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黒部市総合振興計画審議会 第１回 第１部会（自然共生） 会議録

日 時 ： 平成２３年１１月３０日（水）１３：３０～１５：４０

場 所 ： 黒部市民会館１０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席無し）、専門委員２名（欠席１名）

幹事４名（欠席１名）、計画主任８名、事務局４名

【事務局】

定刻になりましたので、ただいまから、黒部市総合振興計画審議会第１回第１部会を開

催いたします。

それでは、初めに、部会長よりごあいさつをお願いいたします。

【部会長】

皆さん、本日は、お忙しい中、また、足元の悪い中をお集まりいただきましてありがと

うございます。

今回、第１分科会ということで、当時、第１分科会でご活躍された方も中にはおられる

というふうに思いますけれども、そういった大先輩方の中で私がどこまで部会長として務

めていけるかどうかちょっと不安なんですけれども、皆さんから助けていただいてこの会

の最後までいきたいと思っておりますのでどうか宜しくお願い致します。

さて、前回、全体会から１カ月ぐらいたちまして、市のほうでは、それぞれ今の事業実

施の状況の確認ですとか、主な指標の達成状況とか、そういったことを順次、準備されて

いるというふうに聞いておりますけれども、私どもの部会からたたき台となるようなもの

を出していきたいと思っております。昨日も、こちらの市民会館でありましたけれども、

この振興計画をテーマにしたタウンミーティングも開催されておりまして、市民の皆さん

のご関心も徐々に高まってきているのかなというふうに思っております。

是非ともですね、私たちも、こういった与えられた機会ですから、ぜひとも後世に残る

もの、黒部市のこの自然が一番、黒部の評価が高いと、タウンミーティングのアンケート

に出ていましたけれども、非常に皆さん、関心の高い分科会のほうで活発な意見を出して

いただいて、実りある議論にできればと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いい
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たします。

【事務局】

どうもありがとうございました。

それでは、早速報告事項から入っていくわけでありますが、本日は、報告事項３点、協

議事項が１点、その他で２点、ということで進めさせていただくわけでありますが、終了

時間を、３時半ぐらいを目途として進めさせていただきたいと思います。

報告事項をこの後させていただくわけですが、報告事項で大体３０分、今からですと２

時近くになるかと思います。その後、協議事項のほうで１時間弱ご協議いただきまして、

その他、所属部会以外に対する意見等々をいただきながら、終了時間を１５時半というふ

うに進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、早速議事に入りたいと思いますが、審議会条例の定めによりまして、部会長

が会の運営に当たることになっておりますので、これから後の進行を部会長さんにお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【部会長】

それでは、私のほうで進行役を務めさせていただきたいと思います。申しわけございま

せんけど、座って進行役をさせていただきたいと思います。

まずは、今、事務局のほうからもございましたけれども、現況と課題、施策の内容等に

ついて、事前に皆さんのところにも配付されている資料があるかと思いますけれども、そ

ちらについて、報告事項の説明、社会情勢の変化などをもとに皆さんのほうの視点から意

見、ふだん感じられていることをいただければというふうに思います。

それでは、お手元の議事次第のほうの一番上の報告事項のほうからいきたいと思います。

報告事項については、事務局のほうからご説明をお願いしたいと思います。

（ 説 明 ）

【部会長】

どうもありがとうございました。

それでは、今、３件の報告をいただきましたけれども、報告事項について何か、皆さん
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のご質問なり、補足の説明が必要な方とか、ありますでしょうか。よろしいでしょうか。

かなり量も多かったので、とりあえず協議事項もたくさんございますので、また見てあり

ましたら言っていただければと思います。

それでは、協議事項に入っていきたいと思います。協議事項に入る前に、再度、事務局

のほうからご説明をお願いできればと思います。

【事務局】

それでは、本日の協議事項について簡単にご説明させていただきたいと思います。

皆様にお配りしました、このカラー版の冊子の黒部市総合振興計画を開いていただきた

いと思いますが、まず最初、開いていただきまして、当時、策定したときの市長のあいさ

つと写真がございまして、その次に目次が３ページにわたっております。

その目次の次の右側に、第１部、総論ということで、この策定に当たっての序論であり

ますとか、黒部市の概況、時代の潮流、住民意向動向、黒部市の課題といったことで取り

まとめしております。総論の部分が１９ページまで続いているわけでございます。

その１９ページをめくっていただきまして、次に、右のほうに、第２部、基本構想がご

ざいます。この基本構想ですが、第１回の審議会でもご説明させていただきましたが、平

成１９年９月に議会の議決を得まして、平成２９年度までの計画でございます。これにつ

きましては議決を得ているということもございまして、今回の後期基本計画策定の見直し

についての対象ではございません。

それで、この基本構想が４９ページまで続いております。次に１枚めくっていただきま

すと、右手のほうに、緑の中に白字で、第３部、前期基本計画と書いてあるわけです。こ

このページからが前期基本計画になっておりまして、この部分を今年、来年にかけて見直

していくことになります。

そこで、当部会といたしましては、６つの柱のうちの第１章に当たる「自然と共生し水

と緑の文化を創造するまちづくり」ということで、５２ページを見ていただきたいと思い

ますが、前期基本計画の構成は、６つのまちづくり方針の柱に沿って、その政策の実現の

ために３９の施策で構成しています。それぞれには、現況と課題、市民の声、課題の整理、

施策の展開方針、施策の内容等々が記載されているわけですが、これらについて今回見直

しを行っていくことになるわけでございます。

そこで、５２ページの次にあります第１章のところが、当部会で見直す部分であります。
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施策区分としては、「１－１ 自然環境の保全」から「１－５ 自然エネルギーの利活用」

まで５つの施策に分かれておりまして、それぞれにあります現況と課題、市民の声、そう

いったものの見直しをしていくという作業を今後行っていくことになります。

１枚めくっていただきまして、５４ページから、順次現況と課題ですとか、市民の声、

などについて、本来ですと、素案を私どものほうで作って、皆さんから、それに対してご

意見等をいただくという方法もございますが、今回につきましては、直接この中の現況と

課題、市民の声、課題の整理等についてごらんになっていただいて、策定した当時の状況

が記載されていますが、これまでに、社会情勢の変化ですとか、また、皆様方の各分野で

の精通された意見等々をさらに書き加えていただくとか、見直していただくという作業を、

本日、行っていくということになりますので、ページを順に追って皆様方からのご意見を

いただきたいと思います。

中には、現況と課題には、当時から大分変わっている部分も皆さん、感じているところ

もあるかと思います。そういった点で見直しの要素的なものをご提案いただければ、私ど

ものほうで、また追加等、文言として直していきたいと思いますので、ご意見をいただけ

ればというふうに思っております。

以上です。

【部会長】

ありがとうございます。

今、進め方についてお話がありましたけれども、たたき台をつくる前段の皆さんの意見

ということで、今日は計画主任の市の担当の方が皆さん来られていますので、それぞれ委

員の皆さんの率直な意見をいただければ、次回にはきちっとしたものが、仕上がってくる

と思いますので、率直なご意見をいただければというふうに思っております。

こちらが本日の主題になりますので、一応、５項目ございまして、順に１―１から１―

２ということで、１項目、大体１０分ちょっとぐらいずつかけて進めていければというふ

うに思っております。終わってから、また補足があれば戻ったりしたいと思いますけれど

も、とりあえず、資料でいきますと、５４ページの自然環境の保全というところで、現況

と課題、施策の展開方針ですとか、そういったこと、当時から社会情勢等が変わっており

ます。そういったものを含めてご意見を賜ればというふうに思います。ご意見がある方は。

ないようでしたら当てていきますけれども、できれば、挙手いただいてご発言いただけれ



-5-

ばというふうに思います。よろしくお願いいたします。

【Ｂ委員】

５４ページの環境にやさしいまちづくりで、ここのところで具体的な質問ですけれども、

環境にやさしいまちづくりの中の「地下水の持続的利用のための節水」と。これと、「工

場排水の再利用」のところ、「水資源の保全活動を推進する」と、こういうふうに書いて

ありますが、これは具体的にはどういう形でやるんですか。具体的な方策を聞かせていた

だきたいと思うんですけれども。

【事務局】

まず、節水ということですけれども、平成１９年に、生地地区のほうで、地下水の節水

の啓発ということで、各家庭に対して、普通は地下水がどんどん出ているわけなんですけ

れども、それのバルブ調整ということで試行的に実験をさせていただいて、その結果につ

いて公表しているところです。それから、そのバルブの節水について、生地、村椿、それ

から石田地区のほうになろうかと思うんですけれども、そういった節水の啓発を現在進め

ているところです。

工場排水の再利用につきましては、地下水の対策協議会というそういう協議会がござい

まして、その中で、工場排水の利用の仕方、保全の仕方について、今、協議等を行ってい

るということであります。

【部会長】

よろしいでしょうか、今の回答で。

【Ｄ委員】

２番目の公害監視強化のところで、大気汚染とありますが、この中に放射能も入ってい

るんでしょうか。

【部会長】

当時はなかったと思いますけれども、何かそのあたり。



-6-

【事務局】

一応、放射能といいますか、放射能の観測所といいますのは、今、黒部市内にはそうい

う観測所がないわけですけれども、今現在、県でもっておられます入善土木事務所という、

入善のほうにあるわけですけれども、そこで、今、黒部、朝日、入善ですか、そういった

ところの放射能に対しての観測を行っているところであります。

それとあわせて、市のほうでも測定器がございます。そういう測定につきましては、各

公共の施設等を監視しているということであります。県の放射線のほうのデータにつきま

しては、ホームページ等でごらんになっていただけるかと、このように考えてございます。

【部会長】

この中には、とりあえず今のところはなかったということですね 。

【事務局】

はい。

【部会長】

見直しの中には、またそういうものも入ってくるのかなと思っています。

ほかに個別のそれぞれの文面でもいいですし、新たにこういったものが要るんじゃない

かというお話でも構いませんし。

【Ｈ委員】

いろいろ資料いただきまして、環境、あるいは自然という物の考え方ですね。ちょっと

お聞きしたいんですけれども、確かに黒部市は、山あり、谷あり、川あり、水ありと、非

常に自然が確かに豊かなんです。このようにですね。アルプスがあって、日本海がある。

そういった中に、一方は、平野部を見渡すと、ほんとうに環境、要するに、私は土地改良

区なんですけれども、自分の事を言ったら、まあなんですけども、平坦地が舗装整備され

てしまっているんですね。そういった中に、河川、小河川、ほとんどコンクリートだと。

水辺が、確かに黒部市は、水辺というとらえ方の中で、いろんな工事をしておられますが、

そういった全体をトータルして、水辺というものの考え方を自然の中でどう位置づけられ

ておられるか、ちょっとお聞きしたいんですけど。
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それが水辺の環境保全という中で、関わってくるんじゃないかと。コンクリートとか、

確かに、自然の中の豊かさもありますけども、むしろ我々が生活している平坦地での自然

の豊かさをどうしていくかということをもう少し考える余地があるんじゃないかというふ

うなことで、実は私としては、皆さんのご意見も拝聴しながら、私もそういうふうに、つ

くづく思うことがありますので、ちょっとその辺、整備の仕方をどう考えていくかという

ことをお聞かせ願えればありがたいんですけど。

【部会長】

資料のほうには、全体の大きな自然に、平坦地が含まれているということになるのでし

ょうか。平坦地の自然というか。どちらのほうのご担当でしょうか。

【事務局】

水辺、特に平坦地における水辺の環境ということで、これはちょっと参考になるかどう

かわかりませんが、いわゆるそういう環境、例えば三方コンクリートとかそういうような

ことで、環境が少しずつ変わってきているものを何とかしなくてはいけないという部分を、

まず教育のところから認識を深めてもらって、子供たちにそういう認識を深めてもらうた

めの取り組みとしては、例えば、ビオトープを小学校の中に設けまして教育に使うであり

ますとか、吉田科学館の吉田川の付近での水との親水の場をつくって、そこで地域のイベ

ントも行われておりますけれども、そういうようなことはあろうかと思います。

また、水のフェスティバルとか民間団体の活動の中で、黒部川の河川敷を使った、水に

親しみ、水から学ぶ、というような、そういう啓蒙活動、そういったようなものを含めて

認識を深めていただくようなことは、市、民間ともどもやっておるようなものはあるとい

うことであります。これは参考になるかどうか分かりませんが。

【事務局】

今、Ｈ委員のほうから、１つは三方コンクリートということで水辺がなくなってきたと。

これは、ある意味では、黒部の場合は農業用排水路が１,００３キロあるわけですけれども、

ほとんど三方コンクリートでやってきたということです。そういう中で、水辺がなくなっ

たということもありますし、それが１つの地下水に対する影響も完全に出てきているとい

う状況にあります。
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今は、１つは、陸地のほうで、飯沢、栃沢のほうで基盤整備事業があります。そうした

今の基盤整備事業でも、生息動植物に配慮した水路改修というものを進めようということ

でありまして、ある意味では、日本全体が、この辺の立ちおくれというのを指摘されてい

るわけでありますけれども、そうした環境に配慮した用排水路についてもこれから工事を

進めていきたいということであります。

【部会長】

どうもありがとうございました。

ほかに。要は、こういう内容も入れてほしいとか、当然、ここはどうなんだというのも

あるでしょうけれども、３年前からは、先ほど、今後の方針の話もありましたけれども、

こういうふうに状況も変わっておるので、ぜひこういうのを入れてほしいとかいうお話で

も構いませんし、自然環境の保全という分野ですね。この後の分は、またいろいろとある

みたいなので、そのときいただければと思いますけれども。

【Ｂ委員】

５２ページの公害の苦情のところ、公害の苦情の主な内容ということで、大気汚染の悪

臭のところは、野焼き、廃棄物を焼却炉で燃やしていて、臭いと。これは、結構、重大な

問題になっておるわけで、これは、黒部市あたりでは、これと野焼き対策をどの程度考え

ておられるのか。結構野焼きをやっておるんだね。大気汚染の問題が非常にやかましいと

きに、ちょっとすごいなとそういう印象を持っているもので、これに対しては環境部あた

りではどういうふうに見張っているというか、そこのところの対策の仕方、どの程度どう

いうふうに取り組んでおられるのか、ちょっと聞かせていただけますかね。

【事務局】

野焼きにつきましては時期的なものもあります。そういったことで、通報があれば、我々

環境のサイドとして、警察、それから消防、それから我々、すぐそこに、当事者のほうに

行って、注意を啓発して、ビラ等を配って、野焼きはだめだよということは毎回毎回そう

いった形で言っております。

また、市報なり、広報等を使って、野焼き禁止ということで、そういった啓発も行って

おります。そういったことで、個人的に燃やすというのは非常によろしくないので、そう
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いった形で今啓発等を行っているというのが実情です。必ずにおいがすると通報がありま

すので、そういったところへすぐに行って注意をしているというのが現状であります。

【Ｂ委員】

それで、１つ質問ですけど、例えば通報があった場合、実際、現地へ行って指導をされ

るわけね。ところが、その指導の仕方が、例えば、もちろん野焼きでも例外がありますか

ら、例外との兼ね合いでね、どういうふうに話をしておられるのかなと。例えば、何回言

ってもなかなか聞かないという話を聞いているものですから、市役所から言われてもね。

どの程度でどういう指導をしておられるのかなと、そういうことがちょっと気にかかった

ので。

【事務局】

１回注意すればやめる方が大概でございます。何回も何回もという方はそんなにおりま

せんので、何回もやっておられるような方であれば、警察も一緒に行っていただいており

ますので、そういった場合、悪質であれば、事情聴取というふうな形になるというような

状況であります 。

【部会長】

そのほか、この自然環境の保全というところ、何かございますか。

大体１５分ぐらいたちましたので、また気づいた点があれば一番最後に戻っても構わな

いと思いますので、続いての分野の「１―２ 河川・海岸環境の保全と整備」のところに

移りたいと思います。それでは、こちらのほう、現況と課題のほうにつきまして、今と同

じような形で、ご質問なり、またこういったものを入れてほしいとか、入れたほうがいい

んじゃないかというご意見を含めていただければというふうに思います。ご意見がある方

は挙手にてお願いいたします。

【Ｂ委員】

河川について、ちょっと２点ほど質問したい。５６ページの現況と課題の２番目の項目、

河川・海岸環境の保全と、そこのところでちょっと質問ですけど、２行目、生態系に配慮

した河川の環境整備、親水空間の構築に努めると、こういう文章がありますけど、これは
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例えば、黒部市内の２級河川とか準用河川については結構やっておられるんじゃないかな

と思うんですが、１級河川の黒部川について、どの程度生態系に配慮した河川の環境整備

をやっておられるのか、あるいは親水空間の構築に努めておられるのか。黒部川は１級河

川ですから国土交通省の管轄ですけれども、これは市としてはどの程度この問題に関わっ

ておられるのか。そして、もし関わっておられれば、具体的なことを聞かせていただけれ

ばと。

例えば、黒部川の河川公園とか、ああいう立派なものがありますけれども、そこの黒部

川に関してどの程度のことをやっておられるのか。これは、ここに国土交通省の方がおら

れるかどうか知りませんけれども。

【Ｉ専門委員】

ちょっと私のほうから、お答えというわけでもないんですけれども、委員の立場で私の

知っていることをお話ししようかなと思います。

環境整備の中では、黒部川は、日本全国でいうとすごい珍しいんですけれども、霞堤、

富山は随分多い、霞堤で堤防と堤防の間がありますけど、あそこから結構田んぼからの覆

水ですとか、あるいは発電の水ですとか、あるいはわき水なんかが黒部川は水が入ってき

ているんですけれども、あそこについてはやすらぎ水路というのがあって、ちょっとぐに

ゃぐにゃとして石積みにして、少し間に池をつくったりなんかして、お魚がうまく入り込

めるような感じにしているような整備をずっと継続的にやって、去年もちょっとつくった

ということがあります 。

その背景は、当然どんな川でも自然に洪水が起きますけれども、洪水が起きると、結構

魚というのは、わきのほうに逃げてきたり、あるいは、柳なんかが水際にばさっと落ちて

いるようなところの下に隠れてやり過ごしたりするんですけれども、黒部の場合は、それ

プラス排砂ダムとかというので人工的に少し水を流したりするということもあるので、そ

ういうときにより逃げやすいように、魚なんかの退避場所としても使えるし、小さい魚な

んかは、そこでうまいこと生育するということもできるだろうということで、本川じゃな

いところに、逃げ込み場だとか、生息場だとかということをやろうということでそういう

ものをつくって、結構古い時代につくったものは木がわーっと生えて、人工的につくった

ものという感じじゃなくなってきているんだなということも出てきています。

ただ、本川そのものは、ご存じのとおり、非常に暴れ川をたかだか二百数十年前ぐらい
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に狭いところにぐっと押し込んだというところがあるので、いわば人工的につくった川と

いう、黒部の本川はですね、というような面もあるので、そういう意味では、それ全体を

ものすごく自然な状況にするというのは、なかなか技術的にも難しいものがあるんじゃな

いかなというふうなところでございます。自然に木が生えているようなところがあります。

あとは、水辺に近づくような公園というところで見ますと、我々は高水敷を使っていた

だく立場ですので、黒部市さんですとか、海岸でいえば入善町さんですとか、自治体さん

が、我々が基盤整備した上に公園整備ですとか、場合によっては、パークゴルフみたいな

ものを備えているというようなところはあります。

【Ｂ委員】

普通の河川と違って、黒部川の場合、扇状地河川だから、自然を生かした配慮と、黒部

川での配慮と、また治水対策というのは非常に難しいんじゃないですか。そういう点の配

慮はどの程度やっているんですか。

【Ｉ専門委員】

扇状地を生かした自然環境みたいな話ですか。

【Ｂ委員】

実際、いろいろと問題があるわけでね。私が思うのは、文面とあわせてどの程度考えて

おられるのかと、自然保護とかね。ちょっと疑問に思うんですね。今、話を聞いて何とな

くわかったけど、まだ、はっきりわからないので、すいません。

【部会長】

あと、整備状況で市のほうの河川の、黒部川の公園とかそういったところで担当部署の

方とかおられますか、河川敷の。

【事務局】

建設課です。

今ほどありましたように、黒部川につきましては、部分的に魚が逃げ込めるようなとこ

ろ、飛騨地内とか、東山の水辺公園とか、そういうところにございます。また、２級河川
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におきましては、吉田川の科学館の裏とかそういうところで、部分的に逃げ込めるような

ところを設けているということです。

それで、先ほど、Ｈ委員さんからもありましたように、じゃ、全体的に何かやっておる

のかというと、市では、こういう県で整備してもらったところとか、国で整備してもらっ

たところを利用しようということでやっています。土地改良施設になりますと、水辺とか

そういうところにまではまだ行かないんですけれども、先ほどありましたように、従来お

ったものをそのまま生息できるような環境を一部整備しようということで、全体的に整備

しようというものは、なかなか利用する人もおられて進んでおりません。

それと、流域で申しますと、やはり下のほう、村椿から石田にかけて、こういうところ

はわき水とかこういうものが、トキが来たとかそういうことがあるんですけれども、中流

域というか、荻若とかこういうところでは、流れていくだけだよということで、いろんな

人の意見を聞きますと、守るというのはおかしいですけれども、あまり進んでいないよう

な状況です。

それで、いつも出てくるのは、じゃ、どこまで元に戻すのかと。圃場整備前の未整備の

ときなのか、それとももうちょっと前なのかということも出てくるんですけれども、今の

時点では、部分的にちょっとずつ残しておこうというのが主流です。残したところをみん

なでどういうふうに守っていこうかということが現状だと思っております。

【Ｂ委員】

それは当然、後の問題はね。

【事務局】

ただ、全部となりますと、なかなか農家の方とか、関係の方とかの理解を得にくいよう

な状況でございます。

【部会長】

河川系で、海岸も入っておりますけれども。

【Ｂ委員】

黒部市の総務企画部に聞いたほうがいいか、環境部に聞いたほうがいいのか、ちょっと
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わからないけども、ここの河川とか海岸とかいうものを黒部市のまちづくりという大きな

行政の中にどの程度考えておられるのかなと。これをちょっと読ませてもらって、そうい

うちょっと疑問があって。というのは、黒部市は、ちょっとオーバーな言い方をしますと、

黒部川があって、その支流河川があって、まさに黒部市というのは扇状地、あるいは、宇

奈月から向こうは峡谷ですけれども、河川文化ですね。その河川をいかにも黒部市だなと

いう、そういう面をもっと具体的に、ここに確かに非常にうまく、非常にきれいにうたっ

てありますけど、川をもう少しまちづくりに思い切って前面に出したような、そういうま

ちづくりがされないかなと、特に黒部川は。黒部川を抱き込んだまちづくりをやられたら

いかがかと。

そのために黒部川の河川工事というのは、ああいういろいろな公園づくりをやっている

わけで。そういう公園ばかりじゃなしに、黒部市民が日常、黒部川へしょっちゅう出入り

できるような、何かそういう恒常的な施設をつくったり、あるいは教育とか何とか、福祉

とか、黒部川の河川敷も、高水敷も、せっかくああいう広いものがありますから、あれを

まちづくりに生かして、そういうところへ住民の方が行くと、自然に自然保護が大事だな、

そういう意識を持ってもらえる、住民を巻き込んだそういった川づくりというか、川づく

りイコールまちづくりとなるような。そのために、黒部川をもうちょっと抱き込んだよう

な、そういうまちづくりができないのかという思いがあって、ちょっと抽象的な言い方を

するけど。

【事務局】

１―４のところで、「水を活かしたまちづくり」という項目があります。総合計画の１

の６２ページにありますので、今、部会長のほうでは、順次１項目ずつ議論を進めておら

れますが、１―４のところで、広い目線で見たそういう議論ができるものと思いますので、

順次一応進めていただいた上で全体を見回した議論をさせていただければよろしいのかと

思いますが。

【部会長】

今、黒部川のということで、委員からのお話でも、「水を活かした」、こちらのほうで

またご意見をいただいてもいいですし、一番最後に、また通してということでご意見を賜

ればと思っておりますので、また、いつもこういったご意見をいただければと。河川関係
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で何か。はい、どうぞ、お願いします。

【Ｈ委員】

ちょっと聞いてみたいところなんですが、昔は、越湖の浜といって砂浜がたくさんあっ

たんですけれども、だんだん減ってきたんですけれども、最近の状況をちょっと教えてい

ただければと思うんですが。

【Ｉ専門委員】

ちょっと僕も、先ほど話題提供しようかなと思っていたんですけれども、ご存じのとお

り、ずっとあの下新川海岸全体で、ずっと何十年も、侵食ですか、１００年近いんですか

ね。できているんですけれども、最近、荒俣のところから、河口を出てすぐの左岸のとこ

ろから少し砂が広がり始めています。多分、川から出る砂の量が、賛否いろいろあります

けれども、排砂なんかをやっている関係で大分増えてきて、ずっと狭くなっていく傾向に

あったところが広がり始めていると。

ただ、まだ荒俣のところぐらいでとまっているので、あそこだけでとめては意味がない

ので、できるだけもっとずっと生地浜のほうまで砂が行くようにというのはいろんな工夫

をしたいなというふうに思っていて、砂が浸食するのをとめる、海岸によってはブロック

とか、逆にここで砂をとめることにもなっちゃっているので、一部、今月の初め、ブロッ

クをちょっと外して、もっと向こうのほうに砂が行くような工夫をやったりしているとこ

ろです。少しずつ広がっていくのじゃないかなというふうに期待しています。

【部会長】

どうもありがとうございます。

ほかに何かございますか。

【Ｄ委員】

市内１２河川において水質調査とありますが。その１２河川というのはどこですか。河

川の水質調査の実施と書いてありますけど。

【部会長】
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１２河川というのは５８ページの表でよろしいですか。

【Ｄ委員】

黒部のところ、布施川とか黒瀬川とか、わかるんですけど。

【部会長】

事務局わかります？ ５８ページに書いてある川でいいんですか。その裏に。

準用だそうです。

ほかに何か。

そしたら、私のほうで、この河川のほう、サクラマスとかそういう魚が戻ってきている

というか、結構増えているというふうに日々聞いているので、その辺、ちょっと詳しいか

どうかわからんですけれども、ぜひとも、そういう魚が黒部川に戻ってこられるような施

策なりをお願いしたい。天然の魚というか、と思いますので、よろしくお願いいたします。

実際に増えているかどうかというのはわかりますか。今まで、サクラマスのように名前が

あまり出ていなかったものなど 出していなかったものが出していたとか何か。

【事務局】

サクラマスには限らないんですけれども、排砂の関係で、国の方とか、生息調査もやっ

ておられますので、そういうものは毎年調査してですね。

ちょっと結果は持ってきていないんですけれども、悪くはなっていないと。

【事務局】

サクラマスは、内水面漁業協同組合のほうで稚魚を放流しておりまして、それが帰って

きていると。今回は特に４００匹とれたと聞いています。

【Ｇ委員】

この本に書いてあることとちょっと離れるかもしれないんですけれども、私、初めて来

ておりますので、その点、またよろしくお願いします。と申しますのは、黒部の川自身、

私、小さいころから川に親しみといいましょうか、行っていて、非常に気になることは川

底が異様に上がってきたということですね。いわゆる山の中へ入っても、大きい岩じゃな
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くて小さい石ころがどんどん川底にたまっていると。これはどうしてだろうというと、こ

れは上にダムができたからそうなったということで、そういう状態で、下のほうで水質試

験だとか、あるいは今言う魚が戻ってきたとか戻ってこないとか、それ以前の問題として

あろうかと。生きた川という意味で、川はやっぱりある程度荒れるといいましょうか、そ

ういう部分は必要だと思うんです。

これも非常に中間的なことになるんですけれども、例えば、ダムのほうで放流している

時期があります。そういう時期に合わせて下流のほうのダムなども放流して、１年に１回

ないし２回、人工的な放水といいますか、そして、川がもっと、よりもとの位置に近づけ

るようなやり方をしないと、目に見えてどんどん川が変化してきて、変化してきた川が、

そのまま水質だ何だと言っているとおかしなことになるんじゃないかというふうに思いま

す、どこへ当てはまるかわからないんですけれども。

【部会長】

河川のあれでしょうね。できるだけ自然に戻したいということでしょうね。でも、連携

排砂というのは、どういう状況でしたでしょうか 。

【Ｉ専門委員】

最低年に１回は、一定以上の洪水が来たときにそれをばっと流すというようなことをや

っています。多分、発電ダムは、黒部ダムなんか水をためておいて、それを発電で効率よ

く使いたいので、洪水をそこから上のものは平滑化させるというんですかね、そういうこ

とはあると思うんですけれども、例えば、１年の間で２,０００トンとか３,０００トンと

かいうぐらいの洪水が愛本発電所などで出るようなのを、例えば宇奈月ダムでも調整して

いるかというと、それぐらいの小さい洪水というのはほとんど調整していないので、それ

はあまりきいていないんじゃないかなという感じが。

結構、実は、今年の６月の末ぐらいに１,０００トンぐらいの水が出ているんですけれど

も、上のほうの護岸はやられちゃったり、下のほうで堤防にぐっと水が入って堤防がやら

れそうになったりというぐらい。その部分部分において結構荒れているというか、川が暴

れているところが実はあるんですよね。危ないなというようなものは見えているので、そ

れなりに動いているところは動いているんだろうなというような感じ。

上のほうで確かに、河床があがってるのはよく聞くので、そういうところがあるのかな
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と。一方、下のほうでは、実は一部下がり始めているところがあったり、たまって上がっ

ているところがあったり、結構でこぼこしたような動きが出てますね。あまりそれが大き

過ぎると、人間生活のほうもちょっと危ないので押さえようとするんですけど、押さえ過

ぎると、今おっしゃられたように、ちょっと自然じゃなくなるというのも確かにあるかな

と。様子を見ながら、うまいことバランスをとらないといけないかなというような感じは

印象としてはあります。

【部会長】

ありがとうございます。

その辺が非常に難しいところというか。

【事務局】

常時は流れていないですけど、今ほどありましたように、増水時はそれなりに流してい

るんだと思います。それで、黒四で水をとって、７５、６トンほどとって、ずっとみんな

トンネルの中、それで出し平で大体すべて出て、宇奈月ダムで出て、そこでほとんどまた

出なくなりますので、愛本ですべてまた出て、そこからまたほとんどが用水路で行くとい

うことなんです、通常のときは。ただ、増水時は、今年も６回ほどですか、そのまま流し

たりしておりますので。

【Ｉ専門委員】

ただ、補足的に言いますと、川の様子をずっと見ていると、昔からの航空写真を見てい

ると、特に、ちょうど６キロぐらいというんですかね、黒部川の愛本から河口まで大体１

３キロぐらいあるんですけど、真ん中から上ぐらいが、最近どうも川が動きづらくなって

いるみたいですね。あれと同じところに川筋が動くようになってきて、残ったところに中

州がだいぶ固定しちゃって、どんどん木が大きくなって、木が大きくなってきたものだか

ら、またそこは水が走りづらくなってきて、今、悪循環というんですかね、そういう循環

に入っているみたいなんです。

それで、昔のように、もうちょっと動いたほうがいいんじゃないかなということをうち

の事務所で考えていて、流れているところと中州の段差が、ちょっとこっちの土を寄せて、

少なくして、少し水が出たら、昔のように、動くようにしたほうがいいんじゃないかみた
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いなことを考えてやろうかなと思ってます。そういう意味では、おっしゃったとおり、昔

みたいに少し水が動き回るようなところを固定化しているところは残したいなというふう

に考えているので、そういう意味では、こういうところに少しリンクしてくるかなと。

【部会長】

ありがとうございます。

ここは、川の、結構意見が出ましたけれども、他はないようでしたら、次の森林環境へ

いいでしょうか。

それでは、続いての分野、「１―３ 森林環境の保全と活用」ということで、治山事業、

里山事業、現況と課題、そこら辺を含めてご意見、ありましたらお願いします。専門委員

として、Ｋさんも来られて、何か話題提供なり、ございましたら。

【Ｋ専門委員】

私、国有林のほうを担当しているので、国有林だけでいうと、特にうちの国有林は黒部

峡谷の沿線、森石から奥あたりがほとんどすべてに入るので、ほとんどが天然林の場所ば

かりなんですけれども、今、カシノナガキクイムシですかね、あれで、去年までは、黒部

峡谷鉄道の窓から見ているとかなりやられていたんですけど、今年は、去年がかなりひど

かった分、今年は、それだけは、被害が、新たな被害という面では見受けられなかったの

かなという思いで見ています。ちょっとほかの民有林地区の被害的なものはあまり把握し

てはいないんですけど、国有林でいうと、そのような感じが見受けられました。全般的に

いっても、ある程度、カシナガにやられてしまって、富山県全体でいうと、ちょっと落ち

つきつつあるのかなという話は聞いているんですけど。

【部会長】

日ごろ、見られている方も結構おられるとは思うんですけれども。

Ｅさん、何か、今の立場で。

【Ｅ委員】

Ｋさんが言われたように、やはり大分入っているなと、去年から見ていましたけど、そ

この奥まで、出し平周辺手前でとまっているようなんですが、ただ、あれだけの懸崖の中
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で、葉っぱが腐ってきたからどうのこうのということよりも、逆に、戦後に植えられた杉

とかああいう森林を、これからだんだん大きくなって、５０年以上たっていますので、あ

あいうものをこれから環境整備でどうしていかれるのかなと、そういうことを思ったり、

見たりしておりますね。

だんだん杉木立も大きくなってきて、間伐もしてある場所としていない場所もございま

すし、だから、間伐なりそういうものをしながら、下刈りしながら維持管理するというこ

とをこれから里山再生の中で、プラス森林整備が要るのかなということを眺めております

ね。カシナガのほうは、増えると手が尽くせないぐらいに出てきますし、山の今年の紅葉

なんかを見ていても、やはりちょっと早目にけやきとかそういうものを含めやられていま

したからね。

【部会長】

杉とかのことは何か市のほうであるんですか、植樹とか、自治体で動かれているような。

【事務局】

カシノナガについては、１つは県西部のほうが１４年度、県東部が１７年度、ある程度

の時間の経過もあるのかなという気はします。今ほどの戦後のときに植栽した杉、松。杉

ですよね、特に針葉林。これをどうするのかということであります。ただ、本日、Ｃ委員

もおられますけれども、どうしても木材価格の低迷が続いておりまして、伐採してもなか

なか採算がとれないというのが現実であります。国のほうでは、食料と一緒で、森林の自

給率を５０％目指した計画を立てているわけでありますけれども、ネックなのは木材価格

の低迷というのが現実にあるということです。

そういう中で、間伐、それは森林組合等が中心になって、間伐なり、また植栽等も進め

てきているわけでありますけれども、当面は、戦後のときに植林した杉とかをいかに伐採

しながら対応していくかというのが課題かなというふうに思います。

【事務局】

今の流れだけですと、今ほど部長からありましたように、木材価格が低迷しておる中で、

だれも、個人の山ですので、手をかけなくなったということなんです。それで、これでは

いけないということで、県のほうで、水と緑の県民税とか、集められまして、また市町村
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に返して、里山整備、そういうところを、せめて里山だけでも、所有者だけでなくみんな

でやろうよということで現在進んでおるようなことです。実績のほうもそれなりに上がっ

ておるんだと思います。ただ、もうちょっと全部とかその辺まではまだ進んでいないよう

な状況かと思います。

【部会長】

ほか、何かありますでしょうか。

【Ｈ委員】

２番目の里山再生の中で、確かにその、サル、クマですね。こういったものが出てるん

ですけれども、別の山の散策路でイノシシも出てると聞いているんですけど、こちらは、

それは、まだどういう感じでしょうか 。

【事務局】

イノシシは富山県全体でも、既に年間７００頭いるということであります。もちろん、

黒部でもイノシシということが被害として増えてきていることが当然あります。そうした

中で、今、進めておりますのは、特に今年、国の交付金があったわけでありますけれども、

集落単位の電気柵、要するに山際に出てきたところにずっと張りつけるということであり

まして、今年は下立のほうで４キロ余り、そして浦山のほうで合わせますと、また個人の

電気柵も含めますと、電気柵全体で、黒部は、今年、約９キロほど電気柵をしておるわけ

であります。

１つの有効策としてそうした電気柵というものを、国のほうでは、来年も交付金をつけ

るような今の話でございますので、こうした交付金を活用しながらやっていくしかないの

かなと思います。また、きのう、新川単位でイノシシなどの話も出ていましたけども、特

に、福井にあるように、県単位でのさばく場所も必要かなということであります。

【部会長】

こちら、書いてあるような森林関係の、ほかにも何かご意見はございますか。よろしい

でしょうか。

そうしましたら、続いて、また水関係でありますけど、先ほどからも、やはり一番、私
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らが議論すべきまちづくりという視点として、「水を活かした」ということの分野のほう

に行きたいと思います。こちらの関係する内容で、またご意見をいただければと思います

けれども。ご意見がある方はよろしくお願いいたします。水関係ということで、Ｆさん、

何か。

【Ｆ委員】

先ほどからいろいろ意見が出ていて、もっともだなと思っているところですけど、１つ

は、名水の里というキャッチフレーズでやっていながら、最初言われたように、三方コン

クリートというのがいいのだろうか、さらにその上にコンクリートしてありますから、今

や四方コンクリートになっていると思っているんですけど、まず、身近なところに、水が

実は見えないという現状があると思うんですね。昔は、そこの三日市の街の中に川が流れ

ているのが見えたものですけど、それが見えなくなってきている。それは、市民の声に応

じてそういう具合になってきたという面が大きいんじゃないかなと思っております。ただ、

実際そうやって見ると、昔いっぱいあったなという気持ちになるのも確かだというわけな

ので、その辺、この後、どういうぐあいに折り合いをつけていけばいいのかなという視点

が議論されるべきかなと思っています。

同じようなことは、実は大きい黒部川にもあると思うんですね。洪水になるのは困ると

いうふうな、あるいはそこに、水、それだけただ流していたらもったいないから発電すれ

ばどうかとか、農業に使いたいと、まあ、そういう中で現状に至っているわけですけど、

これをこの後どういう方向に向けていくのかというあたりは、やっぱりいろいろ議論する

必要があるんじゃないかなと思っています。

ただ、そういうことを議論する場がないので、結局当事者の、例えば、田んぼを実際や

っている人たちがこの水をどうするかと言われれば、やっぱりコンクリートにしてくれと、

これはどうしても出てくると思うんですね。そういうあたりをどういう具合に意見調整し

ていくのか、そういう仕組みが必要な気がしていますね。

出たついでに、僕なりに、大きな問題かなと思っている黒部川も、発電というもので使

われているわけですけど、だけど発電された電気はみんな関西に行っているわけですよね、

ほとんど向こうに行くということ、これというのはいつまで続くんだろうなと思うんです

けど、そういう黒部市民が持っている素朴な疑問みたいなものはもっと細かいところでも

いっぱいあると思うので、そういうところを、まあ、議論しながら。ちょっと大きい話を



-22-

し過ぎましたけど、実際、三日市のまちの中にどうやってちょっとした水の流れを取り戻

すかとか、そういうことから始めていくべきかなと思っています。

【部会長】

三方コンクリートという話は、ふたが、もう、ほとんどふたがついておりますからね。

【Ｆ委員】

ほんとう、見えなくなってきている。そこに川があるということさえもわからなくなっ

てきている。

【Ｉ専門委員】

感想めいた話も１つよろしいですか。

【部会長】

どうぞ。

【Ｉ専門委員】

私、７月に黒部に入ってきまして、それまで全く富山県地方に住んだことがなくて、全

国、２、３年置きぐらいに転勤して働いている身の上なんですが、黒部に来て最初にすご

く思ったのは、７月の一番暑いころだったので非常に印象に強かったんですけれども、水

の音がすごいして、駅へおりてまちに入ってすぐのところでも水の音がすごくして、水が

豊かな場所なんだというのがものすごく最初の印象として強かったので、ふたをされてい

るというお話がありましたけど、例えば信濃川下流なんか行って、水は田んぼがいっぱい

ありますからあるんですけれども、あそこは勾配がないので音がほとんどしないというか、

とうとうと流れているという雰囲気なんですけど、ここはやっぱり勾配があって、せせら

ぎの音がすごいしますよ。せせらぎじゃない、用水路なんですけれども、そういう水音が

して、感覚的に耳から涼しげなまちだなという感じがすごくしました。それは、ほかのと

ころでは得られない、扇状地１００分１勾配で、しかも水がいっぱいあって、網の目のよ

うに水路があるというのはものすごい強みだなという感じはします。そういう意味では、

飲んだ水もすごくおいしいですし、すごい水が豊かな印象、極めて強いです。よそ者の意
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見ですけど。

【部会長】

貴重な。確かに水の音はどこでも。それが、雪を流す川にもなっているのはありますし。

確かにその辺は、視覚的な問題とか、あと、意外にもそれがあると思います。ぜひ、今、

Ｆ委員の言われたような、私はどちらかというとコンクリートをつくっているほうの仕事

をしているんですけど、そういった案をね。あの、意見がないと、せっかくのまちづくり

に活かしていただければと思うんです 。

今の意見に何か市の方で補足みたいなものとかございましたら。ほかにも何か、まちづ

くりという話なので、そういったハード的なものですとか、あといろんなイベント等も含

めたソフト的なものもありますが、ご意見あれば。もし、ここに関係団体ということで入

っていますけれども。

【Ｄ委員】

私の兄弟で、仙台と千葉に妹たちがおるんですが、今回の震災で水がストップしました。

黒部の名水を送ってやったんですね。やっぱり非常にうまいそうです。えらい喜んでいま

した。そういうことで、黒部の水は非常においしいということを我々は自慢しなきゃいけ

ない。名水会では、毎年、全国名水サミット、それがあるんですが、それに毎回参加して

おります。それで黒部の名水をＰＲしております。やっぱり黒部に住む人たち全員がもう

ちょっと自信を持って黒部の名水をＰＲするということがいいんじゃないかなと思ってお

るんですが、どうでしょうか。

【部会長】

そうですね、おっしゃるとおりです。

名水サミットでも、この間、宇奈月でやった。

【Ｄ委員】

何年か前に。

【事務局】
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あれは小水力サミットで、黒部が名水サミットをやったのは５回目で平成元年ですよね、

福井県の大野市の次に黒部と。

【部会長】

私は、この間、ゆるキャラサミットというのが埼玉であったんだけど、黒部の名水キャ

ラクター、ウォー太郎。私は青年会議所のほうの出身で、そっち側の関係でちょっと行っ

てきたんですけれども、藤子さんがつくられたものなので、水のイメージぴったりなので、

そこでもかなり人気はありましたけど、ぜひ、この団体のところとか、活用していただけ

ればいいかなと思いますので。

ほんとうに、そのときにも、黒部のキャラクターのウォー太郎ということでありますが、

やっぱり水というのは全国的にすごいきれいな水で有名でしたので、どんどんそういう外

部発信できればいいかなと思っています。

水ということで、まちづくりに活かしての何かご意見は。こういうことをするといいん

じゃないかとか、ここに書いてある以外のことでも構わないんですけれども。

【Ｅ委員】

名水と言われますけど、ちょっとした講演会でお水を出そうと思って、市販のペットボ

トルを使う。蛇口からくんできてお出ししていないと。こういうのが今現状なんでしょう。

それで、時々、講演者をお願いした場合でも、黒部の名水じゃない、どこどこの水だなと

か、立山なり、氷筍だなとか言われると、黒部の名水じゃないんですかと、そういう質問

もよく聞いたりするんですけれども。

今、このモルトも、私が聞くところによると、名水と書いてありますけど、黒部の名水

を使っていないようなことを聞いておりまして、販売者は地元ですけど、製造所はちょっ

と違うことを伺っているんですね。そういう中で、名水、名水、おいしい水と言われます

けど、一般的な方が手に入れられるとき、まちづくり、この議題からずれるかもしれませ

んけど、ちょっとそういうことも考えていかなくてはいけないかなと。やはり、みんなが

ペットボトルでも購入できるような形になっていく必要性もあるのかな、それだけ名水の

里と言っているならと思うんですけど。まちづくりの人に考えてもらったほうがいいのか

ちょっとわかりませんけど、私どもはよくそういう質問を受けますね。



-25-

【Ｄ委員】

黒部の名水を売っている、ペットボトル詰めにして販売している会社がありますよね。

【Ｅ委員】

黒部にですか。

【Ｄ委員】

黒部にあります。あれは入善のですか。

【Ｅ委員】

入善です。

【Ｄ委員】

入善ですか。

【Ｅ委員】

川の向こうに。うらやましいね。あれは送ったりしましたけど、震災のとき。

【部会長】

黒部川は扇状地ということでね。

【Ｅ委員】

それはそれでいいんですよね。だから、せっかくそういうおいしいおいしいとキャッチ

フレーズをやっておられるわりに、入善だ、黒部だと言わず、やはり対応していってもい

いんじゃないかなという気はしますけどね。

【部会長】

ほんとうに地産地消、よく言いますけど、水こそ、蛇口をひねると出てくるのがそうな

んでしょうけど、できるだけ外部の人が来られるようなところにそういう冷水器じゃない

でしょうけどね。
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【Ｅ委員】

地元のお水を出して。

【部会長】

生地の魚の駅のところなんかは、水飲み場とか、あそこにも一応ウォー太郎の石碑がつ

いて、ちょっと何かそういう印象深いようなものがいろんなところにあれば。

【Ｅ委員】

お茶会とか何かするとき、やはりわざわざくんできて、タンクに、そういうふうにして、

そうなんだよという感じを言わないと、一般的な使い勝手がやはりないんですね。一部で

は自負するところはあっても、全体的に伸び悩み……。

【Ｄ委員】

黒部の名水が有名なものだから、黒部の名水を使ってなくても……。

【部会長】

水道から出たのは名水とは一応呼ばないんですか。

【Ｄ委員】

よそから見れば名水だと思いますよ、黒部の人以外から見れば。非常においしいと言い

ますよね。だけど、ここに住んでいる人は、お茶をたててみるとやっぱり違うというんで

すね。

【Ｅ委員】

名水の活用をまた考えてください。

【Ｆ委員】

その下に水博物館構想が取り上げられているんですけど、ずっと新川広域圏を中心にな

って広がっている活動です。ずっとやってきているので、地域学芸員という人たちもたく
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さんできたし、いろんなコースも考えられて何とかある程度定着した事業だなと思ってお

ります。これがうまい具合にこの先もやっていけるようにしてもらいたいなと思っている

ところです。ちょっと今危なっかしい状況かなと危惧しているんですけど、新駅のところ

にギャラリーもできると聞いているので、このあたりを拠点にして、どうやって今までや

ってきた水博物館構想を大きいものに発展させていくのかというあたりが大事なところだ

なと思っています。よろしくお願いします。

【部会長】

これについて、何か市のほうでご担当。

【事務局】

今おっしゃいましたように、水博物館構想につきましては、新川広域圏が主体となって

進めてきたものがあります。新川広域圏の中に、水博物館構想推進室というのがありまし

て、その中で、今おっしゃいました地域学芸員の活動の拠点になる事務局がそこにござい

ます。今、その流れを受けて、黒部市と、これは入善町さんも関わるんですが、黒部市の

場合は、新幹線の新黒部駅のほうに隣接する形で地域観光ギャラリーというのを設けまし

て、その中に、水博物館という表現よりは、むしろ、黒部川扇状地を含むエリアをフィー

ルドミュージアムというふうに見立てて、そこへ向けた玄関口というふうな言い方で、博

物館に準ずるような展示空間施設をつくることになっています。

今ほどありました地域学芸員の皆さんの活動をどういうふうに引き継いでいくのかとい

うことは、一応事務レベルでは、話題といいますか、検討課題というふうなことにはなっ

ておりますが、推進室そのものがこれからどうなるかということについて、まだ方向性が

定まっておりませんので、場合によっては広域圏として継続していくという可能性はない

わけではありませんので、そういう形で、今後どういうふうな動きになっていくか、そこ

らあたりを見ながら、逆に、そういうボランティアの方々の対応というものも考えていき

たいなというふうには思っております。

【部会長】

ここにも書いてあることですので、ぜひとも進めてもらいたいですね。
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【Ｈ委員】

今言おうと思っていた水博構想のことなんですけれども、あるということはわかってい

るんですけれども、広く市民に対して、こうなんだよということが非常に薄いと思うんで

す。今、聞きますところによると、あれは新川広域圏ですか、そこでやっていて、ここは

市ですから、市のほうはその動きを見ながらやっているという、このあたりに、非常に消

極的というんでしょうか、なかなか進まないことがあるんじゃないかと思います。ですか

ら、そういった点、何々について水博の、こういうことについてはもっとこうやるんだと

いう構想を市民にもっともっと知らせていくのがよろしいと思います。

さて、その水博構想が今どういうふうに進んでいるか、もう一度なんですけれども、ど

のあたりまでいっているのか、わかる範囲で教えてもらったらよろしいかと。

【部会長】

お願いします。

【事務局】

水博物館構想そのものを、要するに、水博物館なるものをどのように実現していくかと

いう話でありますけれども、今現在の状況を申しますと、黒部市なり入善町なりが、それ

ぞれの立場で、フィールドミュージアムという概念に基づきまして、関係する施設を整備

していくというふうなことまで一応整理されてきております。黒部の場合は、今、申しま

したように、地域観光ギャラリー、新幹線の駅に隣接する施設を１つのフィールドミュー

ジアムの拠点施設というふうに位置づけまして、黒部は黒部なりに取り組んでいくと。入

善町は入善町なりに取り組んでもらうということになろうかというふうに思います。

【部会長】

ぜひとも、これだけまちづくりということでいろいろ書いてありますし、皆さんの意見

もありますので、市としても主体的にというか、ハードとか以外のソフト的な物も含めて、

連携しながらということだと思いますけれども、今後ともぜひ進めていっていただければ。

【Ｈ委員】

今のことに関連してなんですけれども、やっぱり水博と一概に言うんですけれども、も
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っと言うなら、フィールドミュージアムということなんですね。フィールドというと、そ

れぞれの地域にフィールドがあるわけですね。そういうポイントあたりでも、今までも幾

つかあるんですけれども、そういう点をもう少しキーワードといいましょうか、すること

によって、我々、県外から来た仲間たちにそれを説明しようと思っても、１日ぐらいかけ

て、どことどことどこを回るかというようなこともなかなか明確になっていないといいま

しょうか、自分は勝手にやってはおりますけれども、そういうポイントを、要は、今、新

幹線にできるのは入り口のことでございますけれども、それにつながる拠点といいましょ

うか、そういうものも明確にしていくほうがよろしいと思います。

【事務局】

事細かくお話しする時間はちょっとありませんかもしれませんが、今おっしゃいました

ように、フィールドを対象とする博物館という考え方ですので、例えば、黒部川扇状地で

ありますとか、その中にどういう自然ポイント、もしくは地域資源のポイントがあるかと

いうことを、玄関口としての地域観光ギャラリーの中で、フィールドミュージアムの玄関

口というところで情報を提供していただいて現地に行っていただくというのが１つの考え

方になります。したがって、現地がどうであるかというポイントを整理してコース設定を

するとか、どういうルートで回れば何がわかるのかというふうなことをフィールドミュー

ジアムの玄関口で情報提供していくということも必要ですし、現地をそれなりに整えてい

くということも必要になるかと思います。

そこらあたりは、黒部市は黒部市なりに、それぞれ行政区域はあまり意識し過ぎてやっ

ているわけではございませんので、ただ、例えば吉田科学館でありますとか、歴史民俗資

料館、そういう施設間の連携をとって、そういうふうな情報を整理しましょうということ

で協議会組織を立ち上げて現在取り組んでおるという現状があります。そういう状況でご

ざいます。

【Ｆ委員】

フィールドミュージアムという視点で、実は、水博物館はテーマが水ということで、守

備範囲が水に限られているんですけど、例えば扇状地という視点だとか、あるいは宇奈月

から上の地質学的なこととか、特に去年、夏に３７.５億年前のジルコンというのが発見さ

れて、日本で一番古い物質と、粒というところで、ある意味、ちょっと観光でも目玉にな
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れるんじゃないかなと思っているところですけど、ほかにも、この地域にはいろんなほか

のところにはないものがそろっていると思っています。

そういう中で、フィールドミュージアムをもうちょっと突っ込んで、今、ジオパークと

いうのが日本で何カ所か設定されてきています。この黒部川というところは、十分ジオパ

ークになるに、物を備えているというか、そういうような具合にいろんな人から言われて

います。それこそまちづくりという意味での大事な原動力になっていけると思いますが、

そこに立候補するためには、自治体が動かないといけないということもあるようなので、

ぜひ、黒部市として検討していただきたいなと思っているところです。この水博物館も発

展させるというような、あるいは引き継ぐというような面もあるんじゃないかなと思って

います。

【部会長】

いろいろ活発な意見が出ましたけど、またご参考にしていただければというふうに思い

ます。ほか、「水を活かしたまちづくり」のところで、何かございますでしょうか。

時間のほうがあまりなくなってきました。最後の分野、自然エネルギーの利活用。こち

らに食品廃棄物、汚泥、農業・畜産廃棄物、自然エネルギーというのがありますけれども、

そういったものを含めて、最近、自然エネルギーはかなり全国的に脚光を浴びていますけ

れども、そういうのを含めてご意見等がございましたらお願いします。何かございません

か。

【Ｆ委員】

自然エネルギーで小水力発電、何カ所か取り組んでもらっていて、資料を見て、ただ、

さっきの水が流れているのが見えるまちというのと同じような意味で、小さいものでいい

と思うんですけど、本当に小さいものですよね。なんか、もうちょっと身近な場所に本当

にちょっとしたものでいいですけど、小水力の本当に稼働する小水力発電みたいな、そん

なものがもうちょっと近いところにあったらおもしろいんじゃないかなと思います。

【事務局】

これは、ご存じのように東洋ゼンマイさんが、マイクロ発電ってありますね。これは、

世界初と言ってもいいぐらいです。それは何かといいますと、水路幅が４０センチ、５０
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センチ、２つありまして、通常は水が３０センチほどなければならないんですけれども、

今の場合はゼンマイを利用して蓄電できるということで、水が１０センチほど、緩やかな

流れでも電気をためられるということになります。それが大体毎分１３０リッターほど流

れておれば十分発電できるということでありまして、市内にもそういうすぐれた企業があ

って、そして市内は毛細血管のように農業用排水路があるということで、いろいろな可能

性は潜んでいるんじゃないかなというふうに思います。

【部会長】

先日、全国版のテレビでも、私もちょっとお手伝いしてもらったんですけれども、ダイ

ロと、昔からこの辺でもよく、古い人の話では、各家庭の横にらせん状の水車ですか、あ

れが結構ちょっとした水でも回るということで、それを電力に変えようと。その中で東洋

ゼンマイさんは蓄電しようという発想なんですけど、いろんなところで小水力の動きがそ

れぞれ研究されていて、これからは、せっかくの張りめぐらされた水路を使うものなので、

ぜひ、この中にももうちょっとそういったものも入れていただければ。多分２、３年前に

比べて、かなりこういった小水力、ほんとうのマイクロというか、そういったものも実用

化が近づいているのかなという気もしますけれども。項目としてちょっと入れてもいいか

なというふうな感じはします。

【Ｇ委員】

今、マイクロ発電のことなんですけれども、私も、はっきり言って、今から何年も前に

やろうとしたんです。そうすると、いろんな規制があると。だから、こういうところへ書

こうとしても、なかなか書き切れない部分があるわけですよね。そのあたりを、例えば１

００ワットだとか、５０ワットで、そういう範囲においてやれるような手を先に進めてお

くといいましょうか、進めているんだということを明確にしないと、いつになっても、こ

れは通産のほうでやっていて、それに対して我々のようなものは、水の量がどうで、発電

の量がどうで、実績がどうでというようなことをいっぱい言われてもなかなかできないと。

かつてやっていた我が家でも、２馬力程度のものは、米をついたり、あるいは脱穀した

りする、いわゆるダイロというやつがあったけれども、だんだん川がよくなってきている

けれども、それを設置するにも、届け出といいましょうか、許可といいましょうか、そん

なようなことを、特にそれを電気にするというと、必ずどこの許可を得たんだということ
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になりますので、そこらの点をもっともっと市民がやりやすいような言い方をしないと、

こんなところにも書きにくいんじゃないかと思います。

【部会長】

市の方、その辺。

【事務局】

１つの河川法なり、法の縛りのお話になろうかと思いますけれども、水利権とかそうい

う話ですか。

【Ｇ委員】

そうです。

【Ｉ専門委員】

多分、商用の売電をしないで自分のところの独立回線でやる照明とかなんとかだと、通

産の関係は全くないんだと思うんですよ。それがなくて、今ある既存の水路に、先ほど言

われていたように、ぽちゃんと入れるようなやつだけだと、今、ものすごく簡単に出ると

思いますけどね。この間も、他の自治体さんから来た申請は一月とか一月半ぐらいに、ほ

ぼいいですよみたいな感じになったりしていますし。この間の宇奈月温泉でやったサミッ

トのときに、ピコ・ハイロって本当にこんなやつですね。こんなやつをぽちゃんと入れて、

ライトを１つつけるぐらいのものは、ほとんど何もなしでペーパーだけ埋めてもらって、

それは、数時間ですからいいですよと簡単にしていますので、流れとして、今どんどん簡

単にしましょうという流れになっているということなので、水の法律のほうも、今、改正

してもっと簡単にしてくれというような各種申請も上がっているので、世の中としてはど

んどん簡単にいく方向なんじゃないかなというふうに思っています。

ただ、一応、法律で決められていることを僕らも違反できないので、私どものペーパー

は、やっぱりこれは埋めてくださいという形でせざるを得ないというのはありますけど。

それも、むやみやたらと重箱の隅をつつくようなことは今はするなというふうにいろんな

方面で言われている。できるだけ協力しながら簡単に電力をつくりましょうという、むし

ろ、そんな方向じゃないかなと、流れとしてはですね。
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【部会長】

これを多分まとめられたときから、この小水力については、いろんな方がいろんな取り

組みされて、大分雰囲気も変わっておるかもわからない。この辺、ちょっとまた最新のも

のに見直し。

【事務局】

まず何をやるかとか、ちょっと決めてかからないと、ちょっと損しても宣伝用にするん

だと。昔からそこでダイロを回しておったからやりたいんだとか、みんな、小水力がいい、

いいといいますけど、それなりのコストもかかりますし、やれば、買った電気のほうがよ

ほど安いんです、小さいものは。その辺をある程度目的を明確にして進めないと難しいと

思います。

手続きだって、もうかるならどんな苦労をしてもするはずなので、その辺が、ただ、み

んな、今、こうなっているから、いいよ、いいよと思っておるだけで、じゃ、どこでどう

いうふうにどうやるんだと、幾らぐらいかかるんだと、収入は幾らあると、その辺がちょ

っと今、皆さん、抜けておるような気がしますね。もうかれば、関電でもやりますので。

来年の７月から、また単価もちょっと変わるそうですので。

【Ｃ委員】

１つ質問したいんですけど、慣行水利権もやっぱり難しいんですか。

【Ｉ専門委員】

慣行水利権を許可水利権に変えるということですか。

【Ｃ委員】

要するに、農業用水を利用する、慣行水利。

【Ｉ専門委員】

慣行水利権の水利を使って、だけど、完全従属だったら、そんなに難しくないんじゃな

いかと思います。全く、例えば、別に水路を回っていくとかしないで、今あるところにぽ
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んと置く、ぽんとつけるみたいな感じのやつだと。しかも、通産の許可が要らないような

やつであれば、そんなに難しくないんじゃないかなと思います。全国を広く把握している

わけじゃないんですが。何か、過去にそういう慣行水利権で大変な目に遭ったとかいうこ

と？

【Ｃ委員】

どうかなと思って。

【Ｉ専門委員】

慣行水利権だからすごく大変という認識は、少なくとも僕にはない。ただ、電力会社が

つくるような、それこそ年間、例えば１億円をかけてつくるというように、ちゃんとコス

トをかけてペイするようなそれなりのものになると、それなりの審査が当然ありますけれ

ども。

【事務局】

売ろうと思えばチェックが入るということなんですよね。だから、趣味でちょっとそこ

で……。

【Ｉ専門委員】

家庭で……。

【事務局】

ちょっと回してみようかなというなら、していただければ。

【Ｉ専門委員】

それだけ企業化するとなるとやっぱりそれは利益が出るので、きっちりチェックしない

といけないねということになる。

【部会長】

結構水関係の議論のほかにも、ほかの意見など、何かございますでしょうか。
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【Ｅ委員】

バイオマスのことでいいですか。広報でも見ていたら、食品の残飯をカットして、下水

に流して、それをエネルギーに変えるということを伺っておるんですけど、ここらあたり

はどこまで進捗しておるんでしょうかね。機械を何か買って……。

【Ｉ専門委員】

ディスポーザですね。

【Ｅ委員】

で利用して流すようにということをちょっと広報とかをあわせて見ていたんですけど。

【事務局】

上下水道部工務課ですけど、今ほど言われたディスポーザだと思うんですが、今年の５

月からバイオマス利活用施設ができまして、下水管を通じて、生ごみを流す。生ごみにつ

いては、卵の殻とか、動物の骨、そういったものの制限はあるんですけど、一応、黒部市

のほうでは、それをバイオマスとして一部利用しようということで、ディスポーザを設置

するということを一般家庭において認めております。ということでよろしいでしょうか？

【Ｅ委員】

市内全域が下水道利用者はどんどん流してもいいということですか。

【事務局】

一応、下水道、農業集排に加入しておられる方は、一般家庭の台所、シンクがあるかと

思いますけど、その排水溝のところにディスポーザの機械を設置していただいて、そこを

通じて下水管に流れて、黒部の浄化センターのほうに流れていって、それをバイオマスと

して利用しておるということでございます。

【Ｅ委員】

その設置に対して何か補助はあるの？
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【事務局】

設置に対しては、上限なんですが、１台３万円、これは来年度までということで、それ

で、新規に下水管が行ったところについては、公共マスを設置されてから３年間、一応補

助ということで、今現在補助金を出しております。

【Ｅ委員】

ということは、旧宇奈月のほうは、大分前から下水道ができていますから、その期限切

れになるということになりますと、宇奈月温泉街を含めて、やはりそういうのをもっと普

及させていけばいいなら、もう少しＰＲされたほうがいいかなという気が。特にお年寄り

の家庭はよくご存じないんですよね。そして生ごみを出すのもやっとというおうちも結構

増えておりますので、やはり、もし普及していくべきものなら、どんどんとちょっと広報

とかを含めて、チラシなどでね。

【事務局】

一応、市の広報、あるいはみらーれＴＶのほうで何度かＰＲはさせていただいておるわ

けですけど、今後もそういったものをＰＲしていきたいなというふうに思っております。

【Ｅ委員】

ありがとうございます。

【部会長】

ほかに何かエネルギーの関係でございますでしょうか。

一応、最後のほうになってきているので、今までのも通して、全体を通して何かありま

したら。

【Ｉ専門委員】

自然エネルギーの利用の関係で１つよろしいですか。

【部会長】
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はい。

【Ｉ専門委員】

実は、川は流木が随分流れてくるんですけれども、昔の黒部川の記録を見ると、結構各

ご家庭で黒部川の流木を常に燃料で使っていたという記述が随分あって、これはおれの家

のだと目印をつけて置いておいて何とかという、そういうのがあったんですけど、最近も

流木自体の量は変わらないので、随分流木は出てきています。うちの事務所でもまとめて

置いてあって、ご自由にお持ちくださいと毎年やっているんですが、せっかくそうやって

も、持っていただいて、結局それは産業廃棄物扱いになるかもしれないんですけれども、

ぜひそれを何か有効に使うというようなことも施策としてあると、要不要の関係というか、

お互いに役立てられないかということでどうでしょうかというご提案ですが。

【部会長】

委員の方で、何か流木の取り扱いについて。

【Ｈ委員】

ストーブもないし、薪ストーブもないし、かまどもなくなりましたからね。

【部会長】

暖炉とか、暖房で使われる方は。あれなんか、大きいもので置いてあるんですかね。

【Ｉ専門委員】

そうですね。とりに来られる方は、みずからチェーンソーで切っていかれる方もいたり

しますね。

【部会長】

私、ちらっと昔聞いたことがあるのは、流木は石の細かいのが入っていて、チェーンソ

ーがすぐに痛むと。その人はリンゴ屋さんのところの木を暖炉なんかに利用するそうです

が、暖炉用に持っていく人も当然いると。だから、チェーンソーのでかいのがあったらい

いなと思ったりもしたんですけど。
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何か市のほうで。別に何もないですか。確かに処分するのに大分お金がかかりますから、

使われる方がおられれば、そういうほうのＰＲもまたしていくというのはいいかと思いま

すが。

ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、一応、時間のほうも大分予定の時間も過ぎておりますけれども、１分

科会の内容については、ご意見は以上でということでさせていただきたいと思います。

あと、予定で、所属部会以外の意見ということでも承るということになっていまして、

それについて事務局のほうから。

【事務局】

それでは、その他に移らせていただくわけですが、時間のほうが予定しておりました時

間を１０分近く遅れてきております。大変恐縮ですが、本来、ここで、当部会以外の所属

のところに関しましても、お手元の資料３にありますが、当部会は、第１部会、あと５つ

の部会のところの構成の体系もあらわしておりまして、こういったところの、当部会以外

のご意見も承るということを予定していましたが、時間のほうが若干押しておりますので、

この第２回のところでまた聞かせていただきたいと。また、本日、お配りしました用紙の

ほうにご意見を書いて、こちらのほうに出していただくということにさせていただきたい

と思います。

あわせて、２番目の今後の日程等についてでございますが、さきの第１回の全体会の会

議のときには、全体会を３回、部会を３回ということで、計６回計画しておったわけでご

ざいますが、本日もそうでありますが、他の部会におきましても、いろいろとやはり議論

とかご意見がたくさんございます。そういったこと等もございまして、部会のほうを、大

変恐縮ではございますが、１回増やさせていただけないかというお願いでございます。

当初予定しておりました第２回の部会が３月下旬というふうにしておりましたが、部会

を１回増やさせていただいて、その中で、ボリュームを分けるといいますか、平準化しま

して今後進めさせていただけないかというふうに思っております。詳しい日程等につきま

しては、早々にはまたご案内はいたしますが、３月下旬のものをちょっと早める。また、

もう一回追加分を３月以降、４月下旬くらいに想定したいというふうに思っておりますの

で、ご了承いただきたいと思います。その他につきましては以上でございます。
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【部会長】

どうもありがとうございます。

今、日程等も含めて説明がありましたけれども、何かご質問等、ございますか。

ないようでしたら、以上で、本日の議事がすべて終了となります。一応、これで進行、

議長のほうの役目を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

【事務局】

どうもありがとうございました。

以上で、総合振興計画第１回、第１部会を終了致します。どうもありがとうございまし

た。

―― 了 ――


