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本冊子について 

この冊子は、令和元年度滑川商工会議所青年部が行った政策提言活動を記録し、関係者各位に幅広く知っ

ていただくために作成したものです。2部構成となっており、１部では本年度の政策提言活動の概要を、２部

では青年部案の概要をまとめています。この冊子をとおして、本年度の青年部案が行政および財政界を中心

にひろく参照されること、また後世にわたり本年の活動の精神が共有されることを願っています。  
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第１部 

第１章 滑川 YEG における政策提言活動 

1-1. 政策提言活動のきっかけ 

滑川商工会議所青年部（以下、「本会」もしくは「滑川 YEG」とする）は、昭和 53年に設立され、本年で

創立 42年を迎える。滑川商工会議所（以下「親会」とする）の下部組織として、滑川市内に拠点を構える 45

歳以下の青年経済人によって構成されている。地域の商工業の発展を目的とし、経営能力を向上させるため

の研修会や勉強会、会員相互の連帯を深めるための親睦活動、ふるさと龍宮まつり等への参加など、さまざ

まな事業に取り組んでいる。ここで、本会の活動の原点を示す「滑川商工会議所青年部規約」（以下「規約」

とする）に目を向けてみたい。本会が推進する「事業」について次のように示されている。 

 

 

 

第 4 条 1 項では「商工業の発展に関する意見の具申」が掲げられているが、近年の活動のなかで「具申」

について具体的に取り組まれてきた形跡はなかった。 

転機が訪れたのは、平成30年 11 月 18 日に開催された本会臨時総会の懇親会である。来賓として参加され

た滑川商工会議所 今家英明会頭より「次年度は青年部でも政策提言案を考えてもらいたい」旨の発言があ

った。この発言を受け、政策提言を担当する委員会として、平成 31 年度の組織において「魂動
こ ど う

委員会」1)が

設けられることが決まり、滑川商工会議所青年部初の政策提言活動を担うことになった。 

1-2. 魂動委員会の発足と活動方針の決定 

魂動委員会の立上げに先立ち、親会との事前調整をおこなった。親会からは、毎年 11月頃に滑川市に対し

て提出する「滑川市行政施策に対する要望書」（以下、「要望書」2）とする）に青年部案を含める用意がある

ことが示され、これに基づいて青年部も行動することになった。 

                              
1) 委員会名称については委員会メンバーの総意で決定した。滑川の「魂」を「動かす」という願いを込めている。 
2) 例年、親会の各委員会にてそれぞれの素案がつくられ、近年では毎年 10 から 20 項目の要望が提出されている 

滑川商工会議所青年部規約 
 

第１章   総      則 

（名  称） 

第１条  本会は滑川商工会議所青年部と称する。 

（事務所） 

第２条  本会の事務所は滑川商工会議所内におく。 

（目  的） 

第３条  本会は、会員相互の啓発と親睦を図り、青年経営者としての社会的連帯

感を養い、その経営能力を高め、企業の近代化を図り、もって地域商工業の

振興発展に寄与することを目的とする。 

（事  業） 

第４条  本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。 

(１)商工業の発展に関する意見の具申 

(２)商工業に関する調査・研究 

(３)商工業に関する講習会および講演会の開催 

(４)社会・経済・経営に関する問題の研究・実施のための他の諸団体との連携・

提携 

(５)その他本会の目的達成に必要な事業 

（会員の資格） 

第５条  本会は滑川市に事業所を有する滑川商工会議所会員並びにその事業所

に従事する、年齢満18歳以上、45歳以下の青年で会員２名以上の推薦により

理事会の承認を得たものを会員とする。ただし、年度途中に上記制限年齢に

達した場合は、その年度内は会員としての資格を有する。又、直前会長及び

上部連合会出向役員に選出された者は、当該年度のみ上記制限年齢の適用を

うけない。 

 

第２章  役      員 

（役員の種類及び数） 

第６条  本会に次の役員をおき、直前会長が選出した選考委員により総会におい

て会員中より選任する。但し、直前会長はこの限りではない。 

会 長‥‥‥１名         直前会長‥‥‥１名 

副 会 長‥‥‥４名以内     専務理事‥‥‥１名 

理 事‥‥‥若干名       監 事‥‥‥２名 

２．本会に常任理事を若干名おくことができる。 

（役員の職務） 

第７条 
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例年、滑川市は 12 月から 2 月にかけて次年度予算案を作成している。親会が要望書を 11 月に提出するの

は、市の予算案に会議所の要望を含めてもらいたいという意図がある。ただし、本年度は親会役員の改選年

度に該当するため、例年とは異なり 1月に要望書を提出することになった。 

このように親会の方針に沿って要望書の作成スケジュールは決定したが、青年部には政策提言活動にかん

するノウハウ・知見が全くなかった。そこで、政策提言の基礎的知識を得るべく、魂動委員会では次の 2 つ

の事業を企画・運営することが決定した。 

1.政策提言勉強会  講師を招聘し、政策提言についてのノウハウを学ぶ。 

2.魂動塾  若手世代でワークショップを開催し、地域の課題について考える。 

親会の要望書提出スケジュールをかんがみ、上記の２事業および青年部の提言書作成スケジュールは以下

のとおり決定した。また、1) 魂動委員会は政策提言を推進する＜舵取り役＞を担い、提言案の作成は青年部

全体で取組むこと、2)その実動部隊として、ワーキンググループ(以下「WG」とする)を設置し、調査活動な

どの実務的課題に取組むこと、以上の 2つの方針が決定した。 

 

 
図 1 魂動委員会による H31(R1)年度政策提言スケジュール案 

  

滑川YEG政策提言スケジュール(案)

滑川市

通常年度 改選年度

備考 
（委員会事業等）会議所

YEG
会議所

YEG

提言会議 
(全体)

ワーキンググループ 
（魂動委員会＋有志）

提言会議 
(全体)

ワーキンググループ 
（魂動委員会＋有志）

4月

通常年度に同じ

5月 政策提言勉強会 
(富山YEGより講師)

6月 魂動塾 
(JC、役所若手職員)

7月 ①テーマ出し 
(ブレスト) ※龍宮まつり

8月 ③テーマの絞込み ②調査1

9月 ④調査2・草案作成

10月
❶上旬 委員会協議 

❷下旬 協議 (正副会頭/正
副委員長/監事会議)

⑤青年部案作成 
理事会報告 ⑥親会へ提出 ＜改選＞ ⑤青年部案作成

11月

❸上旬 要望書(案)まとめ
(正副会頭・常議員会) 
❹中旬 要望書提出(市長/

議長宛)

⑦親会調整・修正 ❶意見交換 (正副会頭/委
員長/監事) ⑥親会調整・修正

12月 ❷12/25までに委員会で
要望事項を協議

⑦理事会報告 
親会へ提出

1月
新年度予算案作成

❸中旬 要望書(案)まとめ
（正副会頭会議） 

❹中旬 要望書提出(市長/
議長宛)

2月 青年部案発表会 
(来賓、メディア)

3月 新年度予算案 
議会承認

魂動委員会作成
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1-3. 政策提言勉強会 

最初の事業にあたる政策提言勉強会は令和元年 5 月 29 日(水)にパノラマレストラン光彩にて開催された。

講師として富山商工会議所青年部3)（以下「富山 YEG」とする）より大森宏樹氏、西洋二氏の両名をお招きし、

以下の点について発表いただいた。当日の参加者数は 16名であった。冒頭、魂動委員会より親会における近

年の政策提言活動についての状況についてのレポートを報告した。 

つづいて、大森氏からは日本商工会議所青年部（以下「日本 YEG」とする）や富山 YEG において政策提言活

動を取組むようになった経緯やその意義について、西氏からは富山 YEG における提言活動の進め方など、よ

り実践的な方法論についての説明が行われた。いずれも滑川 YEG 会員にとっては初見となる内容ばかりだっ

たが、富山 YEG の提言活動の歴史を知るとともに、本会においても想定される課題を把握することができた。 

 

図 2 集合写真 

中央左が西氏、中央右が大森氏 

 

  

図 3 報道記事 北日本新聞 R2.5.31 掲載 

  

                              
3) 富山 YEG は平成 22 年度より政策提言活動を実施している。 
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1-4. 魂動塾 

第二の事業にあたる「魂動塾」は地域志士交流委員会（西山剛委員長）と合同

で、令和元年 6 月 16 日(日)にパノラマレストラン光彩にて開催された。魂動委

員会は第一部のワークショップ「魂動塾」を担当し、地域志士交流委員会は第二

部の交流会「あいえんきえん」を企画した。参加対象は滑川市若手職員、一般社

団法人滑川青年会議所（以下、「滑川青年会議所」とする）会員、そして本会会

員である。この３団体はいずれもまちづくりに関与する組織である。 

魂動塾の目的は、テーブルディスカッションをとおして、それぞれの組織、も

しくはメンバーが抱く地域的課題を共有し、その解決策を組織の垣根を越えて考

えることにある。当日の進め方等については日本 YEGが推進する「故郷の新しい

風会議」4)を参考にしており、滑川版「風会議」となることも企図している。市役

所からは 14名、滑川青年会議所からは 11名、本会からは 15名の参加があった。 

参加者は Aから Fまでの 6テーブルに分かれた。それぞれ 3団体の混成チーム

である。魂動委員会で以下の４つのテーマを設定し、各チームが 1 つ選び、ディスカッションをとおしてテ

ーブルごとのアイディアをまとめ発表するという形式で進めた。 

 

1) 人口を維持するためしくみ・制度・アイディア 

2) 商業施設の発展 

3) 滑川市の活性化：「7億円あったら何作る？」 

4) 市民が政治参加・行政協働するための仕組みづくり 

 

各テーブルに作成された発表用紙の記録を次にまとめる。発表後に参加者による投票を実施したところ、

Aチームの「呑み人口の増加が滑川の夜を輝かせる」が最多票を集めた。 

                              
4) 国を良くしようと考える若手国家公務員との情報交換の場として、日本商工会議所青年部が開催する会議。同青年部は、各都市の

商工会議所青年部においても市職員との情報交換の場を設けるために「風会議」を開催することを推奨している。 

図 4 報道記事 北日本新聞

R1.6.17 朝刊 
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図 5 発表用紙一覧 

A
.jp
g

D
.jp
g

B
.jp
g

E
.jp
g

C
.jp
g

F.
jp
g
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1-5. 政策提言 WG の開催と青年部案の取りまとめ 

本年度は、「政策提言全体会議」と「政策提言ワーキンググループ（WG）」の 2 つの会議を中心に案の取

りまとめを行うことにした。政策提言全体会議は滑川 YEG 全会員のアイディア集約し、全体方針を決定する

会議であり、WG はそのための調査や素案の作成を担当する。この 2つの会議を交互に開催し、ボトムアップ

式にアイディアを集約していく方針が決定した。各会議の開催記録を以下にまとめる。 

 

表 1 青年部案作成の過程 

開催日 種類 要   点 

9 月 2 日 WG 会員向けアンケートを配布し、アイディアを公募 

9 月 18 日 全体会議 アンケート結果を発表し、ブレインストーミングを実施 

9 月 21 日 WG 9.18 会議の内容を元に 3 つの素案作成（大テーマ案） 

10 月 3 日 WG 市役所調査 各素案にかんする質問を作成し、ヒアリングを実施 

10 月 10 日 WG 親会へ相談に伺う 進め方についての指南をいただく 

10 月 18 日 全体会議 市役所調査の結果をふまえ、3 つの素案を発表 １案に絞り込む 

10 月 29 日 WG 絞り込んだ 1 案の草案（文章）を作成 

11 月 20 日 全体会議 草案を発表し意見を求める 

12 月 6 日 WG 親会へ相談に伺う 草案についての事前確認 

12 月 13 日 WG 草案の校正 最終案を決定 

12 月 19 日 理事会 最終案を発表 

12 月 20 日 WG 最終案を親会に提出 

 

9 月 21 日の WGにてまとめられた 3つの素案は以下の通りである。 

 

表 2 3 つの素案 

大テーマ 1. 海の公園の整備 2. コミュニティバスの再編 3. 新規店舗・飲食店の開業支援 

分類 観光 交通 商業発展 

集約した 

アイディア 

・海をテーマとした教育施設（自然

公園 山の東福寺にたいして、） 

・海浜公園の再整備：トイレ、シャ

ワー、管理 

・利用方法：キャンプ、スキューバ

ーダイビング、 

・海を中心としたフェス（バンドマ

ン） 

・日本海バンジー 

・コミュニティバスの見直し：運行

ルート、時間、車両（小型化）、民営

化など 

・タクシーを使ったバス運行 

・週末はナイトバスを運営 

・サービス業の強化（市内消費向上

させるポイントシステムの整備） 

・市民が喜ぶ商業のあり方 

・スポーツする場所の整備（宿泊・

飲食） 

・新規開業者への助成金の拡充

（TIF 制度） 

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ型の飲食店（屋台村、

年齢制限＋助成制度） cf.となみ人

情屋台村 

・中滑川界隈の活性化 

 

この素案を元に議論を重ねたところ、１案にしぼりこみ、残る２案については次年度以降にて継続協議し

てはどうかとの発案があった。そこで、本年度は「1.海の公園の整備」に焦点をあて、青年部案の詳細を議

論することになった。 
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1-6. 市への提出と回答 

最終的に青年部案は「海をテーマとした体験型パークの整備について」というテーマに決定し、12 月 20

日、親会に提出した。この案は滑川商工会議所「令和 2 年度行政施策要望」に取りまとめられ、その要望は

令和 2年 1月 14 日（火）に滑川市に提出された。なお、青年部案については第３章において詳述する。 

2 月 18 日(火)、滑川市から要望書にたいする回答・検討結果の報告があっ

た。青年部案については以下の回答を得ている。 

 

 

 

1-7. 小結 

以上の経緯をたどり、本年は青年部案を提出することができた。わずか 1項

目ではあるが、4 月時点においてノウハウが全くなかった本会にとっては大き

な躍進と言える。政策提言勉強会で得た知見や魂動塾で築き上げた滑川市若手

職員・JCの方々とのネットワークが大きく寄与したことは疑う余地がない。と

りわけ WGは幾度も市役所に足を運び、多くの情報提供をいただいた。 

改選年度のため、提出スケジュールが例年に比べて遅かったことも本会にと

っては幸いした。WG と全体会議という 2 つの会議を相互に開催することで案

をまとめたため、当初計画よりも時間を要した。通常年度は、改選年度よりもタイトなスケジュールの中で

青年部案を作成しなければならない。この点については来年度以降の政策提言担当委員会の課題となるだろ

う。 

  

図 7 滑川市からの回答（青年部案部分のみ抜粋） 

図 6 掲載記事 北日本新聞

R2.1.15 

図 8 掲載記事 北日本新聞 

R2.2.19 
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第２部 

第２章 現状分析 

前章では、本会が政策提言案「海をテーマとした体験型パークの整備について」にたどり着いた経緯を説

明した。本章では、WGの調査結果を中心に、海の公園の整備に焦点をあてた背景をとりあげる。 

2-1. 滑川市における公園の整備状況 

現在、滑川市には大小あわせて 32 箇所の公園が設置されている5)。そのうち、都市計画公園として整備さ

れているものは 11 箇所ある。合計 35.25ha が計画決定されており、うち 27.22ha が開設済である6)。都市計

画公園の概要を下記にまとめる。 

 

表 3 滑川の都市公園(R2.2 月現在) 

種別 番号 公園名 位置 
計画決定 

面積(ha) 

開設済 

面積(ha) 
管理・運営 

街区公園 

2.2.1 坪川１号公園 坪川ほか 0.30  0.30  滑川市公園緑地課 

2.2.2 駅前１号公園 中川原 0.41  0.41  滑川市公園緑地課 

2.2.3 駅前２号公園 中川原 0.20  0.20  滑川市公園緑地課 

2.2.4 駅前３号公園 常盤町 0.20  0.20  滑川市公園緑地課 

2.2.5 駅前５号公園 中川原 0.24  0.24  滑川市公園緑地課 

2.2.6 上小泉４号公園 上小泉 0.20  0.20  滑川市公園緑地課 

近隣公園 
3.4.1 行田公園 上小泉ほか 6.6  6.6  滑川市公園緑地課 

3.3.2 駅前中央公園 吾妻町 1.1  1.1  滑川市公園緑地課 

総合公園 5.4.1 
滑川市スポーツ・健康の

森公園 
柳原ほか 5.6  1.77  公財)滑川市体育協会 

運動公園 6.5.1 滑川運動公園 堀江ほか 15.3  11.1  公財)滑川市体育協会 

特殊公園 8.4.2 滑川海浜公園 高塚ほか 5.1  5.1  滑川市公園緑地課 

合計 35.25 27.27  

 

これら都市公園のうち、規模がおおきいものはある行田公園、駅前中央公園、滑川市スポーツ・健康の森

公園、滑川運動公園、滑川海浜公園の５箇所である。また、都市計画区域外であるが東福寺野自然公園7)もま

た主要公園のひとつとして取り上げることができる。 

上記の表からは滑川において 35.25ha の都市公園の整備計画があることがわかる。市民 1 人当たりの面積

を算出すれば約 10.6m2/人となる。ちなみに県平均は 15.4m2/人、国平均は 10.5m2/人であるため8)、滑川市

の公園設置規模は全国平均程度であるが県平均は下回っている。 

                              
5) 滑川市ホームページ：https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/19/5/1/741.html (2020.2.17) 

6) 滑川市ホームページ：https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/5/14/2001.html (2020.2.17) 

7) 管理は一般財団法人 滑川市文化・スポーツ振興財団 

8)  H29 年度 国交相統計 https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/pdf/04_h29.pdf (2020.2.17)。なお滑川市の

人口は 33,000 人として算出した。 
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滑川の公園設置状況として特筆すべき事項は、自然公園、運動公園の多さではなかろうか。行田公園は市

街地において原生の自然環境を残す憩いのスポットであり、東福寺の自然公園は山の自然を体感する公園と

して自然教育にも寄与している。また、滑川運動公園、スポーツ・健康の森公園など、市民の体力作りの向

上に寄与する公園もある。とりわけスポーツ・健康の森公園ではウォーキングやランギングなど、市民の日

常的な健康づくりの場として重要である。 

しかし、滑川の重要な自然資源である海の公園の設置状況はどうであろうか。高塚の海浜公園は数少ない

「海の公園」であるが、水洗トイレが設置されておらず、また駐車場も未舗装であり、市民に積極的に利用

されている公園ではない。 

  

図 9 海浜公園の現状  

左の写真；奥にバーベキューを行える東屋が設置されているが利用は少ない 

右の写真：公共発生残土を利用して立山連峰と富山湾を眺める築山を整備する計画がある 

2-2. 滑川と海 1 ホタルイカミュージアム周辺 

ホタルイカの街・滑川の観光業の中核を形成するのは「ほたるいかミュージアム」、「ウェーブパークエ

リア」周辺である。ホタルイカシーズンには、県内外から多数の観光客が訪れ、観光拠点として利用されて

いる9。また、ホタルイカをはじめとする海洋生物の生態を学ぶための拠点であり、地域の児童の地域学習の

場としても活用されている。 

  
図 10 ほたるいかミュージアム周辺 ホタルイカシーズンには多数の観光客が来訪する サイクリング客も多い 

                              
9) 年間 6 万人前後の来場者数があるが、その３分の２程度がホタルイカシーズンに集中しており、閑散期の対策には課題を残す。

https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/jokyo/toyama/16206/2018-0315-1954-1809.html (R2.3.16) 
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2-3. 滑川と海 2 海岸線 

  

図 11 滑川の海岸線の現状 

左の写真：海浜公園付近 緩傾斜堤防と離岸堤。サイクリングロードがあるが人数は少ない。ところどころ砂利浜が残る。 

右の写真；和田の浜界隈 手前側は緩傾斜堤防であるが、奥の市街地部分では直立堤に隣接して消波ブロックが設置 

ところどころある砂利浜には、わずかながら市民が集う 

 

はじめに上記の２つの写真を見ていただきたい。いずれも滑川を代表する海岸線の一部であるが、市民が

海に触れることができる場所がほとんどないことがわかる。その大きな理由は、ほぼ全域が高波(寄り回り波)

の常襲地として指定されている10)ため、重厚な防波堤が設置されているからではないだろうか。滑川にある

防波堤は大きく２種類に大別される。 

前者は 1960 年代から 70 年代にかけて整備された直立堤と、それに隣接するように設置された消波ブロッ

ク、および離岸堤から構成される三層構造の海岸線である11)。堤防の高さは海面から 4.3〜6.8m12)であり、ま

た地表面からみても 2m以上の高さがあるため、地盤面から海岸線を見渡すことはできない。また、直立堤と

消波ブロックにより、海に人を寄せ付けない構造となっている。

消波ブロックの合間にはプラスチック片や発泡スチロールなどの

廃棄物が打ち上げられているが、安全上、清掃することはできず、

環境保全の観点からも好ましい状況とはいえない。 

後者は 1980 年代以降に整備された、緩傾斜堤防と離岸堤の二

層から構成される護岸である。ほたるいかミュージアム付近（和

田の浜界隈）、および漁港以東の地区で整備されている。高さは

海面から 5.5mと前者にくらべ高めの設計13)になっているが、段丘

上になっているため海との心象的距離は近い。住民が散歩を楽し

む光景もよく目にすることができる。富山県は緩傾斜堤防につい

て、人工リーフおよび養浜と合わせて整備することで、「面的防

                              
10) 富山県海岸保全基本計画 H15 策定、H28 一部改定 http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00001315/01091146.pdf (R2.3.16) 

11) 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1 (R2.3.22) 

12) 滑川市ホームページ https://www.city.namerikawa.toyama.jp/material/files/group/5/tsunami1.pdf (R2.3.22) 

13) 同上 

図 12 富山県海岸保全基本計画より 
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護」を実現し、「自然海岸の復元」を試みているが14)、滑川の海岸線においては、人工リーフが未整備のため

か、砂・砂利による浜辺が回復している箇所は限定的である。緩傾斜堤防による浜辺は、波打ち際に藻・海

藻が繁殖しているため滑りやすく、市民が安全に海を触れることはできない。 

これら２種類の堤防は本質的には異なる性質のものではあるが、総じて市民が容易に海に接することがで

きる環境がつくられていないのが現状といえる。 

2-4. 滑川と海 3 アウトドア 

近ごろ滑川の海岸エリアで脚光を浴びているのが、スキューバーダイビングである。国内でも有数の、24

時間楽しめるダイビングスポットとして、年間約 2,600 人のダイビング客が滑川に訪れている。しかしなが

ら、シャワールームや駐車スペース等が整備されていない。 

また、サイクリング客もよく見かけるようになった。富山湾岸サイクリング

ロードを中心に、近年はサイクリングイベントが多数開催されており、一部は

そのエリアに滑川市も含まれている。正確な集計はないが、これらイベント等

を中心に、年間約 2,000 人程度のサイクリング客が通過しているという推計も

ある。 

一方、海岸におけるキャンプやバーベキューなどのアウトドア利用は低調で

ある。まず、キャンプに関していえば、近年、全国的にキャンプ客は増加傾向にあるようだ15)。しかし、滑川

の公園の中でキャンプに対応した施設はなく16、キャンプ愛好家は市外に行く傾向がある。 

次にバーベキューについて、海浜公園にて利用して良いことになっているが、トイレが水洗式でないなど

のネガティブ要因もあり、利用客は年間 25組程度にとどまっている。 

このように滑川には、近年のアウトドア人気に対応する 

上記２点を目的に滑川に訪れる観光需要は増加傾向にあるが、さらなる観光需要を掘り起こすための拠点

は目立って整備されていない。 

2-5. 市民の声（アンケート結果） 

海にかんする市民の意識を把握するため、インターネット上でアンケートを実施した。2020 年 2 月から 3

月にかけて集計し、合計 21名からの回答を得た。質問項目、および得た回答結果は以下の通りである。 

 

表 4 アンケート項目一覧 

質問項目 選択肢 

                              
14) 参 照 ： 「 富 山 県 海 岸 保 全 基 本 計 画 」 、 H15.5 作 成 (H28.8 一 部 変 更 改 )  

http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00001315/01091147.pdf (R2.3.22) 

15) 一社)日本オートキャンプ協会調べ http://www.autocamp.or.jp/uploads/2012/03/70617241603d6cfc4d811e67c10ae7db.pdf 

(R2.3.16) 

16) 正確いえば、滑川の公園等においてキャンプは禁止されていないため、利用者が勝手にキャンプを行っても良い。しかし、実情と

して適した環境が整備されておらず、キャンプ利用する者はほとんどいない。 

図 13 サイクリングイベント 

北日本新聞 2018.10.13 
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年齢を教えてください 10 代／20 代／30 代／40 代／50 代／60 代以上 

性別を教えてください 男／女／その他 

お住まいを教えて下さい 滑川市／富山市／魚津市／その他 

職業を教えてください 会社員／学生／公務員／自営業／アルバイト／主婦／その他  

質問 1 あなたは海で何をしたいですか？ 

複数可 

海水浴／バーベキュー／キャンプ／サーフィン／スキューバーダイビング／釣

り／サイクリング／日焼け／交流／その他: 

質問 2 どこの海によく行きますか？ 

複数可 

雨晴／島尾海岸／岩瀬浜／八重津浜／浜黒崎／高月（滑川）／和田の浜（滑川）

／滑川漁港／魚津漁港／石田浜／ひすい海岸／その他 

質問 3 あたなは海に何を求めますか？ 

複数可 

母性／生命／情熱／欲望／癒し・安らぎ／静寂／破滅 

永遠性／貿易・商売／食／その他 

質問 4 「海」ときいてイメージするものは？ 

複数可 

龍宮まつり／富山湾越しに見る立山連峰／食（魚介類）／水族館／景色（夕陽）

／青春・恋愛／生命の源（亀の産卵含む）／航海・クルージング（タイタニック）

／冒険（ワンピース、パイレーツ・オブ・カリビアン）／浦島太郎／花火大会／

サザンオールスターズ／TUBE／夏休み／その他 

 

 

質問１の結果からは、バーベキューについては多くの市民が関心を抱いていることがわかる。海水浴、キ

ャンプ、釣り、スキューバーダイビングについての関心も一定数ある。 

 

 

質問２の結果からは、漁港、和田の浜界隈の利用率が高いことがわかる。 
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質問３の結果からは、「癒し」や「安らぎ」といった安息感が求められていることがわかる。 

 

 

質問４の結果からは、海にかんするイメージは多種多様であることがわかる。 

以上のアンケートをまとめれば、海にたいする意識は一様ではなく、さまざま多様性があることがわかっ

た。とりわけ顕著なのは質問１でのバーベキューの関心の高さ、また質問３での安息感を求めている人の多

さではなかろうか。 
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2-6. 小結 

本章で取り上げた滑川の「海」をめぐる現状と問題点について、次の周辺地図に落とし込み、総括をここ

ろみたい。 

 

 
図 14 海岸地区の現状（委員会作成） 

 

上記のとおり、滑川は多様な海の活動の可能性を秘めている。観光面においては、ほたるいかミュージア

ムを中心とした漁港西側がその拠点になっている。3月から 5月にかけては市外・県外からの観光客も多く、

賑わいをみせる。しかしながら、滑川全体と海との関係性に目を向けてみれば、街と海を分断するいくつか

の要因が重なり、豊かな資源を有効活用できているとはいえない。ここで本章をとおしてわかってきた要因

を整理したい。 

要因１ 街と海との物理的分断 

旧町部に設けられている直立堤は視覚的・心理的な距離感を増幅し、市民の日常生活の中で「海が近くに

ある」ことが知覚しづらい状況を生み出している。その距離感は緩傾斜堤防では解消されてはいるが、直立

堤、緩傾斜堤防のいずれにおいても、市民が「海に触れる場所」はほとんどない。そのため海岸エリアで海

水浴やキャンプ、バーベキューといったアウトドア活動を行われていない。 
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要因２ 多様化する海の活動にたいする拠点の未整備 

近年、活発になってきているのは、スキューバーダイビングやサイクリングといった、新しいスタイルの

アウトドアである。そのために一定数の観光客が滑川を訪れるが、これらの観光客向けの施設や拠点が整備

されておらず、滞在型の観光には発展していない。 

要因３ 漁港以東エリアの利用率の低さ 

漁港およびその東側にある防砂林（県）によって空間的分断が生じており、ほたるいかミュージアム周辺

エリアでの賑わいが東側へと波及しにくい状況がある。防砂林の西側には芝生広場やバーベキュー場を有す

る海浜公園、およびところどころ浜辺を残す緩傾斜堤防など、海の活動を活性化させる可能性のある場所が

あるが、利用率は芳しくはない。東側地区の有効活用には漁港・防砂林による空間的分断の解消が必要であ

ると考えられる。 

 

上記の３つの要因を解決し、海岸エリアの活性化を行う整備手法案について次章で考えたい。  
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３章 提言 海をテーマとした体験型パークの整備について 

3-1. 青年部案 

２章で取上げた状況および問題点にたいし、本会では下記の政策提言案を作成した。 

 

テーマ 海をテーマとした体験型パークの整備について 

提言文 2014 年、富山湾は「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟しました。本市には山やスポ

ーツ、清流をテーマとした自然公園・運動公園は充実していますが、重要な観光資源で

もある「海」をテーマとした公園は目立って整備されていません。近年、湾岸サイクリン

グやスキューバーダイビングを目的とした観光客は増えている中で、その需要を受け入

れる施設が整備されておらず、観光客は本市を通過する傾向にあります。 

新しい観光需要の創出の為には、これらの観光客が利用しやすい施設の整備が必要で

す。海浜公園・漁港エリアにダイビングやサイクリング、キャンプなどの観光客・利用者

が滞在できるように、シャワー室や更衣室、水洗トイレ、案内所、展望台、管理棟、およ

びキャンピングヤード等を新設すれば、滞在型の観光スポットを実現することができま

す。 

同時に、ここでは子供達が海について学び、知り、体験することができるため、郷土愛

の醸成にもつながります。観光振興と自然教育の観点から海をテーマとした体験型パー

クの整備についてのご尽力をお願い致します。 

 

 

この青年部案は、滑川商工会議所の「令和 2 年度行政施策要望」にまとめられ、滑川市に提出された。市

からの回答については１章にて取り上げたので参照いただきたい。 

次節以降はワーキンググループが作成した具体的な提案イメージについて紹介したい。整備対象としてい

るのは、海浜公園・漁港エリアである。この提案は本会の政策提言全体会議で表明されたアイディアにもと

づいている。 

 
図 15 海浜公園の現状 公共工事発生残土を有効利用し築山を造成している 
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3-2. 全体構想 

前節でとりあげた青年部案に具現性を持たせるため、政策提言ワーキンググループを中心にプランを作成

した。本節ではそのプランについて紹介する。 

 

 
図 16 整備エリアと全体ビジョン（委員会作成） 

 

2 章で示したとおり、提案の対象地となる海浜公園・漁港エリアは、現在、利用頻度の少ないエリアである。

近隣にはサイクリングロード、ダイビングスポットが位置しているため、新しい観光需要を発掘するには適

した地域といえる。まず、この計画においては、シャワー施設やサイクルスポットなどサイクリング・ダイ

ビング客向けの拠点施設の整備が重要課題となる。 

次なる計画の要点は人口ビーチの新設である。前章のアンケート結果からはバーベキュー、キャンプ、海

水浴といった海浜でのアクティビティについてはニーズが高いことがわかる。現状として、海浜公園にはバ

ーベキュースペース設けられてはいるが、浜辺から遠いこと、あるいはトイレが水洗式ではないこと等によ

り利用状況は芳しくはない。そこで人口ビーチの整備にあわせてトイレやシャワー施設を含む、管理施設を

設けることで、バーベキューのみならず、海水浴客らやキャンプ客らが利用しやすい環境をつくることがで

きる。さらには、「海水浴の後に夕日を見ながらバーベキュー」、「キャンプをしながら海水浴を楽しむ」

といった複合的利用目的にも対応できるため、より多様なニーズの受け皿になることができるだろう。 

3つ目の要点はあたらしい視点場の形成である。現在、海浜公園では、公共発生残土を有効利用し、立山連

邦と日本海を一望できる築山（丘）の造成計画を進めている。近年、このようなパノラマビューを楽しむ視

点場を活用した観光スポットが整備されている（近場の代表例として「道の駅雨晴」、「Hakuba Mountain 

Harbor」など）。とりわけ Instagram や Twitter 代表されるような SNS での「写真映え」するスポットは
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国内外問わず多くの観光客を集める。立山連峰、富山湾に沈む夕日、ホタルイカの身投げを眺めることがで

きる海浜公園は、視点場として恵まれた立地にあり、富山湾を代表する「写真映え」するスポットになる可

能性を秘めているのではないだろうか。 

      

図 17 視点場を核にした観光スポットの事例 

左：道の駅 雨晴（高岡市）   右：Hakuba Mountain Harbor (白馬村) いずれも公式 website より 

 

前述のとおり、海浜公園周辺は市街地・ほたるいかミュージアム周辺との空間的分断がある。そこで、その

分断を解消すべく、幾つかの移動方法の提案を行いたい。 

 

①防風林の遊歩道 

空間的分断の要因のひとつに海浜公園と漁港の間にある県管轄の防風林がある。多様な植生を楽しむこと

ができる場所ではあるが、外部からの侵入が制限されており、防災以外の目的には活用されていない。その

中に遊歩道を整備すれば、森林浴を楽しむ場所をつくることができ、市民の＜憩いのスポット＞になるだろ

う。 

 

②小型回遊バス 

数名から 10名程度の移動をターゲットとした小型の移動手段も

また有効ではなかろうか（小型バス、バギーライド）。休日・休

暇限定で運行することで、漁港・ホタルイカミュージアム周辺の

観光客がエリアを自由に回遊し、様々な滞在を楽しむことができ

る。また、拠点施設とダイビングスポット間の移動手段としての

活用も効果的である。アミューズメント性の乗物を採用すれば、

児童にとっても楽しい移動体験ができるだろう。 

 

③コミュニティバス「のる my car」のルート延長 

図 18 バギーライドの例  白馬岩岳スキー

場では夏期限定で運行されている 
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現在、滑川市のコミュニティバス「のる my car」は中滑川駅・市役所・滑川駅・厚生連滑川病院を回遊し、

市内各所へと向かうようにルート設定がされている。この回遊ルートの中に海浜公園やほたるいかミュージ

アムを含めることで、山手側の住民も気軽に海浜公園・漁港エリアに訪れることができる。 

 

④新たなクルージング航路の開拓 

富山湾にはさまざまな観光拠点が点在する。観光船キラリンを有効活用し、これらの拠点を結ぶように新

たなクルージング航路を開拓することで、相乗効果の観光需要を掘り起こすことができるだろう。 

 

このように、海浜公園と交通網の整備によって、滑川に新しい中心地が形成され、街にとっても大きな効果

をもたらされるだろう。そのひとつとして第一に取り上げるべきは、滞在型観光の増加ではなかろうか。滞

在時間が増えれば宿泊や飲食など、既成の飲食業や宿泊業への経済効果が期待される。観光客が増えれば街

にも飲食店などの新規創業にもつながり、市外地活性化にも寄与するだろう。 

この整備をとおして、海岸エリアには 4 つの特色ある地域：1) 中心地区、2) 瀬羽町リノベーション地区、

3) 海産物・観光ゾーン(ほたるいかミュージアム周辺)、4) 海浜公園周辺地区が形成される。それぞれの特

色によって個々の需要が発掘され、また相互に補完し合うことで、新しい滑川の都市軸を形成することがで

きるだろう。 
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3-3. 海浜公園の整備計画案 

前節の全体ビジョンに基づき、海浜公園の想定プランを作成した。 

 

図 19 想定プラン 

 

 

階段状の建物を計画する。１階にはシャワー室やサイクルステーションなど、アウトドア向けの用途を設け

る。2Fには管理部門を設ける。堤防よりも高いため見渡しが効く。人口ビーチの監視、およびバーベキュー

広場やキャンプヤードの管理・運営を行う。RF(屋上階)はイベントスペースとし、大屋根を設ける。立山連

峰と富山湾を眺める壮大なビューを楽しむことができる。 
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図 20 イメージパース 

 

離岸堤と緩傾斜堤防をつなぎ、砂が滞留しやすい構造とすることで人口ビーチを作る。人口ビーチでは海水

浴や潮干狩りといった海を学び、遊び、楽しむといった体験ができる。 

 

現状では堤防により海岸エリアと陸地とに空間的断絶が生じている。この 2つの空間を接続するため、建物

と一体的にブリッジを設ける。ブリッジは海への眺めを楽しむことができる場所となり、また人口ビーチへ

と向かう人には高揚感を与える。 

 

自動車乗入れ型のキャンプヤード（オートキャンプ）を設ける。安全面を考慮し、堤防の陸地側に設置する。

波音や星空を楽しむ場所をつくる。バーベキュー広場は既存のスペースを拡張するように整備し、キャンプ

ヤードや海水浴場との連携を図る。 

 

立山連邦と富山湾を同時に眺める視点場をつくる。壮大な眺めの中、芝生の上でくつろぐことができる憩い

の場所をつくる。 
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3-4. まとめ・期待される効果 

海をテーマとした体験型パークの整備によって以下の効果が期待されるだろう。 

 

滞留型観光が可能となり、飲食業や宿泊業への波及効果が期待される。 

 

児童が、安全に海に触れることができる場所ができる。海の街・滑川を知り、学び、体験することができ、

郷土愛の醸成に効果がある。 

 

滑川は「ほたるいか」の街として知られてきたが、体験型活動の拠点としても PRすることができる。富山湾

がつくり出す豊かな食文化、壮大な景色、多様なアウトドア活動を楽しむことができる街としての知名度が

向上する。 
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編集後記 

青年部初となる政策提言活動を実施するにあたり、そのノウハウは無く、本年は0
ゼロ

から活動の方針を作ら

なければなりませんでした。様々な苦労もありましたが、青年部会員、もしくは親会の皆様の力添えもあり、

無事に提出するに至りました。とりわけ以下の方々に謝辞をお伝えしたいと思います。 

まず、今家会頭をはじめとする滑川商工会議所の役員の皆様、青年部に「政策提言」の機会を与えていた

だき、ありがとうございました。稚拙な提案だったかもしれませんが、本年はトライ&エラーを繰り返すこと

で前進でき、また大いに学ばせていただきました。この経験は今後の青年部にとっても大きな糧となること

と思います。また杉田専務、森元専務、吉田事務局をはじめとする事務の皆さまにも大変お世話になりまし

た。親会や市との調整の方法について的確なアドバイスをいただきました。皆様のご助言は、私たちにとっ

て大きな力となりました。 

次に、長崎商工水産課長を始めとする市役所の皆さま。ワーキンググループが行ったヒアリングにも誠実

に対応いただき、滑川市の課題についても包み隠さず提示いただきました。これらの情報は大変貴重なもの

でありました。一方、丁寧な回答いただいたにもかかわらず、本提案に含めることができなかった項目も多々

有ります。申し訳ありません。しかしながらこれらの情報については、今後の政策提言活動のヒントになり

ますので、次年度に引き継いでいきたいと考えております。 

最後に、魂動塾に参加いただいた一社）滑川青年会議所の皆さん。たくさんの方に参加いただきました。

ありがとうございます。今後も滑川の未来を創造する同志として、積極的に交流や情報交換を行い、滑川の

活性化を目指していきたいと思います。 
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