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黒部市総合振興計画審議会 第３回 第１部会（自然共生） 会議録

日 時 ： 平成２４年４月２６日（木）１３：２５～１５：００

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３名（欠席無し）

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、定刻に若干早いのでございますけれども、全員おそろいでございますので、

ただいまから、黒部市総合振興計画審議会第３回第１部会を開催いたします。

本日は、Ｆ委員から、欠席される旨報告を受けておりますので、会議に先立ちまして報

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ちょうだいいたしたいと思います。よろし

くお願いします。

【部会長】

まず、委員の皆様には、大変お忙しい中、お集まりいただきましてほんとうにありがと

うございます。

前回、２月に第２回部会の中からご意見をいただいて、それをもとに、今回、ほぼ完成

形に近い形ということで素案が上がってきております。年度変わりを挟んで短い２カ月と

いう期間で、担当者の方も部署異動とかになった中、これだけのものをまとめられて、担

当の方にも感謝申し上げます。

また、今回は、後期計画事業費の裏づけになります５年間の財政見通し、また、素案の

事業メニューを構成する個別事業の一覧、また、他分野の素案も提示されております。こ

れらについても、皆様のご意見をいただければと思っております。事前の資料の配付とい

うことで、かなり膨大な資料が、皆さん、送られてこられまして、読み込みにも大変ご苦

労いただいたと思います。そういったのも含めて、今日、時間的にも限られた時間ではご

ざいますけれども、今日、いただいた意見が６月の成果品への中間報告ですか、に向けて

の最終の皆さんの意見の反映という場になるかと思いますので、どんどんご意見をいただ
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いて、よりよいものができるようにしていけ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。

【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したいと

思います。

【部会長】

それでは、進行のほうを務めさせていただきたいと思います。

それでは、次第のほうによりましていきたいと思います。まず、報告事項のほう、前回

部会以降の経過についてということで、事務局のほうからご説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

どうもありがとうございます。

それでは、今の報告事項につきまして、皆さん、何かご質問など、ございますでしょう

か。よろしいでしょうか。

それでは、早速協議事項のほうに入りたいと思います。協議事項、こちらの次第にあり

ますとおり、主として資料１、２の２つなんですけれども、時間のほうも限られておりま

すので、説明のほう、さっとしていただいてから、皆さん、事前に読まれたものをもとに、

ご意見、ご質問をいただければと思います。

それでは、初めに、１番の現況と課題、市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージの素案

の確認につきまして、事務局のほうからご説明をお願いします。

（ 説 明 ）

【部会長】
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どうもありがとうございました。

今、前回のご意見をもとに、訂正、検討いただいた部分をご説明いただきました。とり

あえず、この協議事項の１についてはこれをやっていくわけですけれども、前回も、一応、

この５分野ありますところの順番にやってきましたので、そういった形で進めさせてもら

ったほうがやりやすいかなと思いますので、１―１、１―２というふうに順を追って進め

させていただいて、最後に、また、言い残したことがあればというような形でいきたいと

思います。

それでは、資料１の１ページ、２ページにわたっております、１章の自然と共生し水と

緑の文化を創造するまちづくりという項目の資料につきまして、ご意見、ご質問等がござ

いましたら、ご意見のほうをいただければと思います。この項目については文言ぐらいだ

ったので、あまりないかとは思いますけれども。新たにといっても、大きな変更はなかな

かあれでしょうけれども、何かほかにも気づいた点はございますか。

【Ｊ専門委員】

今さらで申しわけないんですけれども、国立公園のごみの回収量目標値というのは、ど

ういう意図で作成されているのかというところをお聞かせいただけますでしょうか。

【事務局】

黒部峡谷国立公園、トロッコ電車に乗って、鐘釣、欅平のほうへお客さんがたくさん行

っておられるわけですが、基本的には、ごみの持ち帰りをお願いしたいという方針で進め

ているんですが、その中でも、やっぱりごみ量が出ますので、それを回収した量をこちら

ではつかんでおりますので、目標とすれば、少なくなるようなことで目標値を設定してお

ります。お客さんの関係の少なくなる、多くなることによってもごみ量は変わると思うん

ですが、なるべく持ち帰りを勧め、ごみの量を少なくしようというのが目標値として設定

しております。

【Ｊ専門委員】

単純な質問なんですけれども、２４年度の多分想定というのが２８トンということで減

少されていると思うんですけれども、２９年度も引き続き同じ量を維持するぐらいの、現

況を維持するための目標値ということなのか、さらにもっと減らしていくという意図があ
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るのかどうかというところ。

【事務局】

２４というのが、今現在、これは２２年度の実績として約２８トンが回収されておりま

す。お客さんも、こちらとすれば、多くのお客さんに訪れていただきたいわけですが、そ

の中でも、やはりごみ量は少なくしたいわけですが、１９年度に３０トンということで、

それを回収量としては維持したいということで設定してあります。

【部会長】

現状維持でいいがかというような話だと思うんですけれども、例えば、お客さんがどん

どん、観光客の方が増えれば、当然おっしゃるように増えていきますから、ごみの量が、

一人一人のが減ったとしても、増える方向にというか、現状維持になるんでしょう。基本

はそういう想定というとらえ方でよろしいんでしょうか。観光的にはお客さんをどんどん

呼び込んでいきたいということでやっておりますから、訪れる人が増えていくわけですか

ら、皆さんが減らしていっても現状にとどまるやろうと。だから、目標２８トンが、例え

ば２６トンじゃだめなのかというような……。

【Ｊ専門委員】

その辺のどういう試算をされているのかなというのをお伺いできれば。

【Ｅ委員】

試算はちょっと私もわからないんですが、多分、観光客が増えれば増えるほど横ばい、

マイナスとなる分は少ないと思う。というのは、ごみ箱とかそういうのは一切置いていな

いんですよね、向こうへ行かれたとおり。それで、道路とかというところにごみはあまり

ございません、正直言って、私たち、山へ上がっていて見る限り。あと、食堂とか、売店

とか、そういった利用客用のごみ、ペットボトル、そういったものも含まれておるんじゃ

ないかと私は思うんです。

峡谷便といって別物のごみ収集車じゃないけど、トロッコ列車をつくってやっておられ

る本数を見ていても、そんなにたくさん積んでおられませんので、観光客は皆、お弁当な

り、持ち帰り、添乗員さんなんかを見ていますとご指導しておられますので、そういった
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ごみのほうはあまりないと思うんです。

逆に、食堂なり、売店なり、落ち葉なり、そういったもろもろが少しある程度で、観光

客が増えていきたいと市の方針ですので、私はこの数値は横ばい、利用者が増えれば、こ

ういう感じでもいいかなと。目標はわかりますよ、減らしたいという。でも、増えれば増

えると逆じゃないかなと思いますけどね、入り込み数がね。

【部会長】

そのあたりはどうなんですかね。基本は……。

【Ｅ委員】

減らしたいと思います、数字は。

【Ｊ専門委員】

そういう意図があるというのであればいいんですけれども、単純に一般の方が見たとき

に、今の現状がいいということで維持ということであればいいと思うんですけれども、ご

みをもっと減らすという意図でこの目標値を策定されているのであれば、ちょっとわかり

づらいかなと思ったんですけれども。その辺、事務局……。

【事務局】

今の議論のとおりでございますので、ここでの環境保全という意味では、当然減らすこ

とが目的なんですが、あと、観光客の入り込み、現在少し減少しているような状態なんで

すが、今後もまた増やしていきたいというような思いもありますし、ですから、今現在の

数値を維持していきたいという思いでこういうふうには設定してあるんですが、そのあた

り、少し数字を下がってしたほうがいいのか、ちょっと皆さんの議論の中にも入るんです

が。

【Ｈ委員】

これは、正直言って、数字は、ごみ箱等は設置していないということなんですね。

【Ｅ委員】
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していないです。

【Ｈ委員】

じゃ、どういうふうに把握するんですか、逆に。

【Ｅ委員】

峡谷のごみのトロッコがあって、そこへみんな、燃えないごみと燃えるごみを合わせて

下げる列車というので、多分トン数で言っておると思う。私、そこら辺まではよく詳しく

ないんですけど、見ている限りでは。

【Ｈ委員】

回収はどのようにする。

【Ｅ委員】

回収は、環境保全係と欅平に従事される方々がやられておるんですね。毎日掃いておら

れます、ほうきで掃いてきちっとね。お客様の、今、ポイ捨てのごみはほんとうに少なく

なっています。ごみ箱を置かないことがよかったかなと思っておりますね。一切置いてあ

りません。

【Ｉ専門委員】

今、第何部会かな、別の資料をちょっと見ているんですが、観光客の入り込み数を多分

設定されているんじゃないかなというふうに思ってちょっと見ていたんですけれども、外

国人観光客の数字は今見つけたんですけど、全体として、例えば黒部峡谷への観光客の入

り込み数を１９、２４はこれぐらいを目標にしているけど、２９年の目標値はこれくらい

でどんと増えているよというのは、今後、何か設定はされているんでしょうか。

【事務局】

黒部峡谷の入り込み数、黒部峡谷鉄道の乗降客数で把握できるわけですが、昨年の数値

とすれば、３７万人が利用しておられます。第２部会での観光での目標数値、観光客入り

込み数という目標数値を設定しております。これにつきましては、黒部市全体での、例え
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ば新川育成牧場とか、生地とか、そういうふうな入り込み数を計算しておりまして、ここ

では３００万人を２９年度に目標としておるわけです。

それで、一つ一つの設定がどうなっているかというのは、ちょっと今、資料は持ってい

ないんですが、新幹線の開業もありますので、目標値とすれば、すべての観光地で増える

というような目標で、今、設定しております。

【Ｉ専門委員】

だとすると、３７万が、もっとこれから増えていくという想定をしているけれども、ご

みについては、要するに、割合でいうと減らそうという努力を引き続きして、今現状ぐら

いを維持しようという目標を立てているということなので、現状維持ということではなく

て、さらに努力をしてもうちょっと低目にしていこうというような表現だということで理

解してもよろしいんですよね。

【事務局】

そういうふうな思いです。

【Ｉ専門委員】

そういう意味では、努力をするという決意もあらわれているのでいいんじゃないかなと

いう感じが僕はします。

【部会長】

難しいところですね。放置してあったら、このトン数が増えるわけですから、仮に減ら

すのがいいのかという話も当然あるかもしれませんし。一応、今の意見も踏まえて、また、

他部会の観光のほうとも一回ご相談して、そういう意図であれば、現状このままでも構わ

ないというような話と、観光客の方が減っているのにこれが一緒やったら、減っている想

定であれば、これがそのままというのだったらちょっと整合がとれないんじゃないかと思

いますので、ほかの部会との調整も、また事務局さんのところでやっていただければと思

います。

Ｊ専門委員、よろしいです？
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【Ｊ専門委員】

あと、峡谷内での解説の回数なんですけど、これというのは、また現実的な回数になっ

ているのかなと、ちょっと単純に。大分１,０００近く回数が増えていらっしゃる。

【Ｅ委員】

これは現実的な話です。実際に、手とり足とりでお話しした回数なので、要するに、５

月から１１月末まで、その間、私ども、日曜、祭日、プラスアルファ、峡谷のまたガイド

とかが入って、その回数がありまして、そういった件数です。だから、要するに、あそこ

で、拘束時間として大体８時からいるわけです、山の中で。山に上がって下山合わせて、

朝８時過ぎから５時過ぎまでね。そういう中でしますから、１日に１回とか２回のここの

下のほうで案内する、そういうのと違った意味で、１日に何回も。そういう形でいくもの

ですから回数がこういうふうに増えております。要するに、無料だと思ったら、皆さん、

やっぱりガイドつきの時間がある方が絶対いらっしゃいますから。

【部会長】

ガイドさんが増えていく予定だと。

【Ｅ委員】

これは案内した回数です。解説回数というのはそういう意味なんです。１人でも１回、

１０人でも１回と、そういうことがありますので。ちなみに、昨年、入り込みは大体８０

万ぐらいだったかな。その中のこれだけの。比率でいったら少ないと思いますね。あと、

これに、峡谷のＯＢさんも少しいらっしゃいますから、プラスアルファ、解説回数が少し

増えると思います。

【Ｊ専門委員】

今後、その解説員の方の数が増えたり、いろいろな場所での活動を増やして、２９年ま

でに５,０００回を目指すと。

【Ｅ委員】

あくまで、これは峡谷だけの回数ですから。下のほうでやっている、あこやーのとか、
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下のほう、黒部川とか、そういうのは入っていませんけど、あくまでトロッコに乗ってい

った数だけですね。鐘釣、欅平などは皆、入っています。

【Ｊ専門委員】

現実的な数字であればいいですけど、すごい希望というか、その数字を書いて……。

【Ｅ委員】

希望はあまり書いていないんです。

【Ｊ専門委員】

大変だろうなと思って。

【部会長】

実際にされている方が言われているので……。

【Ｊ専門委員】

実際にそうやって努力をされていくということで。

【Ｅ委員】

一々当番になった人は、お口に開けたくないという人もいらっしゃいます。それくらい

の日もあるんです。たった２人でやりますから大変なんですね。

【Ｊ専門委員】

ご苦労されているというのを聞いているので、あまり多いような目標値を書いて大丈夫

かなという。

【Ｅ委員】

増やしたくない数字なんです、ほんとうは。人間が増えての増やすならいいけどね。そ

こらも考えていかなくちゃいけないと。
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【Ｊ専門委員】

そこは、でも対応されるということで、目標値を設定されているということであれば。

【Ｅ委員】

目標値は私どもで掲げたわけやないんですので、そこらあたりはわかりません。

【事務局】

Ｅ委員が一番詳しいわけですが、そのとおり、欅平周辺を中心とした自然解説というこ

とで、２４年度につきましては４,１００、２４とありますけど、これは２２年度での実績

の報告。皆さん、ナチュラリストさんから報告を受けておりますので、何回声をかけられ

たりして、その中で解説していくという、その回数を示しております。それで、２９につ

きましては５,０００ということで、さらにお客さんが増えるという希望もありますし、さ

らには、自然環境の保全についての解説をより多くしていきたいという希望のもとで５,

０００という設定にしております。

【部会長】

やられておる方もかなりご苦労されてやられております。その辺のフォローを、人員面

ですとか、そういうのをまた今後やっていただいて、ぜひ５,０００が達成できますように

お願いいたします。

ほか、何かご意見等、ございますか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、また、終わってから再度戻ってもいいんですけれども、続いて、１―

２のほうに入らせていただいてよろしいでしょうか。河川・海岸環境の保全整備というと

ころの項目、３ページ、４ページにわたっているんですね。こちらにつきまして、ご意見、

ご質問、ございましたらお願いいたします。

【Ｉ専門委員】

単純な話を１つだけ。誤字があったので、１点だけ。

現況と課題と書いてあって、総合的な土砂管理の促進と書いてあるところで、ずっと取

り消し線があったその直後の赤文字のところで、「には上流域から流化」と書いてあるん

ですけど、「カ」が「化」になっているので「下」の字に直していただければなと、流れ
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下ってくるほう。

【部会長】

事務局のほうでまたお願いいたします。

そういったのも、皆さん、いろいろ膨大なので、多分、１人より２人、３人ということ

で、そういったのに気をつかれた方もぜひお願いいたします、うっかりというのが当然あ

りますので。

これは、文面的には、大分前から黄色マーカーがついておりますけれども、この辺はＩ

専門委員の専門で、お間違いないと思うので。

【Ｉ専門委員】

これは、事前にかなり目を通させていただいて、いろいろと意見を述べさせていただい

たので、現状の文面には全く異存はございません。

【Ｃ委員】

あまり勉強していないものだからよくわからないんですが、土砂採取、河床掘削という

のがあるんだけど、近年と書いてあるんだけど、大体５年なのか１０年なのか。近年とい

うのは、最近、下立地先や、あれは対岸のところ、若栗なんかでは丘掘りをやっているん

だけど、実際に、黒部川で採取しているのかどうかなと思って。

【Ｉ専門委員】

砂利採取は、俗に言う黒部川と言われる、例えば愛本から下のほうはほとんどやってい

ません。一番下のところに砂が少したまっているところがあるんですけれども、例えば、

国道橋、国道８号の橋のあたりですとかもうちょっと下のあたり。

【Ｃ委員】

ずっと前は根継ぎでやったんですね、１０年か１５年前に。ああいうのをやっておるわ

け？

【Ｉ専門委員】
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砂利の採取だとか砂の採取というのはほとんどないんですけど、若干残っているのはあ

そこら辺と、愛本よりも上流のほうですね。そこで今とっています。そこのところは砂利

は、採取ということではほとんどやっていません。工事をするために穴を掘って、ブロッ

クを埋め込んで、また埋めるということはやっていますけれども、そこから持ち去ってし

まうということはほとんど今はないです。

【Ｃ委員】

例えば、若栗とかあの辺ではやっていない。

【Ｉ専門委員】

やっていないです。採取はしていないです。あれは、工事をするために掘っているのは、

何となく採取に見えるということがあるかもしれませんけど、川の中でやるんですね。昭

和４０年、昭和５０年ぐらいまでですかね、かなり砂利をとる意味でも掘っていましたし、

下のほうは、特に昭和の最初のころですかね、機械を入れて、エクスカベーターというの

で随分砂をとっていたりしたのはご記憶にあるかもしれませんけど、そういうことは昔や

っていました。最近はそういうのはほとんどないんです。

【Ｃ委員】

それと、もう一つお聞きしたいのは、海岸線と書いてあるんだけど、海岸線が後退して

おるとか、私が思うのは、汀線が後退するとか、どうなの、表現の仕方はどうなんだろう。

海岸線というと、広い意味のあれになる。今の場合は汀線がいいのかなと、今日、素人な

りに言うんですけど。

【Ｉ専門委員】

専門的に言いますと、我々も汀線後退というふうな表現を使いますが、一般の市民の方々

向けですと、あまり我々としてはこだわりはないんですけど、海岸線でもいいかなという

ことで。そこはご議論いただければいいかなと思います。逆に汀線だと、水際のほんとう

に……。

【Ｃ委員】



-13-

全然間違っていないんだけど、海岸線という広い、そんなに海岸線が後退しておるのと

いう感じになる。汀線だと、ほんとうの波際のあれが後退する。そのほうが表現がいいの

かなと。こだわっていないんですけど、そんな感じ。

【部会長】

専門的には……。

【Ｉ専門委員】

技術的に使うときは、汀点、汀線という言葉を使ったりします。下がっているのは、確

かに、過去から見ると、１００年近い時間をかけて、ひどいところは、多分２００メータ

ー近く海岸線が下がっているところがありますので、海岸線という言い方でもいいかもし

れないですし、もうちょっと短いスパンで見ると、そんなにまあまあ最近下がっていない

ので、汀線という言い方がいいのかもしれませんし。

【Ｃ委員】

事務局に任せておきます。

【部会長】

事務局のほうで、見られる方は、広く市民の方だと思うので、その辺、またお任せしま

すということで。

ほか、この河川・海岸環境のほう、ございますか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、量もいっぱいありますので、次のほうに行きたいと思います。続きま

しては、１－３の森林環境の保全と活用といったところ、ページ数でいうと、５ページだ

け、この辺にわたる部分、こちらについて、ご意見をまたいただければと思います。

こちら、Ｃ委員のほうの。追加で実際に協働体制ということになっておりますけど、こ

のあたりとかを。

【Ｃ委員】

直してある。
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【部会長】

全部入っておりますね。

【Ｃ委員】

指摘したとおりになっている。

【部会長】

こちらのほうはよろしいですか、森林関係の１―３のほう。ここについては、前回から

あまり変更も、黄色マーカーのところ、なかったので、問題ないということであれば次の

ほうに行かせてもらいますけれども、よろしいでしょうか。

じゃ、続いて、水を活かしたまちづくり、６ページのほうにつきまして、ご意見なり。

【Ｂ委員】

６ページの右側の水源利活用推進事業、そのところの、水を活かした企業誘致活動の推

進と、こういうふうになっておりますが、もしできましたら、具体的に、水を活かしたと

いうのは、どういう内容の企業の誘致を考えておられるのか、ちょっともしわかれば。

【事務局】

企業誘致につきましては、第２分野、産業経済のほうでも記載をしておるわけですが、

この水を活かしたまちづくりという面で、企業誘致についてもこちらのほうで再度掲載し

ております。実際にどういう活動をしておるかということでの具体的なものについては特

にないんですが、全体といたしまして、新幹線の開業も控え、黒部市全体で企業を誘致し

たいという思いで、黒部の特徴であります水についての特徴もＰＲしながら、今、いろん

なところで企業誘致への活動を行っておるわけです。特に具体的なものについて、まだな

いような状況であります。

【Ｂ委員】

まだ具体的なことは何もないわねということだね。というのは、ちょっと気にかかった

のは、水を活かした企業誘致ということになると、例えば、地下水、伏流水とか、地下水

を利用した、そういう企業ですか。具体的な内容はまだわからんと言いましたけど、黒部
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は、今、自然保護の立場から、水環境の保護という大前提があるものやから、黒部市の活

性化のために水を利用した企業の誘致は非常にいいと思うんですけれども、その両者の兼

ね合いがどんなものかなと、すごい疑問があったものでね。

【事務局】

個人的な私見みたいなのが入るんですが、地下水をくみ上げてするような企業を黒部と

して誘致したいというような思いではなくて、黒部の水はきれいですよということを、そ

ういうのを活かしたような企業の誘致ということで、地下水をくみ上げるという意味では

少し考えていないんですが。

【Ｂ委員】

水環境の保護という、そういう大前提があるわけやね、今言ったようにね。

【事務局】

はい。

【部会長】

ただ、商工観光課なので多分ちょっと違うのかわからん。結局、誘致をするなかで、例

えば、その水をくんでしたいという人が来れば、別に規制しておるわけじゃないわけでし

ょう。そういうあれもないですよね。市内で、自分のところで、いろいろ申請はするでし

ょうから、水、地下水を。

【事務局】

そうですね。そういう規制は、今のところ、市として独自で持ってはいないと思います。

【部会長】

何でこういうことを言うかというと、例えば、今、入善でつくっておるやつが黒部川扇

状地の水とかといって、結構いろんな飛行機の中とか何かやっておる。飛行機の中で私は

見ていないですけど、何かそういう話も聞くし、実際に黒部という名前が非常に全国的に

すごい。黒部川扇状地、同じ入善ですけど、黒部市で取水しておるのとお客さんにとって
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全然違うという話も聞きますので、そういう企業なりが、多分、黒部にはすごい魅力があ

る場所じゃないかなと思うので、そういう意味でいうと……。

【Ｅ委員】

黒部は湧水群に入っているからね。

【部会長】

その辺が、なくなるほど水をくまんと思いますけど、飲む水ですから。私は、個人的に

は、どんどんそういうふうに発信していただければと思うんですけど、いろんな意見もあ

るので。でも、誘致となると、ぜひ来てくださいというような格好に思うので、私はどち

らかというと必要だと思うので。

【事務局】

今、こういったような地下水源については非常に貴重というか、一時的に企業が来てど

うのこうのという話ではないかなというふうに思っております。市では、定期的に地下水

の水源量とかそういったような変化を調査いたしたりして、今年度も、１０年前に１回や

ったんですけれども、１０年置きぐらいにやってきて、そんなことで、入善町と共同して

その辺の調査を行っていくというふうにしております。

そういうふうなことで、地下水の涵養を図りながら利用も進めたいというふうな、そん

な思いで。確かに企業にとっては、水が豊富というのは非常にメリットになるわけです。

それは１つの売りではあるわけですけれども、その辺、どんどん利用されてしまうと枯渇

するというような、まあ、水利面のそういったような利用との調和を図りながら進めてい

くという趣旨であります。企業にとっては、確かにこの地域というのは災害も少ないです

し、水が豊富にありますし、あと、労働力、そういう勤勉性というか、そういうようなも

のに加え、新幹線の開業など非常に大きなメリットになっているのかなというふうに思い

ます。

全国の企業では、リスク分散ということで、本社機能の一部を地方に移転するような、

そんな検討もなされているというのもあります。こちらであれば大企業が移転する、そん

なこともありますので、非常に、当市とすれば、よりチャンスになるのかなというような

ことで、ここに暮らす人々が職を持つという意味でも、非常に、そういう意味で、その辺
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の利用も図りながらというような、先ほど会長さんが言われたとおりと考えています。

【Ｂ委員】

そういうことですね。

【部会長】

そうですね。その資源の話はあれでしょうが、私は、できるだけ、この水が一番の資源

と考えておりますので来ていただければと思っております。

文面的には別に、この内容はよろしいですかね。あとは何かございますか。これも団体

のほうが追加されたという形で。よろしいでしょうかね、そしたら。

私のほうから、このウォー太郎サポーターズ倶楽部というのをイベントのほうに入れて

いただきました。私、青年会議所の一員として実際につくり上げておったもので、ウォー

太郎というキャラクター、ちょっと前にも総会関係がありまして、いろいろ市民の方にぬ

いぐるみの貸し出しとか、そういうのもどんどん増えていってやっておるということなの

で、またぜひご利用いただければ。結構若いメンバーが動いておりますので、声をかけて

いただければと。書いていただきましてありがとうございます。

あと、なければ、次のほうに行かせてもらってよろしいでしょうか。じゃ、続きまして、

再生可能エネルギーの利活用という５番目の項目のほうに入りたいと思います。こちらに

つきましては、若干黄色マーカーが多いですけれども、前回から変更点があります。ご意

見、ございましたらお願いいたします。よろしいですか、こちらのほうは。

先週、今週になるんですか、日曜日に、全国版の「バンキシャ」というやつに、たしか

小水力が出ていましたけど、あれは、窓口は市役所ですか、商工会議所ですか。

【事務局】

市の農林整備課のほうでやっておるのでございますが、農業用水路を利用した小水力発

電ということで取り組んでおりますが。

【部会長】

あそこのテレビ局が一たん市に問い合わせがあったということ？
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【事務局】

今言われましたように、「バンキシャ」のほうから農林整備課のほうに問い合わせがご

ざいまして、その日に、当日、商工会議所の視察等がございましたので、それにあわせて

ということで取材においでになられたということでした。

【部会長】

全国版とあれでは全然アピール度が違うので、なかなか。どんどん発信していただけれ

ばいいなと思います。

あと、大丈夫でしょうか、こちらのほう。

そしたら、一応、今、当部会分の１から５まで一通りいったんですけれども、ざっと流

した分もあるので、再度全体を通して、今、上がっているのが、多分最終的な冊子になっ

ていくものの完成形になっていくと思うので、文言も含めて意見をいただくのが、これが

ほぼ最後ぐらいになるかと思うので、言い残したことというか、何かございましたら。

【Ｈ委員】

１―２の４ページですか、市民・ＮＰＯへのメッセージ、役割なんですけれども、気に

なるのは、当然だといえば当然なんですけど、合成洗剤の使用を控えるなど、家庭からの

水質汚染を防ぎましょうというんですけれども、果たしてこれを呼びかけたとしても、対

案としてどうすればいいのかがちょっと疑問なんですけど、素朴な。どう考えていけばい

いのか。確かにそれはあるんですけれどもね。

【Ｅ委員】

合成洗剤を買わないとか。

【Ｈ委員】

だんだん増えているかもしれないですね。だから、よく、植物由来の油からの石けんを

つくったり、そういう話もあったんですけれども、そこら辺の普及はなかなか進んでいな

いような気がするし、そういう意味で、これは確かに言えるんですけれども、非常に難し

い面もあるんじゃないかなというふうに思った。ちょっと素朴な疑問です。
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【Ｅ委員】

要は、合成洗剤にかわるものを考えていかんと……。

【部会長】

植物系のものとか……。

【Ｅ委員】

廃油からも石けんをつくったりできますし、ＥＭといって、沖縄の先生ですけど、畑、

今、有機ですけど、自然農法でＥＭ研究会がありますね。黒部もやっております。私も入

っています。そういうので石けんとかをつくりますと、例えば土壌にもいいし、水にもい

いと言っていますけど、その普及がまだまだなんです。そういうのは何か指導をちょっと

されていかれたらいいのじゃないか。

それと、私、ごみ収集の各曜日の紙を見ていたけど、やっぱり廃油とかをどこかへ持っ

ていくところというのは、皆さん、まだ普及していないんじゃないかなと思ったんですが、

曜日に何を出していいかと、それがありますけど、廃油で思い出したんですけど、油を地

区地区の、公民館かどこか指定場所があるんですよね、そういうところに、もし廃油があ

ったら、バイオでも使っているから持っていってくださいとか、何かああいうところに一

覧をちょっと、小さい紙過ぎて書けんかもしれんけど、何かごみ収集にプラスアルファ。

それとか、バイオのカット野菜のくず、流してもいいんだよとかと、何か、そういうよ

うな一文。ごみの収集・指定日を書いた、何かこの辺に、表の中に入れてあげたら、ちょ

っと一般の家庭にも普及するような気もして見ておったんです。それで、そういうような

有機洗剤と言うとおかしいけど、何か政府は考えていかんといけんね。合成洗剤で確かに

水は大変汚れています。下水道に入ったらわかりますわ。

【部会長】

下水処理場もやっぱり負担は大きいんですか、合成洗剤が入ると、処理能力的なものと

して。

【事務局】

多分、この項目は、河川と下水という中でのお願いということになって、この上段に下
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水道や合併処理場に接続し、排水を直接用水や河川に流さないようにしましょうという中

で、合成洗剤自体を、下水につながれていれば何ら問題ないと思いますが、河川に流すと

いうことの意味合いも含まれておるのかなと思いますけれども。

【部会長】

実際には、普通の洗剤は、処理場へ行って、石けん系のやつと大差ないわけですよね。

バクテリアで何かしたでしょう。やっぱりちょっと負担がかかっていますか。

【Ｅ委員】

と思いませんか。

【部会長】

私は知らないですけど。

【事務局】

問題ないです。河川には問題あります。下水に流していただければ、下水処理場で９９.

９９％までもとへ戻して流しますので問題ございません。

【部会長】

直接流すのができるだけということなんですね。

【事務局】

廃油につきましては、実際に、黒部市内で７カ所、各公民館等で集めるような工夫はし

ていますので、それぞれ広報なり、インターネットのホームページなりを見ていただけれ

ば掲載してありますので、そういったものを活用願えればよろしいかなというふうに思い

ます。

【部会長】

今の説明を受けたらわかります。今、合成洗剤、どちらかというと、下水に直接つなが

っているところもあまり控えたほうがいいのかなというとらえ方をされる方もおるのかな
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と、ちょっと今聞かれて思ったので。

【Ｅ委員】

河川に。

【部会長】

河川にと入れるのか。でも、河川に流さんと、直接つないでくださいという指導をして

おるはずなので、それは難しいんでしょうけどね。今、ほとんどつながっていますよね、

下水に。下水道につながっている人も使ったらあまりよくないかなという感じにとらえる

人、今の話だったらいるのかなと思ったので。

【事務局】

基本的に、合成洗剤は、やっぱり環境ホルモン問題というものがあるので、下水に入っ

て、環境ホルモンは除去できますけども、やはり、さっき言った０.０何％というたぐいの

ものは流れ出るということもあるので、その辺の知見もまだきちんとできていませんので、

やっぱり避けたほうがよろしいのでは。

【部会長】

避けたほうがいいのはいいということですか。ということで、一応、文面、できるだけ

と入れたほうがいい？ でも、ほとんど皆さん、使っておると思うんですけど。よろしい

ですか。

ほかにもそういったようなので構いませんけど。

【Ｄ委員】

宮野山に名水の里黒部という看板がありますね。あの看板が、大分相当費用がかかるん

でしょうけど、けれども、大分古くなっているということと、がけ崩れがあったんですか

ね、シートが張ってありますね。あれの対策というか。新幹線が通るようになったらみっ

ともないですから、あれなんかは考えてあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけ

ど。
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【事務局】

今の委員さんのご指摘の名水の里の下のほうで崩壊しているというお話がございました。

これにつきましては、市としましては、対策をということで、新川農林振興センターの担

当班がございますが、そちらのほうと現場のほうも見ていただきまして、市とすれば、県

営事業で対応できないかということでご相談申し上げておったわけですが、規模的にはそ

れほど大きくないものだから市での対応でということで今お話をいただいておるところで

ございます。

それで、これは施設が災害とかにもならなかったものですから、今、国の補正等の対応

を検討できないかということで担当課では考えておるような状況でございます。ただ、あ

のままの状態では、新幹線の駅から丸見えの場所なものですから、見苦しいということで、

自然に近い状態での復元ができないかということで今検討しているところでございます。

【Ｄ委員】

ペンキも大分はげ落ちているような感じできれいじゃなくなったでしょう。最初、ばっ

ときれいに見えたんですが、最近……。

【事務局】

看板については。

【Ｄ委員】

看板もあまりどうかなと思うような感じになっておるものですから、あそこは目立つと

ころですから、ぜひ何か考えてほしいなと思うんですが。

【部会長】

一応、水系の関係のそういう意見があったということで、ここに多分書くところはない

とは思うんですけれども、また。あれは市の持ち物なんですね、看板は。市で設置されて

おるんですね。

【事務局】

ペンキのはげ落ちたそれについては、今、関係課とちょっと調整しまして、どのような
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対応ができるか検討したいと思います。

【Ｄ委員】

すみません、お願いします。

【部会長】

水を活かしたまちづくりの一環として多分つけられたんだと思うので、ぜひまたお願い

します。

ほか、何か、この協議事項１番のほうでございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、一応、ずっとご議論いただいていたやつ、一通りこれでご意見をもらったと

いうことで、最終的にまとめていただければと思います。

続いて、２番目のほうに行ってよろしいですか。スタッフさんのほうからも何かあれば。

よろしいです。じゃ、続いての協議事項のほうに入らせていただきたいと思います。続い

ての個別事業、重点事業等の説明を事務局さんのほうでお願いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

どうもありがとうございました。

私にとっても非常になじみがない話で、なかなか理解も難しいかとは思うんですけれど

も、ご意見いただいて、まとまっても、最終的にはこういったお金がかかることですから、

そういった裏づけを、今、市が検討してくだされたということで、非常に抽象的な難しい

話でございますけれども、ご意見なり、ご質問も、難しいかと思いますけれども、いただ

ければと思うんですけれども。

これは、実際、６部会さんなんかは行財政のほうでやる。この財政見通しの前の何か、

要は、実質公債費比率とか、何かそういうのを、目標設定がこうなっていっておるという

ような、そこでは話があるんですか。それとも決まってしまっておる。

【事務局】

一番関心が高いのは、当然第６部会の行財政についての研究会をやっておる部会であり
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ます。先ほど言いましたように、事業実施していく際には、市債、市の借金などを含めて

その事業を行っていく必要がございまして、特に今後５年間、長期の５年間の中でも、前

半の部分、２５、６、７年度あたりは、新幹線の周辺整備ですとか、庁舎の建設等、非常

に大きな事業が集中することになります。当然、市の借金につきましても、それなりの計

画が必要となります。

そういった上で、いわゆる実質公債費率、いわゆる市の標準的な財政規模に対する公債

費の負担の割合がどれぐらいになるのかと。ご質問なり、ご関心もそこにございます。

事務局では、その中で、この参考資料の一番下になりますが、実質公債費比率が２９年

度までには１６％までに抑制するという目標の中で取り組むことにしております。大体１

８％が１つの目安にはなるんですけれども、１８％を超えますと、今度市で借金を起こす

にしても、いわゆる都道府県の許可が必要になってまいります。そこら辺から、検討して

おりますので、これを１６％、市町村の起債ができる範囲内まで公債費を、目標を考えな

がら事業を実施する必要がございます。

【部会長】

要は、今ざっと、うちは１分科会のほうだけですけれども、ほかの部会さんなんかでも、

議論が出て、実施の工程が出て、ここにこれぐらいかかるやろうというのをおろしていく

と、歳出というのがこれがなるよということでよろしいんですか。

【事務局】

原課から出てきております計画をすべて投入しようとすると、とてもこのお金では賄え

ません。

【部会長】

無理なんですね。

【事務局】

ええ。賄えませんので、今後５年間の中で、その事業量のメリハリを、もしくは事業量

を抑制しながら、ほんとうに必要なものにどれぐらいのものを使えるかといったことを、

今後、こういった実施計画の中で、この見通しの中で検討していくということなります。
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【部会長】

挙げておるけど、実質はちょっとお金をかけれんよというのも当然出てきておるという

こと。

【事務局】

当然そうですね。すべてを賄えるというわけには。

【部会長】

ということだそうです。歳入のほうは、ほぼ想定、これで大丈夫ということなんですね。

【事務局】

歳入のほうにつきましては、先ほど、仮定条件のほうで若干触れましたけれども、昔で

したら、それこそ右肩上がりという前提があったわけでございますけど、今のこのご時世、

そういったこともなかなか考えられません。過去の実績、それから、今後、そういった劇

的に経済状況が好転するというふうには考えておらず、かたいところかたいところで見込

んだものでございます。

【部会長】

どんなものでしょうか、皆さん。

ざっとどれだけ、オーバーしておると言ったらおかしいんでしょうけど、要は、今全部

挙がっておりますよね、６分科会の実施工程に載っておる。それをこの５年間で全部やる

として、それが全部できないんですけれども、何％ぐらい実施できる予定なんですか、こ

の仮定の中では。

【事務局】

それについて、私のほうからお話しいたしますが、今、資料５で説明しました歳出の中

で、義務的経費、経常経費、投資的経費と３つの種類に分けておるわけですが、この中で、

どうしてもやらなくちゃならないのは上２つなんです、義務的経費、経常経費。これは、

最低限、一般的な教育、福祉、そういう行政サービスをするためには必要な部分。それで、
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投資的経費というのは、２つに分かれていますが、債務負担というやつで、これは、過去

に投資した部分の償還に係るもの、特に土地改良事業等が多いんですが、そういう部分で、

これもやらなくちゃいけない、決まったことなので。残った純粋投資的経費というものが、

これから、例えば道路をつくりましょう、学校をつくりましょう、下水道もやりましょう

という部分がここの部分なんです。

だから、そういう意味では、この部分は、財政状況に応じれば、多少先延ばししてもい

いということになるわけで、今現在、各課の要望といいますか、今後５年間でやりたい事

業は一応集計したがですが、先ほど、事務局から言うたように、若干頭が出ておると。こ

こにあります、今後投資に使えるものが２５億余りと。その中よりはちょっと出ておると

いう状況でありまして、その中から、どうしても優先的にやらなくちゃならない事業とい

うものを優先的にこれから詰めていくという状況になっております。

【事務局】

それで、実を言うと、資料２のほうに、取り組みとして２５から２９にほとんどの事業

で丸を打っています。また、これを見ますと、ちょっとメリハリがないような感じになっ

ていますけれども、これは、先ほど、幹事からお答えしたように、この５年間で経済状況

等を勘案しながら、その年度にできるものを表していると、５年間のうちでの実施につい

て、一応この期間に何がしかをという形なものですから、なかなかここについて、一つ一

つ単年度ごとにこの実施年度を落とし込んでいくということにはなかなかならないので、

そこをご理解いただければと思います。

【部会長】

ということで、よろしいでしょうか、皆さん。全部一遍にやることができないので、一

応、全部丸がついておるということなので。多分、なかなかちょっと質問しづらいという

か、非常に専門的なあれもあるし、多分難しいと思うので、ご意見なりもなかなか出にく

いのかなと思いますので。よろしいですか、そしたら。

じゃ、特段こちらのほうについてはご意見、ご質問ないということで。

【事務局】

説明が非常に複雑になって大変申しわけございません。
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【部会長】

あと、他分野の素案等ですか、こちらのほうをちょっとご説明いただけますか。

【 説 明 】

【部会長】

ご存じのとおり、ほかの部会のほうでも、同じような皆さんの意見をいただいてまとめ

られておるので、どうしてくれという話はなかなかないかとは思うんですけれども、読み

込まれまして、聞いてみたいとか、ございましたら、事務局さんのほうで答えていただけ

ればと思いますので、何かございますでしょうか。なかなか、いっぱいありましたから。

【Ｈ委員】

私は、実は、○○の代表ということで出席しております。特に、第２章、２―１．農林

水産業の振興なんですが、お願いということになるんですけれども、２―１．農林水産業

の振興、この中の農業の振興、現状と課題がありますね。農業の振興がございますけれど

も、真ん中の今後の農業をとりまく情勢の急激な変化という文からずっとございます。こ

の中の趣旨、ごもっともとよくわかります。

ただ、お願いしたいのは、近年、市内では圃場整備が実際のところ４０年以上たつわけ

でございます。そういった意味で、小さな農業用水河川の傷みが非常にひどいということ

がございます。そういったことで、漏水等で営農に支障を来しているという状況がござい

ますので、この中に文言が書いてございますけれども、小区画農地の大区画化、それから

汎用化の推進など生産の高い農業基盤を再構築していく必要がありますと、ごもっともで

ございます。その中に、文言として、一言つけ加えていただければありがたいのは、小区

画農業の大区画化、それから汎用化や、次、農業用用排水整備の推進などと、この文言を

つけ加えていただけば非常にありがたいと思います。ちょっと書いてきたものがあります

ので、お渡しいたします。

【部会長】

第２はまだあれなんですか。
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【事務局】

こちらが最終なので、また５月に分科会がありますので、その点で、今、ご指摘があっ

たということを第２分科会にお伝えして、その分野の中で協議していただく。

【部会長】

そちらのほうが責任を持ってやられる。そういう意見が出たということで、また報告し

ていただければと思います。

ほか、何か、そういったご要望なり。そこの部会に報告するまでになるかと思いますけ

れども、気のついた点とか、ございませんでしょうか。

ちなみに、ほかの部会から、この１部会に何か意見とかは出ておるんでしょうか。

【事務局】

意見というわけでございませんけど、午前中に行われました第３部会のほうで、下水道

汚泥、バイオマスの利活用につきましてのご意見が出ておりました。それは、第１分野の

ほうで現在研究しておりますといった旨の回答をしております。

【部会長】

よろしいでしょうか。

【Ｅ委員】

ついでのときでいいので、僧ヶ岳の自然公園になったところの環境保全ということを方

針別にちょっとうたってあるんですけど、そこらあたりは具体的なところは、環境保全の

推進ということで工事か何か予定されておるんですか、今年は。

【事務局】

昨年９月に、僧ヶ岳が県立自然公園に指定されて、県でやることと市でやることという

のは、範囲を決めながら今後進むわけですが、県のほうでは、環境の植栽等の保全、復元、

それから看板の設置とかが中心になるかなと思います。それで、市のほうでは、待避所と

か、登山道の整備とか、そのあたりが中心となると思います。市のほうでは、県の補助２
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分の１を受けて実施するということで、今現在２４年度の事業では、まず、魚津市と合わ

せて、公園のパンフレットをまず作成するという予算になっています。ただ、あと、県と

協議をしておるわけですが、少し整備のほうの予算も国のほうであるということですので、

今後協議して、可能ならば２４年度で少し整備関係も進めたいという状況です。

【Ｅ委員】

土のうを含めて、昨年なんかも、ちょっと路肩が崩れたりしているところも結構あって、

高山植物もちょっと踏み荒らされたりしていっていますし、あと、宇奈月を出てからの、

ぜいたくかもしれんけど、携帯用トイレとか、トイレがまずないということとか、歩道と

か、やはりちょっとそこらあたりも考えていただければいいかなと思っておるんですが。

【事務局】

そのあたり、また県とも協議して進めたいと思います。

【部会長】

ほか、全体を通してご意見なり、ございますか。

【事務局】

事務局から１つございます。今すぐにもし思い当たらなくても、今、本日、皆様方のお

手元に、ご意見をちょうだいする用紙、紙、それと、それを入れる封筒をご用意いたして

おります。後で、お気づきのことがもしございましたら、連休明けの５月７日まで、事務

局のほうにご連絡いただければ幸いに存じます。

【部会長】

特に量もあったので、また直接記入いただいて事務局に送っていただきましたら、最終

調整まで、もう一回、皆さんがされると思うので、そのときにまた反映できるかと思いま

す。

【Ｃ委員】

人のところはあまり言うのは嫌なんですけど、新幹線の３―２．道路整備、これにバイ
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パス、国道等が拡張されて、宇奈月縦貫道路・魚津朝日湾岸道路とあるんだけど、黒部宇

奈月縦貫道路、俗にいう背骨道路なんですけど、これは新駅から宇奈月の主要地方道にど

んなように結ばれるのかなと思って。生地から真っすぐ来ていますね。あれが新幹線のと

ころでとまって上に行かないのか。

【事務局】

今、その勉強会等を現在やっておるところでございまして、具体的に路線はまだ詳細ま

では決まっておりません。

【Ｃ委員】

あれは、前に期成同盟会でルートを決めましょうと言ってから５年ほどたった、こんな

ことを言うのは嫌だけど。行きどまりになっては困るので、市当局はどのように考えてい

るのか、あるいは県も絡むんでしょうけど、曲りなりにも主要地方道へ、若栗のほうかど

こか、あの辺に流れればいいのかなということは自分だけのあれですけど、そういうのを

やっぱりみんな期待しておると思うのでお願いしたいなと。ここに書けるとかそういうの

じゃないんで。

【部会長】

ほか、何かよろしいですか。

今日まで皆さんからいただいた意見、直接じゃなくても、あと、実際に作業される皆さ

んも、こういった意見もあるということを踏まえた上で、またほかの部会のも含めて調整

いただければと思っております。ということで、これで、なければ、一応、協議事項のほ

うを閉じさせていただければと思っておりますので、長い間、ありがとうございました。

【事務局】

その他で１つ、事務局から２点ほどご案内したいことがございます。

まず、１点目は、現在、ほかの部会におきまして、いわゆる後期基本計画につきまして

はどのような点に重点を置いて策定したかということが理解できるような、また、その取

り組みが盛り込まれているような表現を検討してもらえないかというご意見をちょうだい

いたしております。事務局といたしましては、今回、ちょっと間に合いませんでしたが、
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後期の重点課題の整理という視点で資料を作成いたしまして、次回の５月に予定しており

ます部会に提示したいというふうに考えております。

それから、もう一点、今後の協議日程について、スケジュールについて若干触れたいと

思います。先ほど、部会長からおっしゃられたとおり、来月、５月の下旬に第４部会が開

催を予定いたしております。これは部会協議としては最後の機会となります。今回、皆様

方にいただいたご意見などを踏まえまして、次回部会にて最終案を提示したいというふう

に考えております。この部会は、現在のところ、第１部会につきましては、また追って文

章、開催案内状はお送りいたしますけれども、５月２３日水曜日、１時３０分からこの場

で行いたいというふうに考えておるところでございます。

この５月の部会を踏まえまして、今度は６月の上旬に、各部会長さん方６人、それから

審議会の正副会長さん、それぞれ合わせました８人の委員の方々で審議会の全体会を開催

いたしまして、審議会としての中間報告案をまとめる予定としております。この中間報告

は、市民の方に公表いたしまして、ご意見、パブリックコメントといたしまして、そのご

意見をちょうだいする期間を一たん置かせていただきます。その意見を調整した上で、８

月中に、皆さん方全員にお集まりいただく機会をまた８月に設けさせていただきます。そ

の場で全体会を開催いたしまして、市長に答申というスケジュールでございます。今日、

部会を開いて、また来月ということで、非常に日程的にタイトでございますけれども、委

員の皆様方にはどうぞご協力お願い申し上げます。

事務局から、以上でございます。

【部会長】

どうもありがとうございました。

次回、会議も予定されているということで、また担当のスタッフの皆さんにはご足労か

けますけれども、よろしくお願いいたします。

ほかになければ、一応、議事のほうは閉じたいなというふうに思います。慎重にご協議

いただきましてほんとうにありがとうございました。

―― 了 ――


