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1.開会  

 

2.挨拶 

市長代理 

霜野市民福祉部長 

本審議会は、黒部市環境基本条例に基づき設置をしており、黒部市環境基本計画の

進捗状況や本市における環境保全に関する事項について関係ある幅広い分野の皆様か

らご意見やご助言をいただきたく開催をさせていただいた。 

この計画は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること

を目的としている。取組の進捗を定期的に把握・評価するため、本審議会を点検評価の

場として、環境施策のあり方・方向性についてご審議ご意見を賜りたい。 

 

3.委員等の紹介 各委員自己紹介 

 

4.審議事項  

（1）会長及び副会長の選出について 

 条例第 26 条 第 2 項により、会長は富山県立大学の楠井隆史委員、副会長は自治振

興会連絡協議会の西本初博委員に決定。 

 

（2）環境基本計画の進捗状況 

 事務局 資料 2に基づき、説明。 

 

会長 意見や質問等ございましたら、お願いします。 

 

委員 6 ページ、容器包装収集量が令和 2 年度で増えているが、何か理由があるのか。 

 

事務局 ビンや缶など飲み物の容器が増えており、コロナの巣ごもり需要で消費が増えたの

ではないかとみている。 

 

委員 8 ページ、水力発電施設の整備個所数が、令和 3 年度実績 5箇所に対し、令和 4年度

目標が 6 箇所となっている。増設の予定があったのか。 

 

事務局 黒部市総合振興計画の目標数値であり詳細は、担当課に確認しないとお答えできな

い。 

 

会長 小水力発電についてはいろいろ可能性があるが、実際できるかは調査しないといけ

ない。また精査していただければと思う。 

 

委員 今ほどの質問に関連して、6 ページの資源物というのは国のルールでは、市の収集分

と集団回収分を合計することになっているが、そのようにして出されたのか。 

 

事務局 そのように出している。 

 

委員 県もルールに則り集計をしていたが、最近は民間の施設で資源ごみが回収される例

があり、私どもが把握しているだけでも黒部市では４か所、ショッピングセンター、民

間の事業者で資源ごみの回収をしておられる。従来、集団回収で集めていたのが、コロ

ナの影響などでそれができなくなり、そういうところへ流れた可能性もある。そうい

うものを含めて集計するとまた違った結果になるのではないか。   

 ちなみに県内全体では、集団回収が、平成 24年度が 34,000トンだったのが、令和 2

年度には 19,000 トンにまで減少しているが、民間の回収分が同じく 6,000 トンから



15,000 トンにまで増加しているので、やはり皆さんの努力を反映するという意味では

民間分を加えていくのも一つの方法ではないか。 

 

会長 今ご指摘のあった民間での回収分も反映したほうが実態に合う数字になるのではな

いかと思うので、ご検討いただければと思う。 

 

委員 進捗状況報告 11 ページの「施策 6-3 黒部名水会の小学校での出前授業」について

補足説明する。 

 名水会の出前授業は、平成 30 年に当時の教育長にご理解いただき、小学校校長会の

ご支援、YKK からの教育ビデオの提供、名水会会員のボランティアでスタートし、昨年

5 年目を経過し、市内 9 小学校を 2 巡した。通算 806 名の黒部っ子に「名水の里・黒

部」の水の恵みに感謝し、「黒部に生まれたことを自慢に思う、黒部で育った事を誇り

に思う」児童の育成に微力だが努めてきた。 

最近ここ２年、授業中に SDGS を知ってますか？の問い掛けに、元気に手が上がる。

そこで担任の先生に児童の関心事は具体的に何ですかと聞いたところ、 

 18 人のクラスで、昨年７月に聞いた。世界情勢の考慮が必要だが、環境面が 50％、

社会面が 50％となった。 

環境面のトップは「15 陸の豊かさを守ろう」40％で、森林が減っていること、なぜ

砂漠になってしまう場所があるのか、生き物が絶滅の危険にあることを知ったからと

のこと。 

社会面のトップは、「16 平和と公正をすべての人に」20％で、戦争が起こって欲し

くない、戦争でけがをしないで皆が平和で暮らせるようになって欲しいからなどだっ

た。 

「子供達は、自分を取り巻く環境や社会情勢をしっかり見ている」 

今年５月にＧ７教育大臣会合が富山と金沢で開催される。次世代へのサステナブル

な環境と教育がテーマになるかと思う。 

今後の名水出前授業は、行政と企業と市民の協働・パートナーシップ活動にＧ７教

育大臣会合の提言を加えて、スパイラルアップできればと思う。 

 今月、富山市で「カーボンニュートラル」のシンポジウムが２週続けて有り、参加し

た。「早く行きたければひとりで。遠くまで行きたければ、みんなで。」というパートナ

ーシップのお話があった。 

最近の小学校で「カーボン・ニュートラル知ってる？」と問いかけると全員の手が挙

がるとの報告もあった。そういう状況である。 

2020.10.26 に菅首相が「2050 年カーボンニュートラル」を所信表明した。 

2050年というと 27 年後だから時間軸が長い。想像をはるかに超える目標。問題の先

送り意識が強烈に働く。戦う前から「あきらめ」試合放棄の思考へなりがち。人間はゆ

るやかな変化には極めて弱い生き物。カーボンニュートラルは「茹で蛙」になる条件が

全て整っている。と警鐘のお話もあった。 

我々大人は「茹で蛙」状態に陥る危険を自覚して、「未来を先取り」の攻めの姿勢が

必要だと思った。次世代のために「ワンチームで、なるべく早く、できるだけ遠く」 

黒部市環境基本計画（第２次）の目標達成に邁進いただきたいと改めて思う。 

 

会長 県のカーボンニュートラルの戦略会議に参加している。黒部市の温暖化計画も令和４

年度末までとなっており、次年度以降どうするかというのが問われてくる。 

 私からお聞きしたいが、この進捗状況はこの審議会限りのものか。それとも何か市

民に対して公表していくものなのか。 

 

事務局 委員から頂いた意見を含め、市のホームページで公表させていただく。 



 

会長 例えばこの指標の経年変化で、令和４年度の中間報告だが、この載っている数字は

もう確定なのか。今まだ確定でなければ表題と齟齬があるが、令和４年度中心といい

ながら令和４年度の数字がでていない段階でのお話。 

こういう中間経過を市民に知らせていく必要はたぶんあると思うが、指標以外にも

どういうことに取り組まれたかというのも非常に貴重な情報。写真だけだと何回やっ

たのか、どれくらいの人が参加したのかわからないので、そういうのも取り組んだ重

要な実績なのでアピールする必要があるかなというので、市民への公表とその中身と

いうのは工夫していただいたほうが、取り組まれた方にとっても励みになる。 

細かい取組なども補助情報として、指標になっていないものだったとしても載せる

べき。指標だけというのはちょっと狭いなと。ちょっと工夫していただければと。 

 

委員 7 ページの容器包装収集量は、集団回収の分を含んでいるか。 

 

事務局 含んでいる。 

 

委員 この後、市民に公表されるときに、資源物の回収量が市の回収と民間の回収分、どの

ように割合がでているのか分かったほうが、リンクしていてわかりやすいと思う。 

6 ページの下のグラフで、ごみの量が減ってきているが、これは人口が減ってきてい

るからなのか、それともディスポーザーの利用とか、コーヒー粕を利用していると聞

いているので、そういうところでゴミが減ってきているのか 

何か根拠が分かれば教えていただきたい。 

 

事務局 はっきりとした根拠は分からないが、今言われた部分の影響はあると思う。 

 

会長 県全体の廃棄物の状況はどんな感じか。 

 

委員 平成 24年度基準でみると若干減っているような感じだが、近年だけをみると横ばい傾

向。ただし、これは民間の分も含んでいるので、普通の市収集の物が減っていたとして

も、そこが増えたりすると合わせると一緒ぐらいになるということで、そんなに各家

庭から出てくるものが減っているという状況ではないのではないか。 

 

委員 10 ページの一番下、高橋川を愛する会の指標について、先程荒俣海岸で 500 人参加と

いうことを言われたが、これが中間目標の 500人ということなのか。 

事務局 高橋川を愛する会と荒俣海岸清掃は別の数字である。 

 

会長 できるだけ市民に分かりやすいような形で公表していただき、また指標だけでない、

いろんな取組なんかも情報も発信していただきたい 

 

 

（3）環境の現況 

 事務局 資料 3に基づき、説明。 

 

委員 とやまの名水の資料の中で、4番と 5番の弘法の清水は、西のほうが基準値を超えて

おり、東は正常値となっている。また、9 番と 10 番の清水庵の清水は、右パイプと左

パイプで数値が違う。どういう違いがあるのか、なぜ片方だけ塩化物イオンが高いの

か、御存じであれば教えていただきたい。 



 

事務局 清水庵の清水のほうは右と左で深さが違う。 

弘法の清水は同じ通り沿いにあり、海からの距離も変わらない。 

 

委員 深さの違いがあるかもしれないということか。清水庵の清水ではどちらが深いのか。 

 

事務局 清水庵の清水は、塩化物イオン濃度が高いほうが深い 

 

会長 地下水の流動がどうなっているかということになると思うが、専門の先生に聞いて

みたいと思う。 

 

会長 大腸菌数の超過については、先日の県の環境審議会水環境専門部会でも話があり、

全県的にもやはり超過しているところがあるということだった。 

大腸菌群数から大腸菌数に変わったというのは、指標として糞便性汚染があるかと

どうかということ。従来の大腸菌群数だと糞便由来の自然に存在するようなものも入

っているので、より糞便性の汚染を代表するという大腸菌数というのに変えた。 

しかしながら大腸菌数も人以外の家畜等からも由来するものがある可能性がある。

例えば畜産施設があったり、ひょっとしたら野生生物かもしれないし下水処理場があ

ったりいろんな要因がある。 

県のほうでも超過しているところに何が絡んでいるかということを来年度調査され

る予定のようだ。これもまだ１回目の結果だが、今後もし続くようであれば黒瀬川に

関してもこの流域に何があるかというのも調べていく必要があると思う。 

 

 

5.その他  

 事務局 この後の委員意見の受付について説明。 

 

6.閉会  

  以上 

 


