業医院１箇所が令和３年に閉院し、現在、市内の小児科

開業医院は１箇所のみとなっている状況です。 

子育て世代の人口が増加している本市において、身近な地域の病院等で安

心して子供を産み、小児科を受診できる環境づくりは、少子化対策の一環と

しても極めて重要と考えております。しかし、本市における周産期・小児医

療環境は市民の要請に応えるには十分とは言えず、次世代を担う子どもたち

の健全な育成のため、医療環境の整備は不可欠であります。 

本市における産婦人科医師並びに小児科医師の不足は本市や病院側の努力

だけで解決できる問題ではなく、県や国レベルでの取組みが必要であります。 

つきましては、医師の不足や、地域間の医師偏在の実態を踏まえ、地域を

支える産婦人科医師並びに小児科医師の確保対策について、格段のご配慮を

お願いします。 
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３５ 地域医療構想における公的病院等の再編・統合について 

（富山県厚生部） 

 

団塊の世代全員が７５歳以上になる２０２５年（令和７年）を見据え、医

療や介護を必要とする国民の増加が見込まれることから、必要な病床数など

を定めた「地域医療構想」が富山県においても策定され、構想の実現に向け

た議論が進められているところです。 

この間、国においては、再編・統合の検討が必要であるとして「診療実績

が少ない」などと判断した全国の病院名を公表し、具体的対応方針の再検証

を要請しており、本市内の公的病院も含まれています。 

高齢化で膨張する医療費の抑制や医療機能の縮小を念頭に、地域の特性に

根差した医療を提供する公的病院の機械的な再編・統合が行われることは、

市民の安全・安心な生活にとって大きなマイナス要因となり、これまで本市

が進めてきた「暮らしやすいまちづくり」を根底から覆すもので、市勢が衰

退することにも繋がりかねないと危惧しているところです。 

つきましては、自治体ごとの特性を維持した医療体制等の確保について、

格段のご配慮をお願いします。 
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３６ 介護人材育成の支援について 

（富山県厚生部） 

 

現在、団塊の世代が全て後期高齢者となる２０２５年（令和７年）に向け

た地域包括ケアシステムの強化を進める中で、地域介護力の向上と介護人材

の確保が重要な課題となっています。 

これまで介護の仕事への関心や興味を高めるため、県では中学・高校生へ、

市では社会福祉協議会と連携して小学生へ、また富山医療福祉専門学校では

中学生へそれぞれ出前講座を実施しています。 

しかしながら、介護人材は依然として不足している状況であり、より一層

の介護人材の確保を図るため、本市では富山医療福祉専門学校の卒業生が市

内で就職した場合の支援について検討しています。 

つきましては、介護人材の育成、確保への更なる支援について、格段のご

配慮をお願いします。  

 

 

    



-37- 

３７ 交通信号機等の設置について 

（富山県公安委員会） 

 

近年の交通環境の変化に伴い、毎年、地域住民から交通信号機の設置

が多く求められています。 

交通事故が頻発する道路や、児童・高齢者など、より配慮が必要な歩

行者の安全を確保する必要がある道路における交通安全対策の推進は、

交通事故の抑止に極めて重要と考えます。 

安全安心な生活環境の実現を望む市民・県民の期待に応える意味でも、

交通信号機の新規設置をはじめとする交通安全施設の整備推進につい

て各段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


