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黒部市総合振興計画審議会 第２回 第１部会（自然共生） 会議録

日 時 ： 平成２４年２月２３日（木）１３：３０～１５：２０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席無し）、専門委員３名（欠席無し）

幹事４名（欠席１名）、計画主任８名、事務局４名

【事務局】

まず、会議に先立ちまして、部会長のほうからごあいさつをいただきたいと存じます。

【部会長】

皆さん、こんにちは。本日は、皆さんお忙しい中、そして、足元の悪い中、お集まりい

ただきましてありがとうございます。

先だって、１１月末には、第１回の部会に集まっていただいて、たくさんご意見をいた

だいたおかげで、あと、市のスタッフの皆さんの頑張りで、本日は、事前に皆さんのお手

元に行っておるかと思いますけれども、前回いただいた現況と課題についての、かなり内

容が濃くなって完成形に近いような形のものができてきておりますし、また、それを受け

る形ということで、施策の内容、事業メニューといったものも、新たに、以前なかったも

の、当部会では出てきていなかったものも今出てきております。

これが最終形に近いような形で、全体として、形としてはこういったもので各部会がま

とまっていくと思うんですけれども、実際の中身について、今日は、前回、皆さんのご意

見、また市民アンケートとかも踏まえた形でまとめられているものについて、再度細かく

ご議論いただきたいということと、また、本日上がってきました事業メニュー等につきま

しては、新たに意見をいただくわけですから、忌憚のないご意見をいただいて、今後の中

間報告に向けてつないでいきたいと思っております。まとめられる方も、今日、皆さん、

集まっておいでですから、委員の皆さんからは、時間の許す限りたくさんご意見をいただ

いて、有意義な時間になればと思っておりますので、短い時間ですけれども、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、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

が会議の運営に当たることとなっておりますので、これからの進行につきまして、部会長

さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【部会長】

それでは、議事進行を進めたいと思います。お手元に資料が行っているかと思いますけ

れども、そちらの次第のほうに沿いまして進めたいと思います。

まず最初に、報告事項ですけれども、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いただければというふうに思います。

（ 説 明 ）

【部会長】

それでは、ただいまの経過等の報告について、何かご質問等、ございますでしょうか。

よろしいですか。

そしたら、ないようですので、報告事項については以上ということにさせていただきた

いと思います。

続いて、次第の４番、協議事項のほうに入りたいと思います。

まず、以前皆さんからも、１回目の部会にいろいろご意見をいただきました現況と課題、

施策の展開方針までという資料１について、皆さん、ご一読だとは思いますけれども、事

務局のほうから一通り説明いただければと思います。

（ 説 明 ）

【部会長】

今、事務局からざっと資料の説明がありました。細かいものは、時間がなくなりますの

で、一度目を通されているという前提で進めさせていただきたいと思います。今、お話が

ありましたように、１から５までの５施策がありまして、それぞれ、時間を区切って施策
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ごとにやりたいと思っておりますので、ご意見をいただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

それでは、最初に、１―１．自然環境の保全の分野につきまして、この資料に基づいて、

ご意見なり、疑問点なりをいただければというふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。以前、皆さんからいただいた意見とかアンケートをもとに再度直されておるので、こ

ういうふうに言っていたのがどうなったんだとかという話も含めていただければと思いま

す。

【Ｉ専門委員】

追加的なお話になるかもしれないんですけれども、自然環境の保全の中に、節電、ある

いは省エネルギーの推進によって地球温暖化防止対策というものを進めていきたい、そう

いう取り組みをしていきたいというようなことが書かれておりまして、非常にいいことか

なと思っております。

ただ、それに対する施策のところが、具体的に、じゃ、何をするのというところがなか

なか難しいことなので、書き込まれてないようにどうも思えて、施策の内容にもうちょっ

と何か書けることがあるといいなと思って僕はちょっと見ていました。その中で、具体的

に、自分のやっていることとの関連で、こういうことがもしかすると可能ではないか、あ

るいは、ご検討いただけると何か先が見えるのではないかということで、１つ提案という

か、ご検討いただければなということでお話をさせていただきます。

今の自然エネルギーですとか、あるいは再生可能エネルギーをいろいろと使っていきま

しょうということで、国のレベルでもいろんな施策を打ち出しておりますけれども、うち

の事務所では、河川に入っている木を、維持管理の中で木を切っていく。あるいは、洪水

ですとかがありますと流木が出てきますので、それは集積しているんですけれども、それ

をお使いいただける方はどうぞご自由にお持ち帰りくださいということで、自由に持って

いっていただいたりしているようなことをやっています。そういうのを認識されている方

は持っていっていただいたりしているんですけれども、木質資源ですので再生可能エネル

ギーですし、地域でのエネルギーということもありますので、そういうのを積極的にどん

どん使っていただくというようなことも、例えば施策の内容として検討いただけると、具

体的なやり方など書き込めるのかなというのを少し思っておりました。

昔は、随分、黒部川の洪水の後の流木は、村ごとで縄張りを決めていて、とっていって、



-4-

重要な燃料として使われていたというような過去の経緯もあるというふうに聞いておりま

すので、そういうところの見直しというのも含めて、少し取り組みとしてはやりやすいの

かなというか、書き込みやすいかなというようなことをちょっと感じたので話させていた

だきました。

【部会長】

どうもありがとうございます。

今、ご提案ということで、流木の関係、できるだけリサイクルとか、流木としての活用

というのもご意見いただきましたので、また、ご検討いただければと思います。

ほかに何か、こういったご提案も含めて、ここはこういうふうにしないといけないんじ

ゃないかとか、したほうがいいんじゃないかというご意見も含めてございますでしょうか。

【Ｇ委員】

１―１．自然環境の保全というところで、公害の監視強化ということがうたわれている

わけです。そういった中で、課題の整理という中で、公害の監視強化、どこを見ても強化、

強化ということで、具体的にはどういうことを意味しているんでしょうか。

【部会長】

一応、課題の整理の中で、具体的にどのような形で市として考えられているとかという

ことで。

【事務局】

具体的にいいますと、例えば、騒音関係、いわゆる自動車騒音、そういったこととか、

それから、今、東北のほうで放射能汚染というのが始まっているというか、あったわけで

ございまして、それらに関する監視とか、それと、においの問題とか、そういったような

もの、それから、水質汚濁に関するそういったような水質検査等に対しての強化というこ

とであります。

【部会長】

よろしいでしょうか。
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【Ｇ委員】

担当部署はどこか決まっているんでしょうか。

【事務局】

市民環境課のほうで今現在行っております。

【Ｇ委員】

わかりました。

【部会長】

強化というか、基準がというような話が前提でしょう。できるだけ密にやっていただく

ということで監視強化ですね。

ほかに何かございますか。

【Ｆ委員】

世界文化遺産への登録に向けという記述、このあたり、現状としてはどうなんですか。

【部会長】

世界文化遺産、自然景観のほうですね。

【事務局】

世界遺産登録につきましては、県のほうで、砂防と山岳宗教と発電ということの３つを

テーマに掲げて、文化庁に対するアクションを起こしているところでありますが、その発

電の部分で県と連携をしておりまして、発電所群の調査を平成２０年から始めたというと

ころで、調査活動については終わっているということであります。

調査の目的は、世界文化遺産の要件を満たすための重要文化財を指定していくという必

要があるだろうということで、例えば、黒部川第２発電所でありますとか、かなり歴史的

な価値のあるものについて、そういうものも含めて、重要文化財の指定になるようにとい

うようなことの条件整備を図るための調査をやるという状況でありまして、一たんその調
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査活動が終わって、また、鋭意、県と連携を図りながら、また、関西電力等との意見交換

もしながら指定に向けて進めていると、そういう状況であります。

【Ｆ委員】

それで、世界文化遺産もあれですけど、もうちょっと実現可能なものとして、ジオパー

クですか、新潟県とか石川県も既に登録されたところもあって、さいわい日本で一番古い

物質ということで３７億５,０００万年前のジルコンというものも発見されたりもしてい

ます。ほんとうに観光の件ともつながっていくんだと思いますけど、そのような視点での

動きも始めていいんじゃないかなということを思います。

【部会長】

ジオパーク、ちょっと私はあれなんですけど、何か登録するということですか。

【Ｆ委員】

そうですね。

【部会長】

課題から施策のほうの展開で、その担当部署といいますか、またちょっと細かい話は委

員のほうからいただいて、もし書けるようなことであれば、また情報として入れていただ

ければ。新潟県なんかがもうそれを。

【Ｆ委員】

糸魚川で。

【部会長】

ちょっと私、勉強不足で申し訳ありません。またまとめられるほうで。そういった文化

遺産、前段としてまたご検討いただければ、内容のほうに記載していただければと思いま

す。

あと、ほかに、今の自然環境の保全の施策のところでございますか。よろしいでしょう

か。資料１の最後にまたまとめて、補足があればしたいと思いますので、内容もまだたく
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さんありますので、続いて、１―２．河川・海岸環境の保全と整備に移りたいというふう

に思います。

それでは、１－２のほう、こちらの現況と課題等につきまして、ご意見なり、ご提案な

りいただければと思いますけど、よろしくお願いいたします。

【Ｉ専門委員】

立場柄、河川事業、海岸事業をやっておりますので、幾つか気がついた点を話させてい

ただこうと思います。

現況と課題のところからなんですけれども、今、いろんな砂防事業についても、河川事

業についても、海岸事業についても、国と県でやっておりますけれども、ここはもともと

河川法なんかが、防災だけじゃなくて、例えば環境の話なんかも全部入っておりますので、

環境といった視点をもう少しここにはもうちょっと書き込んだほうが、事業そのものの防

災だけではなくて、環境も視点にしたものもやっているというような書きぶりを少し入れ

ていただけるといいのかなというような感じがしました。

総合土砂管理、これは、黒部川が多分日本で一番進んでいる先進的な地域でありますけ

れども、これについても、単純に防災という意味だけではなくて、例えば、黒部川がもと

もと持っている黒部川らしさをうまく回復していこうですとか、そういうところの視点も

ありますので、そういう少し膨らみを持った取り扱いにしていただけるといいのではない

かなと思います。

それと、わりと積極的にいろいろとつくっていく、構築していくというような書きぶり

があって非常にいいなと思う一方、最近、よくいろいろなところで取り上げられているの

は、維持していくということも非常に重要な時代になってきていて、なかなか行け行けど

んどんではない、維持をきちんとしていくというところにも目や手をかけていかなきゃい

けないという視点がありますので、そこら辺をもう少し意識して書かれるとよりよくなる

のではないかなというような感じを思いました。

【部会長】

貴重なご意見ありがとうございます。

実際に、第一線で黒部川を管理しておられるということで。環境系の、要はがちがちの

管理というよりは、もう少し柔らかな視点でというか、環境に配慮したということを思う
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ので、またまとめられる方、今のご意見を参考に、そういった要素も含めて、最後調整し

ていただければと思います。

【Ｉ専門委員】

ちょっとこれは実務的な話になっちゃうんですけれども、施策の内容のところが、多分、

砂防事業、ここに書かれている４つ以外にももうちょっと具体的に膨らみがあるというか、

幾つか項目が出そうなので、これはちょっとまた個別にご相談していただければと思って

おります。よろしくお願いします。

【部会長】

専門委員として入っていただいておるので、個別にご相談、細かい点は、専門的にご指

導いただければと思います。

ほか、何かございますか。

【Ｈ委員】

ちょっと考え方を教えていただきたいんですが、河川は、どこら辺の程度までの河川を

考えておられるのか。というのは、土地改良区ですけれども、かなり小さな用水、用水は

農業用水だけではなくて、生活用水というのも絡んでくるわけですけど、そういったとき

に、一くくりに河川、河川といっても大きな河川から小さな河川。その中で、確かに市民

との協働による河川云々とあるんですけれども、多分農業サイドでは、農地・水保全管理

事業をやっていますけど、そこら辺を意識した中での協働作業というものを範疇で考えら

れたのかどうかなと。その辺はいかがでしょうか。

【部会長】

河川についてはどの程度までまず想定されておるかと。小さいのからいろいろあります

からね。

【Ｈ委員】

ここで意識するのはどの辺ぐらいまでかと。
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【事務局】

第２部のところでも、産業のところで農業関係は出てきますので、基本的には準用河川

と、山の普通河川ですか、そこに入らない谷川というのか、その程度までをここでは。

【部会長】

よろしいですか。

ほかにも、河川・海岸環境の保全と整備についていかがでしょうか。

【Ｉ専門委員】

右側の上のほうに、変更に関する視点・キーワードなどというふうに特出しされている

ゲリラ豪雨と土砂の浚渫というのがあるんですけど、これの背景がちょっとよくわからな

かったので、どういうようなことでここに取り出されていて、さらにもしかすると議論が

要るんじゃないかなという感じがしたんですけど、これはどんなふうなんですかね。

【部会長】

一番右のほうの頭に書いてある、変更に関する視点・キーワード。

【事務局】

ゲリラ豪雨というのは、内部的な私ども事務局側で見直しの一つの視点として挙げたも

のですが、最近ゲリラ豪雨的なものがございまして、それによって、２級河川、ひいては

その下のもうちょっと小さい生活用排水、そういったものも含みますが、そういったとこ

ろでの土砂の堆積とか、ゲリラ豪雨によって川が溢水するといったようなことがございま

したので、この中で、大きい２級河川も含めて、そういったところの土砂管理をする必要

があるんじゃないかという視点をとらえたわけであります。

【部会長】

もともとこれを練られるときに、事務局なりでこういったものをちょっと加味してまと

めてよというふうに言われたということですね。多分、ここで前回出たわけじゃないとは

思うんですけれども。ということみたいですね。
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【Ｉ専門委員】

それは、下の見直しのほうにはうまく取り込むことができたというような関係になって

いるんですか。ちょっとまだ取り込め切れていないので、さらに議論なりが要るなという

ような。

【事務局】

こういった視点も必要じゃないかということで、話題提起をして、実際、ここでは、そ

ういったことを具体的な取り組みとして掲げるかどうかは、この後また、いろんな調整が

必要になってきますが、そういった視点が必要じゃないかということで。

【部会長】

１つの視点ということですね。

【事務局】

こういったことに対して、また皆さんのご意見をいただければというふうに思います。

【部会長】

ほかに何かよろしいでしょうか。

【Ｃ委員】

河川・海岸環境の保全のほうで、黒部をはじめとしてと云々書いてあるんですが、施策

の展開のほうで、水質汚濁の調査と。これは、水量なんかも入れたほうがいいんじゃない

かと思うんですけど。例えば、黒部川の維持流量はどのぐらいですかね。

【部会長】

水量ですか。

【Ｃ委員】

維持流量。
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【Ｉ専門委員】

愛本地点で、維持で１０トンはないですね、年間で。

【Ｃ委員】

というのは、宇奈月温泉街で、上から見るからだろうけれども、流れていないようなと

きがあるんです。あれでいいのかねというのを常に思っていたんですけど、ここに流量を、

数字じゃなくして、流量の監視をちょっと入れたほうがいいんじゃないかなという気がす

るんです。

【部会長】

要は、天気がいいときですよね、雨が入らない。ちょっとその辺は私もあれですけど。

【Ｃ委員】

渇水の時期ね。

【Ｉ専門委員】

基本的に、宇奈月ダムの下に関電さんの宇奈月発電所があって、そこから一定流量以上

は必ず流すという約束になっていますので。

【Ｃ委員】

あれは、音谷から流れているのを加えるから少しあるんですよ。

【Ｉ専門委員】

そうですね、音沢から下のほうはね。さらに上から回っていくと、発電所の放水から出

てくるので、さらに下のほうは量が多くなるんですけれども、宇奈月温泉街のところは、

小さい沢の量と、黒部川本川ですと、発電所からダイレクトにダムの直下に落としている

ものと、それがプラスアルファされて、それは一応関電さんと約束になっているので、ゼ

ロにすることはできない。一定流量以上の水は流すというような約束にはなっております

ね。



-12-

【事務局】

８トンでしたかね、維持流量。

【部会長】

少なくならんように見ておってくれよということですよね。

【Ｃ委員】

要するに、維持流量というのは決まっていると思うんですね。それを何かチェックする

方法はないのかなという気がします。

【Ｉ専門委員】

それは、一応、事務所としてはチェックはしています。チェックして大丈夫だったとい

う毎回の公表はしていないんですけれども、それはきちんとチェックは、関西電力の売電

の状態だとかを見て確認はしています。

【Ｃ委員】

渇水時、特に。

【Ｅ委員】

渇水時にちょっと目立つ、支流のほうで。

【Ｉ専門委員】

支流の水が少なくなるから、もっと少ないのが目立つのかもしれない。

【Ｃ委員】

それと、総合的な土砂管理の促進というのは、これは具体的に見えてこないんです。

【部会長】

総合的な土砂管理は、黒部川についてですね。
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【Ｃ委員】

そうですね。前回の５９ページですか、なるほどイメージ的に書いてあるんですけど、

例えば、黒部川以東の海岸の静的安定といっても、私はよくわからない。それと、河道領

域で養浜材と書いてあるんだけど、実際、養浜なんかやっているのかなという気がするん

です。これは土砂管理の一元化というのは難しいことなので、ここで議論しても始まらな

いと思うんだけど、何か書く方法があるのかななんていう気がするんです。

【Ｉ専門委員】

土砂管理そのものが、結構テーマとして大きいので、ここにどんと書き込むとものすご

い量になっちゃうので、あっさり書かれているのではないかなというふうに思います。実

は、それなりに養浜もやっております。

【Ｃ委員】

効果はあるんですか。

【Ｉ専門委員】

河口の生地よりももうちょっと魚津寄りといいますか、そこでつい今月も一部養浜をや

ったりしています、県と連携して。そういうこともやっていますし、例えば、河口から出

る砂で、荒俣海岸のところの砂浜が、今、着実に広がりつつあるので、そういうものの促

進の方法を今とって、それは秋口ぐらいに工事をしたり、そういうようなことはいろいろ

とやっていますね。

ただ、一つ一つをとると個別のことなので、全体としてうまくまとめて皆さんにお知ら

せするというところまでは手が回っていないので、ちょっとご理解がしていただけない部

分もあるので、ちょっとそれは宿題として、これとはまた別の話になっちゃうんですけれ

ども、うちの仕事としてもやり方を考えたいなというのは感じました。

【部会長】

これは市としても、黒部川については、なかなか国交省さんの話もどこまで書くか難し

いところだと思うんですけど。市民の皆さんに、要は、黒部川扇状地、もともとなかった

ところに、上から流れてきて扇状地になって、そこに皆さんが生活しているということを



-14-

市民の皆さんが意識していただくためにも、こういった絵とか、そういった内容は盛り込

んでおいていただくべきだというふうに思いますので、もうちょっとわかりやすい用語と

か、書けるところはもう一度書いていただいたらどうかなと思っております。

ほかにも何かございますか。

私のほうは、ここになるのかどうかわからないですけど、私、仕事柄、ずっとこの近辺

ですね、小さな用水路とかなんですけど、仕事をするときに、ポンプをかけたりして、川

の工事をしたりすることがあるんですが、いつもごみがすごい詰まるんですよ。結構生活

ごみですね、たばこの吸い殻とか。あえて何でこんなところに捨ててあるんやろうとかと

思う時があるので、この水質のところは、どっちかというたら、企業とかそういった工場

排水とか、不法投棄とかと書いていますけど、多分たばこというのは、歩いておってぽい

と捨てたやつが、いつの間にか川に流れて、そういったようなものがほんとうにすごい目

につくというか、一番目立つところに来ているので、市民の皆さんにも、できるだけごみ

を捨てないようにと。当たり前のことなので。そういうようなのも、また気をつけてもら

うような内容も入れていただければと。

あと、ないようでしたら、次のほうに移りたいと思います。

それでは、続いて、１―３．森林環境の保全と活用ということで、現況と課題、資料に

基づいてご意見、ご質問等をいただければと思いますけど、よろしくお願いします。何か

ございますか。Ｅ委員、森林関係は何かないですか。

【Ｅ委員】

里山の放棄林というのは、今、山の持ち主がわかっていても、どうしても個人の土地で

すから手当てできないとかで放棄林になっていますけど、やはりそこらあたりは。私たち

ところの近くの里山をずっと、昨年も振興会長をもとに伐採したりしたんですけど、個人

の山まで伐採するのもじゃないとかいろいろ賛否両論ございましてね。私たちはもちろん

山管理は結構していたんですけれども、放棄林は目立ってきてますよね。ここら辺、何か

うまく。

【部会長】

地元におられんということですか、その持ち主の方。
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【Ｅ委員】

大概の山は持ち主がいらっしゃるでしょう。少し税金も納めておられるかと思いますけ

どね。

【部会長】

今、ここ、声のほうにも出ておりますが、その辺、一緒に今までも活動されたというこ

とですけど、放棄林ですか、管理されない森の……。

【事務局】

これに対しましては、平成１９年度から平成２３年度にかけまして５年間、水と緑の森

づくり税ということで、納税者１人当たり５００円ということで、今、県のほうでやって

おるわけでございますが、その実績をかんがみられて、平成２４年度から５年間、また事

業が継続になっております。その中で、市としての取り組みとして、今、言われました、

特に人が住む近くの里山での整備については、こちらに書いております、課題の整理の３

番目の里山の再生ということで、各地区で整備を行っていただいている部分もございます。

その中で、効果といたしましては、猿とか熊とか、そういう動物が出没しにくいような

環境をつくるということでの取り組みも行っているわけでございます。それと、今、その

中で、有害鳥獣の出没を抑えるという点でも、そういうような効果があるかなと思ってい

るところでございます。

先ほど言われた、地権者がいない山に対してどういうふうにしていけばいいかというこ

とで出ていたわけでございますが、それで、今、森林整備が進まない理由として、山の持

ち主の境界等がわからない部分もあったり、不在者地主がおられるということでなってい

るものですから、市のほうでは、今、公図の整理等を行いまして、山の所有者を明確化し

ていくという取り組みをやっております。

【部会長】

どうもありがとうございます。

奥地のほうは全部国有林になっていますよね。峡谷鉄道沿線あたりは。

【事務局】
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そうですね。

【部会長】

あの辺は、そういった人口林とか何かありますか。財産区とか。それより上へ行ったら

関係ないのかなとも思っておるんですが。

【事務局】

国有林の中も、今、ぽつぽつと昔植えた人工林のところはあるんですけど、基本的には、

今はほとんど、ここにも書いてあるんですけど、広葉樹との混交林という形で、あまり手

をつけていないというのが正直です。

【部会長】

国有林のほうは、市民の人が管理したりということは一切ないわけですよね。

【事務局】

市民の方がですか。

【部会長】

今、里山関係はその地区で何かされたというようなことを言っていますけど。

【事務局】

国有林の場合は、一応、事業として発注して、専門業者さんに手入れしてもらうという

ことでやっています。

【部会長】

あと、何か。森林環境、ほんとうに近場の里山の再生、整備とかで。

【Ｃ委員】

文言なんだけど、みどりの森再生のところですが、林業の採算性の悪化と書いてあるん

だけど、何かイメージが悪いなと。例えば、低迷ぐらいはどうかなと、悪化というと。細
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かいことだけど。何かそんな気がしないかなと。今ほど課長が言われたように、林業の見

直しをやっている時期に、逆に悪化ということは。低迷ぐらいのほうが表現がいいのかな

という気がします。

【部会長】

林業のほうの方からも、ここまで悪化していないということだそうです。その辺、また

ご配慮をお願いします。

【Ｇ委員】

私、阿古屋の森づくりのほうから来ているんですけれども、そこでやっていたことは、

牛を飼って、下の子供たちに問題が起きないようにと、そういうふうにやっているんです

ね。だんだんこれも予算の問題で半分に減り、それがいつかはなくなっていくという方向

らしいんですが、それはどういうようなことなんでしょうか。

【事務局】

カウベルトの事業ということですか。

【Ｇ委員】

ええ、そうです。

【事務局】

今、市内４か所でやっておりますが、新たにまた、２３年度から継続して行うというこ

とになっておりますので、２３、２４、２５、この３カ年については、まず間違いなく。

県の事業でありますので、県のほうが、補助事業に対しましてどのような取り組みをされ

るのか見守っていく必要があるのかなと。効果としては、地域にもよりますけれども、お

子さんたちに喜ばれておりますし、特に熊等の出没も少なかったというふうな状況です。

【部会長】

なくなっていく方向かどうか、わからんということでしょう。
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【Ｇ委員】

今、５年間という１つの……。

【事務局】

区切りがありますよね。

【Ｇ委員】

現在のところ、市だけになっておりますね、補助。これは市の問題なんですけれども、

県のほうは、現に補助などはなくなっていると思うんですが。

【事務局】

なくなってはいません。

【部会長】

あとは何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

そしたら、続いて、４番目のほうに移りましょうかね。続いて４番目、水を活かしたま

ちづくりで何かご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。Ｄ委員、何か

水関係、ないでしょうか。

【Ｄ委員】

意外と黒部の名水というのは、当たり前になってしまって、ほんとうにおいしい水だと

いうことをわかっていない人が多いんです。私は名水会で方々へ行きまして飲み比べるん

ですが、やはり黒部の水は一番おいしいと思います。これのＰＲをやっぱりもうちょっと

大前提にしてもいいんじゃないかなと。黒部は名水ということで、前面に出してやったほ

うがいいような気がします。

【部会長】

かなり中も名水のＰＲは書かれておる。いま一度もっと強い感じで書いていただけたら

いいかなと。内容も結構入っておると思いますけど。
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【Ｄ委員】

ついでに、黒部名水会も年齢が高齢化しましてやめる人が多くなってきているので、名

水会もバックアップしていただきたいと思います。

【部会長】

市のほうから……。

【Ｄ委員】

協力はいただいているんです。だけど、高齢化で最盛期の半分以下になっているんです、

会員が。ですから大分弱っていますね。入っていただければ、またいろんなことで名水の

再認識をしていただけると思いますので、ぜひお願いいたします。

【部会長】

次の資料２とかには、いろんな協働体制ということでいろんな団体も書かれていますけ

ど、そういったことによって興味ある市民の方にどんどん入っていただくような支援を。

市のほうもいろいろ協力されておると思いますけれども、いま一度その辺を検討いただけ

ればと思います。

ほかに、この水関係のまちづくりについてありますか。

【Ｅ委員】

フィールドミュージアムと書いてあるこの欄のところで、新幹線ができることによって

観光ギャラリーをつくるというところがありますね。ここで、いわゆるお水なんかをちょ

っと引き出してできるような構想を、入っておるかどうか私は詳しくわかりません、そこ

らあたり、お客さんからも、湯水のごとく出ているようなお水を何かテーマに入れてもい

いかなという気はするんですね。生地へ行かないと見られないという意味じゃなくて、箱

根の清水もあることですし、やっぱり目の前で水が出るのを見たら、魚津の駅なんかで見

ると、お客さんは周りに寄っておられますものね。

【部会長】

その辺は、計画とかで何か情報がおありでしたら。
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【事務局】

詳細な話は、現在整備中の話でもあるんですが、駅周辺整備の中に、水をテーマにする

というふうな空間設定、そういうようなことは配慮されているというふうには聞いており

ます。また、ここにありますフィールドミュージアムの玄関口としての地域観光ギャラリ

ー、これは展示空間になりますけれども、この中でも、もちろん水を展示テーマとすると

いうことは、展示の構成の中に入るということになると考えます。

【部会長】

何らかの形で検討されておると。その辺、ぜひそういった形で推進していっていただけ

ればと思います。

【Ｆ委員】

フィールドミュージアムなんですが、ここに、黒部川扇状地をと書いてあるんですけど、

もうちょっと広く上流のほうも。

【部会長】

愛本から上と。

【Ｆ委員】

そうですね。水をテーマという柱はそれでいいと思いますけど、水だけというわけじゃ

ないものになっていったほうがいいような気はします。あくまでも黒部川扇状地の自然の

いいところをいろいろ紹介すると。

【Ｇ委員】

今のことでさらに質問するんですが、黒部川というものを書くんじゃなくて、水全体と

いう意味でしょうか、Ｆ委員。

【Ｆ委員】

そこのところをどうしていくかということになってくるんだと思いますけど、もともと
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水博物館というものからスタートしているんですが、これで何となく黒部市の活動みたい

に変化してきているのかなという気がして、その辺、どういうぐあいに変化していくのか

なというところなんです。そういう中で、黒部川、あるいは……。

【Ｇ委員】

やっぱり同じ意味でなんですが、私は布施川の水を飲んできたんですよね。黒部川とい

うと、ここの三角州だけを見ている。もっと言うなら、フィールドミュージアムの構想と

いうのは、ずっと黒部川だけじゃなくて、魚津のほうまでも、言うなら、片貝川も入って

いるんですね。そういったようなことからして、地下水なんかについてもやっぱり、黒部

川に限定することはないんじゃないかなと。黒部市なんですけれども、そこらのことは気

になりますので、Ｆ委員の言われるように、黒部川ということに限定するのはいささか問

題があると思います。

【部会長】

この辺の扇状地と入れられたところを、また今ほどの意見を参考にして、ほんとうに黒

部川扇状地というのはすごい有名なあれなので、場所的にもその辺になるかとは思うんで

すけれども、そういったほかのエリアも含めた内容の形の文面にまたご配慮いただければ

と。

【事務局】

このフィールドミュージアム構想の推進という現況と課題のところのものにつきまして

は、文中に、新幹線駅周辺の整備にかかわるものというふうに、あえて新幹線という言葉

も出しております。したがって、新幹線の駅におりられる方が、黒部市だけではなくて、

広い行動範囲を対象とされる方もおられるわけでありますので、地域観光ギャラリーとい

う展示空間の中でも、黒部市の情報だけをここで出すということにはもちろんなりません

し、黒部川扇状地を主なエリアというふうに、あえて主なというふうに書いてある部分に

つきましては、黒部川流域、扇状地を超えて、場合によっては、新川広域圏と申しますか、

そういう行政区域を超えた広い領域を想定して、この文章の中に表現してあるというもの

でありますので、限定したものということにはなっておりません。
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【Ｇ委員】

わかりました。

【部会長】

新幹線の駅が、訪れる方はそこが玄関口ということで、今後、それを含めてご検討いた

だければと思います。

ほかに何か、水のまちづくりということでないでしょうか。

それでは、ないようでしたら、最後、５番目、再生可能エネルギーの利活用ということ

で、現況と課題等につきまして、ご意見、ご質問、ありましたらお願いいたします。これ

は結構赤い字がいっぱいあって、５年前といいますか、前期よりは大分社会環境も大きく

変わってきている中で、かなり内容も増えてきていると思いますけれども、どちらかとい

うと、新たに書いてあることがいっぱいありますけど。

【Ｆ委員】

さっき出ていた流木はこちらの方が。

【Ｉ専門委員】

最初のページよりは、こちらのほうがなじむかもしれないですね。

【部会長】

どうしてもこっちのほうに近い。先ほどの出ていた部分、Ｉ専門委員のほうから出てい

た流木、昔は、まきとかでよく使われたと。小水力なんかも、もともとはダイロか何かで

各家庭でやっておったものが、ちょっと別な意味で使われて。そういった感じもどこかに

取り込められれば。

【Ｆ委員】

ちなみに、流木というのは量的にはどのぐらいなんですか。

【Ｉ専門委員】

 大量にあります。もちろん年によって出てくる量は違うんですけれども、何百㎥という
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感じで出てきて、今は持っていっていただくだけでは余っていて、お金をかけて処分して

いるような感じですね。

【Ｆ委員】

処分するというのはどういう処分をなさるんですか。

【Ｉ専門委員】

産業廃棄物ですので、処分場にお金を払って、運び込んで処分してもらう。もったいな

いといいますか。

【Ｅ委員】

そのほかに何か使うとか。

【Ｉ専門委員】

そういうところでチップにしたりもしています。単純に燃やすだけではなくて、処分場

でチップにして、そういう処分をしたりしているところもあります。

【Ｅ委員】

肥料で、チップ材にして、畑とかにまいておられますね。

【Ｉ専門委員】

多分、そういうふうに売るのと処理する費用では、きっときちんとペイしないので、受

け入れるときにもお金をもらって受け入れているというような状況なんじゃないかなと思

います。

【部会長】

持っていったらお金を取られますね、大きいやつはね。

【Ｉ専門委員】

最近の方は、おのじゃなくてチェーンソーで切られる方が多いんですけれども、流木と
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いうと、少し石をかんでいて、チェーンソーが傷むので嫌だという方もいらっしゃるので、

今は、川の中に立っている木をご自由に切って持っていってくださいということもやった

りして。それは、石をかんでいるわけじゃないので、どなたでも、チェーンソーで切って

いけば持っていけるというようなこともやっていますので。

【Ｇ委員】

立っている木などを切るときには、やっぱりどこかで管理されているはずだと思います

が、どこへ申し込んでどれぐらい切れるのかというようなことが広く市民にＰＲというの

はされているんでしょうか。

【Ｉ専門委員】

一応、ホームページと、あと新聞に記事を載せていただいているんですけれども、新聞

といっても１回だけですので、なかなかお目にとまらないところはあるかなというような

ところはちょっとあるんです。

【部会長】

流木関係も、ＰＲすることによって、知らん人もおられるでしょうから。ここにもＰＲ

するというような内容を盛り込んでいただくか、そのあたり、またご検討いただければと

いうふうに思います。エネルギーという視点で、流木を活かすと。

【Ｇ委員】

質問なんですけれども、下水道によるバイオマスというものが書いてあるわけなんです

が、これは今のところは大型のものしかないんじゃないかなと思います。しかし、こうい

うふうに書くときには、市民全体に行き渡るわけなんでしょうから、現状と、今、どこで

どのようなバイオマス設備ができているか、わかっていたらお知らせ願いたいと思います。

【事務局】

黒部市の浄化センター、総合公園の横に黒部の処理場がございます。その中に、バイオ

マスエネルギー利活用施設ということで、昨年の５月から稼働しておりまして、これは、

下水道汚泥、それと浄化槽汚泥、黒部川農業集落排水、それの汚泥と食品残渣、コーヒー
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かすですが、これをミックスさせて、発酵させて、それをガス化にして、発酵させるとき

に加温のエネルギーとか、あるいは、マイクロガスタービンといって、余ったガスで電気

を起こしながら、場内の電気として一部使用しながら、今現在、運転しているところでご

ざいます。

【部会長】

そこの中で使われておる。どこか外部にとか、行ったりはしない。

【事務局】

ガスはほとんどその中で使用しております。それで、最終的に、乾燥汚泥として出てき

たものを、肥料とか、あるいは発電用の燃料として一応使用するような形で今進めており

ます。

【Ｇ委員】

込み入ったことなんですが、タービンの発電量というのは、今、どれぐらいのものが設

置されて、実績はどれくらいになっているんでしょうか。

【事務局】

９５キロワットのマイクロガスタービンを現地に設置しておりまして、９５キロワット

というのが、家庭用として８０戸分ぐらいの電気を起こせるということで、今現在は、起

こした電気を場内の電気使用の一部として使っております。

【Ｇ委員】

ありがとうございました。

【部会長】

ほかに何かございますでしょうか。

【Ｅ委員】

課題の整理の２番なんですけど、食品廃棄物などの収集とか再生利用システムの構築の
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件ですが、私、個人的なんですが、例えば宇奈月温泉とかああいうところは、大量な食品

廃棄物が多分出ておると思うんですね。それは収集車が集めていって、燃やしておられる

と思うんですが、私、隣の新潟とか福井のほうとか、ちょっと見学に行ったところ、こう

いうものを再生利用というとおかしいけど、今みたいに乾燥させたり、その日、集めてき

た学校給食の残りを、その日に乾燥させて、循環型農業の資材のものに、チップなり玉状

にする工場を見たり、庭木の剪定した小さい小枝があるでしょう。ああいうものを何十セ

ンチぐらいに切ったもので、ばつばつと切っていくところがあったんですよね。ですから、

ああいうことも少し何か考慮して今後考えていかなくちゃいけないかなと。皆さん、結構

庭木の剪定とか、これは二、三十センチまではカットできるらしいんですけど、チップ材

にして、それを発酵させて。無料にするところもありましたけど、有料で１００円、２０

０円で切るところもありますね。そういうこともこれから考えていくのに、何かみんなで

考えていったらいいかなという気はしますけども。

【部会長】

何かそういうのは考えられたりされたと思いますけど、食品からの話、それから枝の話

もありましたけど。

【事務局】

市のほうといたしましては、バイオマスタウン推進協議会という協議会がございまして、

その中の報告の中で、１つの方法としては飼料化。いわゆる飼料として、動物性たんぱく

質とかそういったものを含んでいるものを、馬、牛とか豚とか、飼料化をして動物に与え

るという、そういう方法と、それから堆肥化ということで、今現在、ある企業が木材リサ

イクルセンターということで扱っておられるわけですけれども、そういった木材について

の堆肥化。それからもう一つは、燃料化ということで、今現在、上下水道部のほうで取り

組んでおります家庭のディスポーザー、いわゆる食品廃棄物、生ごみ、そういったものを

台所を通じて下水道施設内へ流して燃料化にすると。先ほど課長が言いました、そういっ

たものに利用するというふうな３つの点について、協議されたわけであります。そういっ

た３つの方法について、一応、メリット、デメリットがあるわけですけれども、その方向

性として、一番最後に無臭化、燃料化ということで、これからはそういう方向でもって進

んでいきたいなという方向性は持っております。
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【部会長】

ありがとうございます。

検討されておるということで、またどんどん進めていただければと思います。

ほか、何かないようでしたら、現況と課題、施策の展開方針について一通り終わったわ

けですけれども、また次、具体的な施策の内容、事業者へのメッセージ等という資料２の

ほうへ入るんですけれども、振り返って、言い忘れたことといいますか、１のほう、全体

を通してありましたらご意見をいただければと思いますけど、よろしいでしょうか。

資料２で、また同じ分野ずつ進んでいくような格好になるかと思いますので、この協議

事項の１、資料１に基づく分については、これで一たん協議は閉じたいと思います。

それでは、（２）のほう、資料２に基づく協議に入りたいと思いますけれども、事務局

のほうより、ご説明をいただければと思います。

（ 説 明 ）

【部会長】

それでは、最終形は、冊子、皆さんお持ちのこういうような形で一連の流れになるわけ

ですから、今、事務局からお話がありましたとおり、先ほど議論いただきました現況と課

題関係もあわせ持って見ていただければと思います。

それでは、１―１．自然環境の保全について、施策の内容と裏面にもあります、市民、

ＮＰＯ、事業者等へのメッセージを含めてご意見、ご質問等をいただければと思います。

【Ｊ専門委員】

国立公園の観点からいいますと、環境の保全と利用というのが大きな目的になっていま

して、資料１のほうでも、安全な登山道の提供ということで実際いただいていますので、

利用の観点を施策というふうに、こちらの施策の内容のほうに盛り込んでいただいたらい

いかなと思います。

【部会長】

利用観点。
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【Ｊ専門委員】

保全の推進ということで、保全の取り組みということが事業メニューとして挙げられて

いると思うんですけれども、利用の推進という観点からの施策も、環境省もやってもらっ

ていますので、ぜひそういった観点も事業メニューというので盛り込んでいただければい

いかなと思うんですけれども。

【事務局】

Ｊ専門委員のほうから、今、利用の観点ということであります。今回、目標数値の中で

も、１つ新たに黒部峡谷での解説回数ということを目標数値に入れさせていただいたわけ

であります。そのうちの、今、表題のほう、環境保全の推進のみじゃなくして、この辺の

利用の観点ということも１つ検討させていただきたいと思います。

【部会長】

ちなみに、解説回数、年間３,０００ということで１日１０回・・・。

【事務局】

Ｅ委員もおられますけど、ナチュラリストの方中心に。

【Ｅ委員】

例えば、１日といっても、１回きりとかじゃなくて、トロッコで２５分置きぐらいにお

客さんがいらっしゃるんです。その中に、自然解説を希望される方、または、歩かない方

とか、その場でちょっと説明とかと、そういうことも含めておりますけど、回数は、ほん

とうにしっかりと見るのに、ちょっとお連れしたようなグループの数です。そこの場でい

た数はあまりとっていません。今言うように、日曜、祭日とかそういうこともございます

けど、人数というよりも、要するに回数ですね。人数は１０人のグループも２０人のグル

ープもありますから、そういう解説の対応の数。

【Ｆ委員】

人の数というのはどのぐらいおられるんですか。
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【Ｅ委員】

私たちは、当番で２人ずつしか行っていないです。だから、夏とか秋は１日しゃべりた

くなくなるんですね。それぐらいいらっしゃって、食事しておる時間もないぐらい。ビジ

ターセンターが今できるのを楽しみにしているんですね。ちょっとそこをフォローできる

かなと。

【部会長】

目標値がどんどん高くなっておりますから、また頑張って。

ほかに何かございますでしょうか。

とりあえず、ざっと流してみて、また戻ってもいいかなと思いますので、続いての、２

のほう、河川・海岸環境の保全と整備のところ、これについては、あまり赤が入っていな

いということで、以前からの数値等が変わっているところは少しですけど、これについて

は何かありますでしょうか。

【Ｉ専門委員】

①砂防事業に入っている黒部川総合土砂管理の促進というふうになっているところなん

ですけれども、多分、総合土砂管理自体は、砂防事業だけではなくて、もうちょっと幅広

いメニューの中でやっていて、例えば、ダムからの排砂なんかも総合土砂の一環ですし、

海岸事業で、海岸まで流れきた砂をうまくコントロールするというのも総合土砂の一環だ

という視点なので、ちょっと書きぶりが難しいかなと思うんですけれども、そういう視点

で少し見直していただければいいかなということが１つございます。

それともう一つは、この総合土砂自体も、河川管理者の立場としての国だけではなかな

か難しくて、黒部川の上流の河川区間、県で管理されている区間があるので、そことの連

携と、あと、電力会社さん、いろいろな土砂等の施設をお持ちなので、こういうところと

我々、連携する打ち合わせの場を持ちながら、実際に今やる場をつくってきていますので、

そういうところもうまく書き込んでいただければいいかなと思いました。

【部会長】

意見に何か。いいですか。
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ほかに何かございますでしょうか。

ないようでしたら、次の１―３．森林環境の保全と活用の施策内容、事業者等へのメッ

セージに行きたいと思います。

私のほうからですけれども、今までのは全部、協働体制のところにいろんな団体の方が

挙がっておるんですけれども、ここの森林関係については空欄で、もともとないのかもわ

からないですけれども。どうなんですかね、先ほど、国立公園の話とか、あと下のほうに

里山のほうに行けば財産区とか、振興会が値するのかどうかわからないですけれども、頭

の治山工事とかそういうのはないんでしょうけれども、里山整備とかそういうのは、何か

そういう協働体制として一緒に連携してやっていかんとだめだと思うので。一切全部市の

ほうでやるような、事業主体のほうだけでなっておると思うんですけどどうですかね。

【事務局】

今いわれました里山整備等の推進については、役割分担としては今言われましたように、

地元の皆さんでやっていただく部分が多いわけでございますが、やはり、現実を見ると、

各地区地区細かな部分での団体という形で、市でまとまったような団体というのは現実な

いものですから、協働体制という形ではなかったんですが、ただ、整備の推進とすれば、

地元の皆さんと一体的にやっていきたいという考え方での取り組みを考えております。

【部会長】

私は詳しくないのであれなんですが、一緒に活動されたほうがより、団体でおられれば

ここに書かれたほうがいいかなと思いましたので。

【Ｅ委員】

今の話なんですけど、子供たちじゃだめなのでしょうか。協働体制という中で、強要は

できないと思うんですけど。緑の少年団とかやっておられますので、ああいう活動を含め

て、何か入れたらどうか。水の少年団とかも、入れたほうがいいかなという気がしますね。

それともう一つは、私、よくわからなかったですけど、１番目の治山事業の保安林の改

良というのはどういうようなことを示唆するのか教えてください。

【事務局】
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保安林改良の推進というところで挙げさせていただいておりますが、保安林の改良とい

うことで、山の山腹が荒廃して、土砂が崩れたりして、山が崩壊してくることを防止する

ために、木を植えたり、広葉樹、針葉樹等を植えまして、山腹の崩壊を防止するという意

味で、保安林の改良という形で項目として挙げさせていただきました。木を植えたりする

ような、あとは、木は植えても、雪で傾いたりしないように、支柱を添えたりするような

ことも含めましての改良という形で挙げております。

【Ｅ委員】

整備も兼ねてね。それとあわせて、これは混合林的に持っていかれるわけですか。それ

とも、また杉は杉でやっていかれる。

【事務局】

今出ましたが、今、県のほうでは、戦後、針葉樹ということで杉を中心とした形での森

林整備が進んできたわけですが、今は混交林、広葉樹、針葉樹を交えた森の再生にしてい

く形の方向に変わりつつあるような状況でございます。

【部会長】

今年はあまり気にならないんですけど、去年ぐらいですか、すごい茶色い何か。あれは

何か対策みたいなのは。一時、立ち枯れというか、春先ぐらいに。

【事務局】

カシノナガキクイムシ等でブナ、ナラ等の木の立ち枯れがございました。こういうこと

につきましても、水と緑の森づくり税事業で、先ほど言いました、納税者各１人５００円

集めている中で、そういうほうも今後取り組もうというふうでやっております。それで、

そういうような中で、項目でいいますと、②の豊かで美しい森づくり事業にその分が該当

しております。

【部会長】

ほか、何か、この森林環境で。よろしいですか。

次の項目に、行かせていただきます。それでは、水を活かしたまちづくり、１―４、そ
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ちらのほうの施策内容等についてご意見をいただければと思います。何かないでしょうか。

水のまちづくりと、名水会さんのほうからも名水のＰＲをもっと大々的にという話も先

ほど出ていましたけど、ご存じだと思うんですけど、水のキャラクターということで、ウ

ォー太郎というのが十何年になりますが、青年会議所が主体になってつくっていましたの

で、そこのメンバーが中心になって動いていますけど、そこについては、比較的活動の人

間は若いので、ゆるキャラの、昨年は全国大会も出たりですとか、要は、キャラクターを

どちらかというとＰＲしながら、水、黒部をＰＲしようというような団体もあるので、ウ

ォー太郎も市報にも載ったりして大分認知されておると思うので、もしそういった名水の

キャラクターというのもここに入れていただいてもいいかなと思っていたんですが、また

ご検討いただければと思いますし、団体ということであれば、そういった受け皿となって

ウォー太郎サポーターズクラブというのがありますので、またご検討いただければと思い

ます。

ほかに何か、まちづくり系のことで。これについては、結構協働体制ということでいろ

んな団体の方がかかわって、まちづくりですから、いろんな応援の方が動いていると思う

んですけれども。

【Ｅ委員】

宇奈月温泉の研究・開発支援という項目があるでしょう、水源利活用推進事業の中で。

それで、この宇奈月温泉の研究・開発支援というのはどういうようなことを思っておられ

るか、ちょっと教えてください。

【部会長】

ご担当の方は。宇奈月温泉の研究・開発支援ですね。

【事務局】

宇奈月温泉のかたかご会という会がありますが、そこで温泉を利用した、つべつべ美肌

の湯でありますとか、あるいは、温度を利用した温度差発電の研究、そういうような研究

をこれから。温度差発電については、研究の緒についたばかりということで、それが市内

のいろんな企業間のクラスターを形成しながら共同研究していくという流れがありますが、

そういうようなところに対して市が支援していくということでございます。
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【Ｅ委員】

水が語源ですけど、そうすると、私、せっかくならば、水を活かしたまちづくり１―４

の章には、やっぱり水と温泉を活かしたまちづくり。温泉もあるけど、水といったら、み

んな飲む水なり、命の水しか頭へ行かんと、温泉はちょっと横へずれたような感覚を持つ

ものですから、ただ、１字、この代名詞に何かちょっと足されてもいいかなという気も半

分しましたし、そして今おっしゃるように、温泉水の利用で、今年の大雪だけど、宇奈月

温泉街は、地中電柱化の中で、道路に、行ったお客さんが、宇奈月温泉へ行ったけど、雪

がちっともなかったよと。何でだろうということを質問されたんですよね。要するに、温

泉水を流した道路なんです。そういう宣伝でもあまり行っておらんようなところがあるも

のだから、飲むほうばかりもいいけれども、そういう電気プラスアルファの活用があると

いうことを含めたもので、そういう水を活かしたまちづくりの中に、ちょっと温泉のこと

は頭の中にちょっと入れてあげたらいかがかなと。そういった中で、商工を兼ねたもので、

石けんとか何か宣伝文句が入ってきますのでと思いましたので。

【部会長】

そうですね。そのとおりだと思います。水という中に、温泉も、非常に大きな資源だと

思うので、確かに、今言われたように、どうしても飲み水が前面に出てきておるので、そ

ういったのもまたちょっとご配慮いただければと思います。

【Ｈ委員】

指標なんですけれども、下のほうに、主な指標と目標値が書いてありますね。宇奈月温

泉の研究・開発参加者だけなんですね。これですと、全体を評価する尺度としてはちょっ

と不十分なような気がするものですから。寂しいなと。前期と比べてもほとんど変わって

いないのに、また同じように掲載してあると。この辺、何に力を入れるのかということを

もうちょっとはっきりさせたほうがいいような気がするんですけど。ちょっと提案です。

【部会長】

これは、多分、ほんとうはまちづくりはかなり幅広くて、判断する指標とか目標値はい

ろんなところがあるので難しいところだと思うんですけど、ぜひ、わかりやすいように、
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どこかに訪れた人とか、そういうのもあるのかもしれませんし、観光客のアンケートとか

そういうようなのもあるかもしれないし、またちょっとその辺、いろんなまちづくり系の

話だもので、観光客さんとかそういうことも含めて、指標、目標値をご検討いただければ

と思います。

ほか、何かございますか。よろしいですか。

続いて、１―５のほう、最後の項目になりますけれども、再生可能エネルギーの利活用

の施策の内容、メッセージに行きたいと思います。こちらのほうで、ご意見なりご質問が

ございましたらお願いします。

【Ｉ専門委員】

先ほどのお話で、宇奈月温泉の温泉エネルギーの熱エネルギーの利用みたいな話があっ

たので、ここにもちょっとかかってくるのかなと思ったことと関連して、宇奈月温泉でで

んき宇奈月プロジェクトでしたか、自然エネルギーを使って観光に結びつけていこうとい

ういろいろな取り組みをされているので、それについて、ここで触れないと寂しいな、せ

っかく頑張っているのにという感じがしたので、ここで取り上げていろいろな形で市とし

てもバックアップしていくというような姿勢を出すとよいのではないかなと感じました。

【部会長】

結構マスコミも取り上げられたりしていますし、今の意見も十分配慮いただいて、その

意見に関して何か。

【事務局】

おっしゃるとおり、全国的にも先駆的な取り組みということで、いろんな団体なり報道

から注目を集めている取り組みであります。ねらいは自給自足みたいなことを目指してい

て、そういうまちづくりの視点で取り組んでおられますので、再生エネルギーである温度

差発電、あるいは小水力、あるいはそれを、今、開発中の電気バス、小さい10人乗りです

けども、活用するという取り組みもございます。何らかの形で支援していく方向で検討さ

せていただきたいと思います。

【部会長】
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宇奈月の温泉とかも、ここの第１部会以外のところで、多分いろんなところで取り上げ

られているとは思うんですけど、その辺の自然のほうに入るところは入るし、いろんな意

味で調整はそちらのほうでしていただくとして、そういったご意見も十分踏まえていただ

きたいと思います。

ほかに何かありますでしょうか。

【Ｄ委員】

これは、水に関するイベント及び全国ＰＲの推進と書いてあるんですが、名水会では、

毎年全国名水サミットに毎回参加しております。

【部会長】

水に関するイベントですね。

【Ｄ委員】

はい。かつては市のほうからも出ておられたんですが、今、名水会だけで。やっぱり参

加すると、黒部の名水のＰＲもできるわけなんです。

【部会長】

これは大体参加団体というのは、ある程度持ち回りなんでしょうか。

【Ｄ委員】

何年前か、黒部のコラーレで第何回だったかやったことがあるんですね。各県持ち回り

で。

【事務局】

黒部でやったのは平成元年。第５回全国名水サミットです。

【部会長】

資料２のほうは、手短というか、さっさと行ったので、前のほうも含めて、今気づいた

こととかを含めてでも構いませんので、１―１．自然環境の保全のところから全般にご意
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見いただけたらと思いますけど。よろしいでしょうか。

最初の資料１のほうでも構いませんけど。よろしいでしょうか。

そうしましたら、一応、今日予定していました協議事項（１）（２）、それぞれ一通り

進めさせていただいたわけですけれども、まとめが中心の方がそこにおられますけど、特

に専門委員さんとかに聞いておきたいとか何か直接ありましたら。ないですか、よろしい

ですか。その辺は、また個別に。

それと、一応、こちらは第１分科会ということで、冊子の１番の自然共生ということで

進めておりますけど、全体会まで、なかなかほかのところに対する意見がないので、参考

意見となるとは思うんですけれども、ほかの部会のほうにこれだけはぜひ言っておきたい

とか、ぜひ質問してみたいということがあれば一応お聞きしたいと思うんですけれども。

分科会以外のことでないですか。

そしたら、ないようでしたら、またご質問用紙、提言、意見等、書く欄もあると思うの

で、直接事務局のほうに送っていただいてかまわないので、よろしくお願いします。

本日の協議は以上で終了したいと思いますので、その他、事務局のほうからお願いいた

します。

（ 説 明 ）

【部会長】

今、今後の日程についてありましたけど、今の件で何かご質問とか、ありますか。

ないようですので、これで議長の役目を終わらせていただきます。貴重な議論をありが

とうございました。

【事務局】

それでは、長時間にわたりまして、慎重審議いただきましてどうもありがとうございま

した。

以上をもちまして、総合振興計画審議会第２回第１部会を閉会させていただきます。本

日はどうもお疲れさまでした。

―― 了 ――


