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黒部市総合振興計画審議会 第４回 第１部会（自然共生） 会議録

日 時 ： 平成２４年５月２３日（水）１３：２５～１４：３０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員７名（欠席１名）、専門委員２名（欠席１名）

幹事５名、計画主任７名（欠席１名）、事務局４名

【事務局】

それでは、ただいまから、黒部市総合振興計画審議会第４回第１部会を開催いたします。

本日は、Ｆ委員、また、Ｉ専門委員から、ご欠席される旨の報告を受けておりますので、

会議に先立ちましてご報告申し上げます。

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、何かとお忙しい中、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。

前回、部会をさせていただいたのが４月２６日で、それから１カ月もたっていない中の

開催ということで、取りまとめの事務局の方や職員、スタッフの皆様のご尽力にまず感謝

申し上げます。おかげさまをもちまして、事前に皆さんのところにも行っているかと思い

ますけれども、６月６日に中間報告ということで、各部会の分がまとまって上がっていく

わけですけれども、それに向けての成果品ができ上がってきたということです。今回は、

それの最終確認ということで、部会もこれが一応最後というふうに思っておりますので、

そういった形で進行もしていければなというふうに思っております。

あと、もう一議案といいますか、後期基本計画の策定にあたってということで、これは

部会の枠を超えた中で、皆さんのほうから、一委員としてのご意見などもいただければと

いうふうにも思っております。長い間皆さんにいろいろもんでいただいてご意見をいただ

いたものが今日で仕上げになりますわけですから、思い残すことなくといいますか、皆さ

んのほうのご意見、また、感想なりを、今日、いただければというふうに思っております。

最後にふさわしい活発な部会になればと思っておりますので、どうかよろしくお願いいた

します。
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【事務局】

ありがとうございました。

それでは、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

議の運営に当たることになっておりますので、これからの進行を部会長にお願いいたした

いと存じます。

【部会長】

それでは、早速、皆さん、お手元の次第があるかと思いますけれども、それに沿いまし

て進行のほうをしたいと思います。

まずは、最初の報告事項のほうを事務局のほうからご説明ください。お願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございます。

今の報告事項で何かご質問等、ございますでしょうか。よろしいですか。

そうしましたら、早速ですけれども、協議事項のほうに入りたいと思います。今回、２

つの協議になります。

まず、最初に、分野別基本計画素案ということで、現況と課題、市民・ＮＰＯ・事業者

等へのメッセージの資料の説明を事務局のほうでお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございます。

今ほど、資料のほう、ご説明いただきましたけれども、前回で、ほぼ完成形に近い形の

中でのご意見だったということで、訂正とか修正箇所が非常に少ないなと思いますので、

今までは、各分野ごとに１―１、１―２ということで個別にご意見をいただいておったと

思うんですけれども、今回は、それぞれの前回からのを踏まえてということになると思う
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ので、全体を通してのご意見をいただければというふうに思いますので、資料１の項目、

２についてはこの後になりますので、これについてご意見をいただければと、ご質問等を

いただければと思います。よろしくお願いします。

なかなか個別となると出尽くしているかと思うので、感想なりそういった形でも構わな

いんですけれども、何か。Ｃ委員、何かございますか。

【Ｃ委員】

中は大体終わっているんだけど、３ページの河川・海岸環境保全整備事業とあるでしょ

う。これは何で削るのかな。その手前の現況と課題を見ると、市民との協働による河川・

海岸環境保全の推進と書いてある。あってもいいんじゃないかなと思うんだけど、何で削

るのかなと。ちょっと素朴な疑問。

【部会長】

こちらは事務局のほうであれですか、文言関係。

【事務局】

これは文言の単純な修正ということでありまして、３ページの右側にございます施策の

内容におきまして、前回の部会におきまして、砂防事業、それから、そのうちの②③につ

きましても河川事業、海岸事業というふうに直させていただいたこともございまして、統

一した形で表現を同じくしたわけであります。

【事務局】

環境保全整備としますと、事業の内容がせまくなるような、環境だけじゃなくて、海岸

で防災関係とかいろいろやっていますので、環境保全にしますと、ごみを拾ったりとかそ

ういうものにある程度限定されるんじゃないかということで、ひっくるめて海岸事業、河

川事業にさせていただいております。

【Ｃ委員】

別にこだわらないんだけど。
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【部会長】

大きくとらえるということで。

【Ｃ委員】

大きく、そういう意味かな。

【事務局】

例えば③の海岸事業ですと、下新川海岸直轄事業の整備促進、それと美化活動事業です

か、そうすると、環境保全整備になりますと、どちらかというと美化活動ぐらいに、もう

ちょっと広い意味で考えれば上のものも入るんですけれども、上のものの趣旨は、あくま

で海岸を守るということでございますので。

【部会長】

よろしいですか。文言的な、大きくとらえるということ。

ほかに何かご意見なり。

【Ｈ委員】

ほんとうはもう少し初めに気づくというか、お話しすればよかったんですけど、１―５、

現況と課題の中で、一番下、農業畜産廃棄物・林業資源等の活用の中で、下のほう、今後、

これらの活用・普及のさらなる推進とともに、畜産農家と耕種農家との連携を進め、循環

型農業の展開や、周辺環境などに配慮した地力増強のための堆肥散布を促進することが求

められていますと。これはまさにこのとおりだと。ただ、ここで言うのは、最終の目的は

何なのかということで、循環型農業の展開が最終なのか。循環型農業を展開するために、

ここでは地力増強が必要だと、こういうふうにとれるんですね。それは反対のような気が

するんですね。

というのは、畜産農家と耕種農家との連携による環境周辺などに配慮した、そういった

地力増強だとか堆肥散布をして循環型農業の一層の発展を図ると。それが目的じゃないか

と。ちょっと素朴な疑問なんですね。この辺の考え方は、この中でどういうふうに整理さ

れるのかちょっと。それによって表現の仕方が変わってくるんじゃないかという、ちょっ

と素朴な疑問なんですけど。
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【部会長】

表現によって、どちらが重点的なものかというようなご質問なんですけれども。

【Ｈ委員】

細か過ぎるようですが。

【部会長】

これは、担当の課か何か、それとも文言的なものなので事務局のほうで。要は、堆肥散

布を促進するというのが主の目的なのか、循環型農業を展開するのが主の目的なのかとい

うことですよね。今の文言でいくと、堆肥散布を促進するというのが最後になっているの

で、こっちを……。

【Ｈ委員】

重視した形の。

【部会長】

になっておるので、それはそれでいいのかどうかということですね。どんなものなんで

しょうか。

【事務局】

この表現ですと、やはり、今、委員からご指摘があった、堆肥散布が主というような取

りまとめの仕方になりますので、確認して……。

【事務局】

Ｈ委員の言われるとおりだと思いますので、事務局内で話をして文言の整理をしたいと

思います。

【部会長】

そうしたら、また次の報告のときまで、修正か、このままか、ちょっと調整いただいて。
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【Ｈ委員】

早く気づけばよかったんですけど、済みません、今日になってお話しして。

【部会長】

内容的には、その辺の重点の置き方だと思うので、じゃ、事務局さんのほうで、またち

ょっと調整のほう、お願いします。

ほかにも、前、気付かなかったからということでどんどん言っていただいたほうがいい

と思いますので。根本的なものとなると、なかなか修正とかが難しいかと思いますけれど

も。Ｅ委員、一通り見て何かご意見、感想でもよろしいんですけど。

よろしいでしょうかね。多分そんなには出てこないかなとは思っておったんですけれど

も、これだけずっと皆さんに議論いただいておるので。

Ｇ委員も何かよろしいですか。

【Ｇ委員】

特にありません。

感想から言います。昔、会社でやっていたような小さい字句上の整理の段階になってき

ておりますので、そんなこともあったなと思うくらいでして、大局的には問題ありません。

【部会長】

Ｄ委員も、何か、全体を通してないですか。

【Ｄ委員】

よくまとまっていると思います。

【部会長】

どうもありがとうございます。

専門委員の方も何かご意見どうでしょうか。よろしいですか。

Ｂ委員、何かございますか。

そうしましたら、ご意見のほう、前回からずっといただいておるので、今のＨ委員のほ
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うから指摘があった件だけはまた調整いただいて、資料１のほうの協議を閉じたいと思う

んですけれども、よろしいでしょうか。

それでは、資料１のほうの協議をこれで閉じたいと思います。

続きまして、２番目の協議事項、後期基本計画の策定にあたってということで、こちら

のほうのご説明をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございます。

お手元の資料、詳しくご説明いただきました。ある程度、初めて出てきていると思うん

ですけれども、部会という立場にとらわれず、広くご意見、ご質問をいただければと思い

ます。よろしくお願いします。何かないでしょうか。具体的なもの、今までと違いまして、

結構大きい視点の話なので、なかなか質問等もしにくいかとは思うんですけど。

【Ｇ委員】

４ページ目の一番最初のところなんですけど、重点プロジェクトということで、水力、

風力、再生可能エネルギーというふうに、これから取り組むべきことでしょうけれども、

水力についてはある程度、それから、バイオマスエネルギーについてもわかっているんで

すが、この市で、風力というような観点からどんなようなものが考えられるんでしょうか。

【部会長】

ここで挙がっている風力等というところですね。

【Ｇ委員】

はい。

【部会長】

実際に、資料１のほうにも、これは１のほうと連動になっているかと思うんですけど、

風力等というところで、何か具体的にといいますか、イメージできているものはあるんで
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しょうか。私もどこにあるかちょっとわからないんですけれども。

【事務局】

風力、今おっしゃるように、実用化に向けては、大きな課題と考えております、大きな

ものについては。風力は、一般に小型化されて、学校とかによくある、公園とかにもあり

ますけど、普及啓発の要素が強い。まだまだ本市で取り組める具体的なもの、全体的に風

の強いところや山のほうで、なかなか今の技術水準では発電に結びつかないということな

んですけれども、さらに技術改革がされていきまして、環境に与える影響などの問題等を

踏まえ、そういったことも見きわめながら進めていく。具体的な場所については、現在特

に決まったところはないですが、子供などに対する普及啓発といった趣旨で、小型のもの

を、目につく、目に見えるようなところに設置して、そういうような研究を行っていくと

いう状況です。

【部会長】

例えば、小さいもの、吉田科学館のところとかにあるようなもの、例えば入善にある大

きいものというイメージじゃないということ。Ｇ委員、よろしいです。

【Ｇ委員】

現在は普及啓発などの意味も込め小さなもので取り組んでいると。それで、実用化と今

おっしゃった、あれも実用化の１つなんですけれども、もう少し大きく、自分のところだ

けじゃなくて、全体に及ぼすようなものについては、これからの課題というふうに理解し

てよろしいんでしょうか。

【事務局】

風力は調査結果もありますので、ああいう大きいものの適地はないということだと思い

ます、黒部市内では、現在の技術水準では。入善とか朝日は、海岸あたりへ行けばあるみ

たいですけれども。

【Ｇ委員】

何しろ、私もちょっとやっているんですけれども、大してできないんですよ。市内で何
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か大きいところがあるのかというと、今ほどのように、やっぱりないと。そしたら、ない

のだったら記載しなくてもいいのかなと。

【部会長】

小水力は結構いろいろと取り組みがされていますけど、そういうことですね。１―５の

ほうには、小水力、風力、太陽光、地熱等と全体的に書いてあるので、ちょっとそういっ

たご意見も今出ているということで、これはほんとうに主要なというか、代表的なものと

いうことだと思うので、またご検討いただいて、事務局のほうで考えていただければと思

います。

ほかに何か、ご意見、ご質問、ございますでしょうか。

書かれていることは、当然、今までやってきたこと、ほかの部会も含めてのあれなので、

今、Ｇ委員からあったように、重要視する文言的なものとかそういったものだと思うんで

すけれども、当然間違っていることは書いてないと思うので。当然ほかの部会の分もある

ので、ご質問とかでもいいかとは思うんですけど。

【Ｅ委員】

今、言われた１の②の北陸新幹線、直接私らの担当部分ではないんですけど、この中で、

山・川・海の観光資源有効活用事業について、取り組むべき重点プロジェクトを右側に記

載して、恵まれた観光資源の有効活用と各観光施設との連携としていますが、２―４と施

策区分があって。それで、ちょっと川のことで思い出したんですけど、よく川で、皆さん、

サクラマスとかアユとか、関係団体と一緒にとっていらっしゃいますよね。そうした消費

のこともありますけど、やはり庄川のような観光資源に、何か食文化を含めて位置付けて

いく可能性は考えられないかなと思って、ちょっとふと思いついたので質問します。まち

づくりの推進の中で、自然共生とちょっとつながる部分もあったもので。

【部会長】

一応、生物のところ。

【Ｅ委員】

そうですね。要するに、今日もイワナとか、放流しに行っている者もいるんですけど、
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そういうものを漁獲されて、消費するために、すしとか何かつくっておられますよね。そ

ういったものをこういう観光資源と言うとおかしいけど、魚釣り大会とか、１年に１回ぐ

らいしかないんですよね、アユ釣り大会とか。何かそういうものを、パフォーマンスの上

手な黒部市ですから、そういうことからも客寄せ、ファンができるかなという気もしたも

ので、ちょっと質問してみただけです。具体的に、何かそんなことを考えていくこともあ

り得るかなと。

【部会長】

特に魚とか、名水ポークとか何かそういうのもね。

【Ｅ委員】

サクラマスも話題になっておりまして、すし屋さんも頑張っておられますからね。

【部会長】

ちょっと２のほうなので、今日お見えの担当の部署の方はおられるのかちょっとわから

ないんですけど、そういうのは何かほかの部会でも、事務局のほうで何かされています、

アユとか黒部川の。

【事務局】

Ｅ委員が言われるのは、自然のそういう資源を観光にも活かせればという、そういうこ

とでよろしいですか。

【Ｅ委員】

個人で楽しんでおられるのもいいけど、せっかく放流しておられてたくさんとっておら

れるようですから。秋、サケなどを家で調理する時、時々家にどんと１匹あげますと持っ

てこられて、私たちも困ったりするときがあるものですから、何かそういうものをね。

【事務局】

新幹線の開業に向けての新しい黒部ブランドということで、今、観光サイドのほうも取

り組んでおりますので。
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【Ｅ委員】

アユ、サケなどをメインにして。

【事務局】

観光サイドがやっておられますので、多分そういう中でいろいろ検討されていくものと

いうふうに。

【Ｅ委員】

また聞いてみてください。自然とちょっとつながっているから、ふと思いついたので。

【部会長】

観光関係の部署の方、また、そういうご意見もあったということでお伝えください。

ほか、何かございますか。

ちょっと私のほうから見て思ったんですけど、これはうちの部会じゃなくてあれなんで

すけど、学校の耐震化のほうで、具体的に桜井中学校と書いてあります。これはほぼ決ま

って動いているから具体的に入れたというのことなんですか。

【事務局】

いろいろと耐震化については、今後、市で進めていくわけですけれども、担当のほうで

は、こういったような具体的な名前を出して議論に上げたいというようなことで、現場の

考えとすれば、こういうところを優先というか、最優先して進めたいという、そういう意

向を反映して、ここに桜井中学校というような具体的な名前を。

【部会長】

あえて書かれているということですね。

【事務局】

はい、そのほかにも検討はしており、「など」という表現にしています。
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【部会長】

ほか、ご意見とか、ご質問、ございましたら。よろしいでしょうか。

【Ｄ委員】

水環境保全整備事業とありますが、この中で、名水を活かした企業誘致活動の推進とあ

るんですけど、どういう企業が誘致推進の対象、どういう種の企業を考えているかという

こと。例えば、地下水をくみ上げて、それを黒部の名水だといって水を販売するとか、そ

ういう企業も出てくると思うんですね。そうしたことは、地下水の水位が下がってしまう

とかそういうことが起きると思うので、そこら辺の規制をきちっとしたものをつくってお

かないといけないんじゃないかなと思うんですが。

【部会長】

こちらも１部会のところの案件で、多分、前回のときにもちょっとそういった話が出て

いたかとは思いますけれども、誘致活動の推進と書いてあります。具体的な企業のイメー

ジみたいなの、何かお持ちなのかどうかというご質問だと思うんですけど。

【事務局】

前回もその話が出まして、まず、水そのものを使った商品という企業誘致と、水を使っ

た製品といいますか、その辺での企業誘致と、そういった合わせたもので企業誘致を図っ

ていきたいというふうに考えております。

それから、今、言われたように、地下水をとることによって水位が下がるとかという事

象についても、今年度調査して、どれぐらいの取水をすることによって影響が出るかとい

うことは調べていきたいというふうに思っています。

【部会長】

ほか、何かご質問なり、ございますでしょうか。よろしいですか。

そうしましたら、あと、ご検討いただくことは、Ｇ委員が言いました風力の文言につい

て一応確認しておくということですね。よろしければ、協議を閉じたいと思いますけれど

も、よろしいですか。

それでは、２番目の後期基本計画策定に当たってというところの協議を閉じたいと思い
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ます。

続いて、その他という項目になりますけれども、事務局さんのほうから。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございます。

今、スケジュール関係、ご説明がありましたけど、何かご質問はありますか。よろしい

ですか。

それでは、ないようですので、本日の議事はすべて終了いたしました。つたない議長役

を長い間務めさせていただきましたが、皆様のご協力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。

それでは、これをもちまして、審議会第４回第１部会を閉会いたします。どうもありが

とうございました。

―― 了 ――


