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第４回 南砺市環境審議会 会議録 

日
時 

平成２４年１１月２８日（水）10:00～12:00 場
所 

南砺市井波庁舎 

３階多目的ホール 

出
席
者 

①南砺市環境審議会委員 

：安田会長、浦出委員、堀委員、奥野委員、横川委員、蓑口委員、長谷川委員、松本委員、

江田委員、中島委員 10名 （欠席者：水口委員、杉森委員 ２名） 

②事務局 ：三谷部長、表課長、横井副主幹 ３名 

③委託業者：㈱中部設計 ２名 

配
布
資
料 

①第４回南砺市環境審議会 会議次第 

②第４回南砺市環境審議会 座席表 

③資料１．計画素案 

④資料２．平成24年11月21日開催の庁内会議の協議結果を踏まえての変更点について 

⑤資料３．「南砺市が目指す環境像」の候補案の選出について 

⑥資料４．第５回市民ＷＧ会議（H24.11.26開催）で寄せられた意見について 

⑦資料５．南砺市環境基本計画素案についての意見書様式 

⑧資料６．特別栽培農作物ガイドラインＱ＆Ａ 

番号 議 事 内 容 

１ １．開会 

・事務局から、開会の挨拶を行った。 

２ ２．会長あいさつ 

・会長から、開会の挨拶を行った。 

３ ３．第３回審議会の会議録について 

・事務局から、第３回審議会の会議録を市のホームページで公開したことを報告した。 

（委員から指摘のあった事項を修正済みのもの） 

４ ４．議事 

・事務局[委託業者]（以下、事[委]という。）から、資料１、資料２、資料４、資料６を用い

て、計画素案の概要を説明した。 

・会長による司会進行で、委員に議事を諮ったところ、以下の意見が寄せられた。 

(1) 計画素案について  
 

発言者 内     容 

会長 只今、事務局から説明のあった計画素案について、みなさんのご質問やご意見をど

うぞ。 

委員 最後の方で説明のあった地下水について。地下水のくみ上げ過ぎで起きる地盤沈

下がある。金沢市では地下水のくみ上げの際の許可がとても厳しくなったと聞く

が、南砺市も融雪装置の設置のために地下水をくみ上げて問題になっているとこ

ろが何カ所かある。一級河川に近いところで地盤沈下が起きて、地盤が崩壊する

と命に関わるようなことになる危険性もある。生活と環境の全国大会で発表され

た内容によると、地下水のくみ上げによって家が沈没した件数が年間5,000件近く

あるらしい。地下水は地面と一緒になって大地を支えているので、水だけを抜き

取れば水脈が空気層になってしまい、当然地盤が下がってきてしまう。  
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発言者 内     容 

それからもう一つ、子どもの教育問題についてだが、昨年、市内の小中学校の環

境教育について問合わせたところ、内容がバラバラで熱心に取り組んでいるとこ

ろとそうでないところに大きな違いがある。学校の進め方にも問題があるのかも

しれないが、市としての方針をきっちりと定めておくことが必要だ。 

話は変わるが、先日、市の施設における冷暖房や電灯等の年間使用量を調べてみ

たところ、毎日100本以上の蛍光灯が削減できるのではないかと思った。一日数回

しか歩かないところに電気がついていたり、自動販売機の照明がついていたりと、

節電意識が盛り上がっていないようにも見受けられた。 

それから計画素案にもある森林問題だが、整備がすごく進んできている。例えば、

井波の閑乗寺から庄川沿いに至るところはきれいに整備されているし、井波の森

林組合が雑木を切って整備をする段階に入ってきている。そういう情報も市で捉

えてもらって、補助金は国だけではないので、地権者の方もいろいろお考えのこ

ともあるだろうから。その中で、生物多様性や絶滅危惧種等の問題についても常

にみていただきたいと思っている。 

会長 今の話題にあった環境教育や地下水の保全について、他にご意見があればどうぞ。 

委員 市内の子どもの環境教育の現状としては、例えば、とやま環境財団との連携で進

めている「とやま環境チャレンジ10（小学４年生が対象）」がある。これは夏休み

の期間中に子どもたちが自ら考えた省エネ対策を各家庭で取り組むもので、この

ような体で覚えながら進めていくものが、環境教育の原点になるような気がする。

他にも、社会科を中心として、自分達が住む地域の自然観察（用水や浄化槽等）

も行っている。５年生では理科等でもっと広い範囲の環境教材を使いながら勉強

したり、６年生では校内で取り組める環境によいことをスローガンに掲げたりし

ている。中学生では、家庭科や社会科を中心に学ぶ機会があって、例えば、「14歳

の挑戦」による野外実習もその一つ。ただし、取り組める期間が１週間程で、あ

とは学級活動の中での振り返り学習になるが。学校自身でスローガンとか、強化

月間を持つような取組みをしているところは数少ない。また、「14歳の挑戦」につ

いては環境よりも福祉を選ぶ生徒が多いこともある。 

当審議会等からの提言を受けて、教育委員会や各学校が自らのスローガンを出し、

取組みを持続的に行えるきっかけとなればと思っている。なお、市独自の環境教

材があるかについては、今のところ聞いたことはない。教育センターあたりでは

国や県が発行した教材を使って講習会を行っている感じで、子ども達には環境の

ことが書かれた下敷きが配布されるくらいだ。 

会長 中学校で行っている「14歳の挑戦」については、特に環境分野に限らず、福祉とか

さまざまな分野のメニューがある訳だが、その中で環境分野のメニューを増やす

といった施策を計画素案に盛りこむことは、一つのやり方かなと思う。 

委員 今の意見にも関連するが、５年や10年のスパンで考えるテーマだと思う。そうする

と、地形的な南砺市独特の環境がある。例えば、道宗道の研究を続けている方達

とか。その一環として、五箇山から飛騨山脈をみた鳥瞰図を実に精巧につくられ

ているものがあって、いろいろ活用されている。そういう鳥瞰図をみると、森林

が80％あることが実感できる。子どもの頃から10代や20代の人達にも、そういう

南砺市らしさを分かりやすいイメージで伝える、そういうことがこのプロジェク

ト、特に環境像のところでは大事なところだと思う。 
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発言者 内     容 

委員 話題は変わるが、南砺市には「地球温暖化防止活動推進員」が３名しかいないとい

う現状だ。人数の少なさのこともあるが、推進員になるには自ら応募する者の他、

自治体やＮＰＯ団体等からの推薦者もいるので、ある程度の基礎的知識や専門的

なことをご存じの方もいる。だから、そういった活動をしている推進員の意見を

積極的に聞くとか、発言できる場を与えて欲しいと思う。 
 

会長 「地球温暖化防止活動推進員」をもっと増やしていかないといけない。 
 

委員 計画素案にある「リーディングプロジェクト」について。なんとなく雰囲気は理解

できるが、２番目の「コツコツはじめよう！エコの環スマイルプロジェクト」の

ニュアンスは分かるが、例えば、キーワードを１つに絞ったり、もう少し分かり

やすくしたりした方がよいのでは。４番目の「エコの学び場、むすび場～」の「む

すび場」も分かりにくいが、特に２番目の「コツコツ～」が分かりにくい。 
 

会長 ２番目のリーディングプロジェクトのタイトル名が分かりにくいとのことだが。 
 

委員 雰囲気は伝わるが、中身がちょっと難しいような。若い人はパッと分かるだろうが、

実際に地域全体を守っているのは高齢者であるし、圧倒的にその人数も多い訳で。 
 

会長 「むすび場」の意味が少し分かりにくいというご指摘だが。 
 

委員 「むすび場」というのもちょっと。それと施策の大綱にある「市土
し ど

」という言葉に

ついても。辞書で調べたり、検索したりしてみたが、どこにも出ていないのでよ

く分からない。広辞苑にも出ていないし。 
 

事[委] この「市土」は、「自然災害に強い市土づくりの推進」で使わせていただいた訳だ

が、これについては「県土づくり」とかそういう意味合いを想定したもので、例

えば、「災害」と「市土づくり」でインターネット検索すると、自治体の防災計画

等の中でも「市土づくり」を使っているケースが確認できたので用いたものだ。 
 

委員 ただ、やはり聞き慣れない言葉だということも事実なので、注釈を入れる配慮が必

要だと思う。 
 

委員 私も分からなかったが、「国土」という言葉がある。「国土」であれば、みなさんが

一般的にイメージされるものだと思うので、そういう意味合いを市に置き換えた

という風に解釈しているが。 
 

委員 国内で行政には国土は使わない。国の地面であり市の地面であるかもしれないが、

簡単に「市土」というのはとんでもない。災害があれば別だが。 
 

事[委] ここでいう「市土」は、市が所有する地面という意味で用いた訳ではない。「市土」

を用いるとすれば注釈を入れることで対応しようと考えていたが、それよりも、

もっと相応しい言葉があるようなら、是非みなさんからご意見を頂戴したいと。 
 

委員 今の例のように、作り手と読み手に乖離がある、分かりにくい言葉についての対応

として、他のところは分かりやすいのに、そこだけ敢えて用いるというのは不自

然な気がする。この他の頁でも、ちょっと言葉づかいで思ったのは、例えば17頁 
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発言者 内     容 
 

分野目標Ⅳの「快適・心の豊かさ」の中で他の目標にはない文章表現がある。日

記のような表現で「市内は見渡せば」とか「そんな」という言葉づかいがある。

書きぶりを他の目標に合わせた方がよい。また、同頁のイメージ像にある“市の

シンボル景観となっている「五箇山合掌造り集落」や～”にしても、ちゃんと「相

倉」や「管沼」と書いて欲しいとか、他の方では「瑞泉寺」や「善徳寺」や「縄

ヶ池」という固有名称があるのに、「五箇山合掌造り集落」の部分は固有名称が

ないことで印象がボケるというような取扱いはおかしい気がする。そういうとこ

ろの統一性を確認してもらいたい。 

また、環境像の写真に使われている「外国人による古謡こきりこ体験」は、これ

をみても何を体験をしているのか分かりづらいし、使うのなら、もっと体験風景

が分かるものを使うとか、そういう統一性をお願いしたい。 
 

会長 その他に私から確認したいことが一つ。先程の事務局の説明で、地下水の融雪装置

の節水対策を事務局案で提示したが、庁内調整の中でその施策を取りやめたとい

う話だったが、取り上げない理由として何があったのか。 

事[委] 庁内調整用の環境施策はリストにしても相当数だったため、取り上げられなかった

施策の個別の理由を全て把握できている状況に至っていない。理由については、

担当所管課に照会する必要がある。 
 

会長 事務局案では、どのような融雪装置の節水対策を提示したのか。 
 

事[委] “県と連携し、融雪設備管理者に対して、「消雪設備維持管理マニュアル」や「節

水啓発リーフレット」等を用いて融雪設備の効率的な運転を呼びかけます”と提

示した。 
 

会長 難しくて実現できないような内容とも思えないが。 
 

事務局 内容云々というよりは、「富山県地下水の採取に関する条例」に基づく規制地域の

指定状況をみると、市内から一番近いところで高岡地域くらいで、高岡や富山等

の都市部が監視地域になっている。市内の地下水位観測地点は福野地域の１ヶ所

だが、冬期には消雪や融雪で地下水をくみ上げる量は多くなるが、市内では今の

ところそういうことによる影響があまりみられないというか、富山県環境保全課

主催の地下水保全に関する会議の場での話も踏まえて、そういう結果になった。 
 

会長 南砺市は水が豊富で、確かに都市部に比べれば需要と供給のバランスとしては影響

が少ないかもしれないが、地下水を無駄に使わないという啓発のためにも、融雪

装置の節水対策を挙げておかれた方がよいのではと思う。もし、経済的に非常に

困難とか、技術的にも難しくないようであれば。 
 

事務局 広報的な対策であれば可能と思えるので、再度、担当所管課と調整してみる。 
 

委員 例えば、市内全体で考えた時に、私は城端に住んでいるが、山麓用水を冬期に使

用する率と、地下水をくみ上げて使用する率のはだいぶ違うのだろうか。 
 

事務局 恐らく、地下水が豊富なのは福野地域で、井波地域は出ていないし、福光地域はあ

まり地下水には恵まれていない。 
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発言者 内     容 
 

委員 城端地域については、山麓用水を農業用水に使っていると聞いている。 
 

事務局 城端地域も表流水
ひょうりゅうすい

を使用されているのではと思う。井戸水（地下水）を融雪装置

に使用する場合、私も建設現場を離れて久しいため、現在のしくみがどうなって

いるのかちょっと分からないが、その当時は自動感知器があって、気温が０℃に

なったら作動するような融雪装置だったが、その場合、晴天時で気温が低い時に

も反応するので、それではもったいないという話になって、気温と降雪量の関係

を組み入れて改善した節水型の装置（温度と融雪時の水の導電率を計測するセンサー等

がついているもの）に置き換わってきていたと記憶している。また、地下水が少な

い所では、交互散水や使い回しをするような工夫もされているので、節水と融雪

装置の効率的な運転という考え方は浸透してきているのではないかと思う。 
 

会長 そのような現状を整理して、県と連携しながら可能な範囲で融雪装置の節水対策

を必要な箇所で行うようにすることを計画に入れたらどうか。 
 

委員 住みよさを考えると、必要のない水がジャバジャバ出て、通行人にかかるのもよく

ないし、かといって凍結して交通事故になりやすいのもよくない。やはり、環境

の中で地下水のことも考えていかないといけないが、もともと融雪装置は雪を溶

かすことが目的な訳だから。 
 

事務局 地下水を使用している所は、割とジャバジャバになっていない。表流水を使用して

いるところ、例えば、井波も表流水なので、周りの路肩の雪が溜まって水が抜け

ないため、川のようになっているのをよく見かける。 
 

委員 富山県環境科学センターでは違う見方をしている。扇状地は水が下がっていくから

ある程度は地下水に問題はないが、井波や城端等、特に山に行くと地下水はそれ

も川の流れの一つである訳で。それが抜けると、地盤が沈下する心配がある。水

の層に沿って全部陥没するようなことが起こる。だから、山で恐ろしいのは水が

抜けて空気層になったところに地震が発生したときは一発でやられますよと。 

金沢市でも、地下水使用のためのボーリングは、市や県の許可がないと難しくな

っている。また、先程の発言のあった、田んぼの水については水利権は用水組合

が持っていて、夏は100％の水が流れていても、冬は25％しか流さないといったこ

とが行われている。そういうことを知っていないと、なんでも持ってきて、はい

水を流しましょうではなかなか難しいことだと思う。 
 

会長 他にご意見がありましたら、どうぞ。 
 

委員 １点。「新エネルギーの普及・活用」の施策中に「エコビレッジ構想の推進」があ

る。総合計画や環境基本計画が上位にあって、個別計画として「エネルギービジ

ョン」や「バイオマスタウン構想」がある訳だが、その個別計画自身が、推進計

画、推進できるところまでの求め方がされておらず、このまま埋もれてしまいそ

うな感じがする。今、桜ヶ池を中心にして、市長らが盛んに「エコビレッジ構想」

云々と言っているが、このままで進めば、エネルギーをどこかから輸入しないと

いけない形になる。エコビレッジは新エネルギーだけでなく、循環型社会の中か

らエネルギーをつくり出すという考え方が一般的なはずだが、今のままではそう 
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 いう形にはならないのではないかと思う。そういう意味合いで、この環境施策を

「エコビレッジ構想を策定し、推進します」から「循環型社会の形成の中から新エ

ネルギーを具体化します」への変更をお願いできないか。 

エコビレッジ構想が策定中の今、どんなエネルギーを持って来れるかではなく、

エネルギーを取り出すためにどうすればよいかという形で検討いただければ、も

っと新エネルギーに対する進め方が整理できるのではないかと。エコビレッジ構

想であっても、新エネルギーはつくっていかないといけないもので、その元にな

るのは循環だという意味合いを含め、環境施策の変更をお願いしたい。 
 

会長 39ページ(２)の①に書かれている環境施策の「エコビレッジ構想を策定し、推進し

ます。」に文語をつけ足すという意味で？ 
 

委員 「推進します」をやめ、「循環型社会の形成の中から新エネを具体化します」に置

き換えていただく。 
 

会長 「エコビレッジ構想を策定し、循環型社会の中からエネルギーをつくり出します」

というような表現で？ 
 

委員 それでもいいし、冒頭（施策中分類）に「エコビレッジ構想の推進」とあるので、

エコビレッジ構想はなくてもよい。残念ながら、今策定中の桜ヶ池周辺のエコビ

レッジ構想では、エコビレッジの定義がなされていないので。エコビレッジを子

孫の代まで云々という形で検討しますとかそういう段階なので、今のまま構想が

どんどん進んでいくと、あそこはエネルギーがない場所なので。 
 

委員 私も当初からエコビレッジだけが独り歩きしていることに抵抗があって、もう少し

補足説明がいるのではという感じを受けている。 
 

委員 特に南砺市みたいな小さな地域では、エコビレッジは必要だと思っているが、ただ

それをどうやって進めていくかに問題があるような気がしている。 
 

委員 例えば、散居村の屋敷林は、完全に完結型で行ってきた訳で。別に新しいことでは

ないはずなのに、ここで単独でポンと出ている。 
 

委員 ここで推進することを出すのはよいと思うが、この計画を受けた個別計画の中で、

そこまで具体的に出し切れていないのが現状で。エネルギー問題も環境の一環な

ので、ここで一言二言入れておかないと怖いのでは。 

エネルギーを環境の側面から考えていけば、循環型社会は物を段階的に使用して

いきながら、できるだけ省エネ的な、省物質的な形で進めるのが形であり、エネ

ルギーも同じ考え方になる訳で。エコビレッジ構想の定義にその流れ（考え）を

入れておかざるを得ない。 
 

会長 今のご発言は、次の施策目標の「循環型のまちを目指し、３Ｒと適正処理を推進し

ます」との関連で、ここでは廃棄物に関わることしか書かれていないので、循環

型はそれだけではないですよという意味合いの話になるという？ 
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委員 そういう意味ではないが、エコビレッジ構想そのものが、省エネと創エネでやらざ

るを得ない。それを物の循環の中でつくり出していかざるを得ないという。 
 

会長 エコビレッジ構想は、バイオマスタウン構想にも重なるところがあるように思う。 
 

委員 重なるところもある。だから、エコビレッジ構想が一つあり、バイオマスタウン構

想や新エネルギービジョンは一つの手法として使えばよい訳だが、残念ながらそ

のような流れにはなっていない。エコビレッジ構想でこれまで検討してきたこと

として漏れ伝わってきているのは、子孫の代までどんな生活をすればよいのか夢

だけを語りなさいというような形で進んでいて、そこに実際のエネルギーがどの

ような形で絡んでいくかが明確になっていない。 
 

委員 まさにそうで、私もその会議の分科会メンバーだが、まずは南砺市にどれだけの資

源があるのか、それから人口の推移はどうなるのか、そういった問題を別にして

夢を語りましょうじゃ、ダメなんじゃないかとその場で意見したところだ。 
 

委員 太陽光でやりましょう、バイオマスでやりましょう、地熱でやりましょう、そうい

う話あたりは出ても、じゃあ本当にどの程度のものが具体的にできるのかというあ

たりは、まだ全然捉えられていない。たまたま私もその分科会に入っているので、

じゃあ、みなさんがいろんな夢の絵を描いた、その描いた結果にどれだけのエネル

ギーが必要なのかを我々に提示して欲しいと、それによって我々としてはこれだけ

しかエネルギーが取れないと思っているけれども、その絵を実現するとなれば、足

りない分のエネルギーは作らざるを得ない。作るといっても、今更発電所を作る訳

にもいかないので、なんらかの循環型の中でやらざるを得ない。ということだけを

申し上げてきたが、次回にはその提示があるはずだが、もし提示がなければ、南砺

市のエコビレッジ構想は国の構想と全然離れた方向に行ってしまうのではと、エネ

ルギー消費型のエコビレッジになるのではという気がしている。 
 

会長 今のご発言の内容を検討して、環境施策として載せることができるかどうかだが。 
 

委員 さっきの言葉をちょっと入れ替えてもらえたら。それで次の段階へ移りますから。 
 

事務局 エコビレッジ構想は、今のところは桜ヶ池で行う事業として進めているが、将来的

には桜ヶ池の事例を踏まえ、問題点等を整理した上で、南砺市全体に展開してい

きたいという構想でもあるため、循環型の要素が入っているかもしれない。ただ、

エコビレッジ構想を策定している事務局の考え方が、今はこちらもしっかり掴み

切れていない部分でもあるので、そこらあたりを含め、確認させていただきたい。 

 

会長 循環型社会の中でエネルギーをつくり出すことは非常に重要なことで、これを進め

ないと今後のエネルギーはなかなか良くならないのでは。これができれば廃棄物

もエネルギーとして利用できるし。技術的なところや経済的なところでいろいろ

な課題はあるかと思うが、目指す方向としては非常に重要なことだと思う。 
 

委員 目指すのは重要だが、いわゆる循環できる資源がどれだけあるのかというデータが

何もない。グリーンイノベーション（環境関連技術を武器にした産業戦略のこと）には、

実際に利用できる方法がいろいろ書いてあるので、それを元にしてエコビレッジ 
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    構想を進めていけば早くできると思う。それから、南砺市では水緑環境整備事業

を行っているが、計画中に入っているか。国では、政権が変わってもこの事業を

しばらくは続けると思う。この事業で、自然や資源に関してもまだまだ目が向け

られるので入れておくべき事柄だと思う。 
 

 

事務局 環境基本計画でも少し載せてはいるが、小水力や太陽光といった、市内の新エネル

ギーの利用可能量については、新エネルギービジョンにおいて「市内で期待され

る新エネルギー量」として掲載されていて、そのうちどれだけ使おうかというこ

とぐらいまでは書いてあったように記憶しているが。 

 

委員 ただ新エネルギービジョンの内容は教科書的で、新エネルギーの使い方を紹介して

いるだけ。実際に南砺市としてどう活かすのかという内容はほとんどないから進ん

でいかない。それを一番心配しているところで。だからこそ、上位計画のこの計画

でしっかりエネルギー環境の方向性を書いておくことが必要かと。創エネ的な言葉

と循環という言葉をエコビレッジのところに入れていただきたい。 
 

会長 循環型というのは３Ｒと適正処理だけではないので、そこらあたりもしっかり押さ

えるようなことで。 
 

 

事[委] 計画の冒頭に少し触れた、本計画の根幹部分の基本目標の設定（12頁の「なんとの

未来を築き上げるための目標」）では、持続的な社会の実現には、国と同じ方向性

でもある「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の３つの社会の実現から

なるものという考え方で整理した。その中でエネルギー問題をみると「循環型社

会」の要素もあるが、地球温暖化防止に繋がる「低炭素社会」の要素も強いよう

に思う。余談だが、そもそも「循環型社会」の概念は、「循環型社会形成推進基本

法」が制定される前後に出てきたもので、そこではどちらかといえば廃棄物の３

Ｒや適正処理の推進を謳った要素が強く、環境省が発行している環境白書でも、

一時期は「循環型社会白書」と「生物多様性白書」で別冊になっていた。 

エネルギー問題は、大小はあるが「循環型社会」と「低炭素社会」の要素のどち

らも含んでいる。こうしたことを受け、施策の大綱（20頁）では「分野目標Ⅱ 低

炭素・循環」の大きな括りには入るが、重複する部分が大きいことや委員の方々

からよくご意見をいただいたこと、南砺市としてもエネルギー問題に力を入れて

いきたいということで、あえてエネルギーを別立てにして整理をしたという経緯

がある。このため、また「５．３Ｒ・適正処理の推進（循環型のまちを目指し、３

Ｒ・適正処理を推進します）」の中に入れ込み、整理するようなことは避けたい。 
 

 

会長 意図は理解した。 
 

委員 私もその整理の仕方でよいと思う。ただ、エコビレッジ構想はエネルギー問題の中

で唯一の具体化した事業なので、やるなら低炭素も含めて全部やらなきゃいけな

い。それだったら、「５．３Ｒ・適正処理の推進」にズーッと持って行くのはしん

どいので、先程からお願いしている施策の変更を一つお願いしたい。 
 

事務局 エコビレッジ構想の事務局と協議し、方向性の中に循環型の要素を盛りこむことで

問題がなければ、施策を修正する。構想では、桜ヶ池で具体的にやるものと構想

全体の方向性を分けて考える必要があるので、そのあたりも含めて確認する。 
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委員 施策の大綱を示した20頁の「分野目標Ⅲ 自然共生」で、野生生物との共生があ

るがそれだけでよいのかな。東日本大震災では、東北地方で日本古来の植物が全

部やられて、へんてこりんな花や魚でもブラックバスやらそういうものだけが今

も生きている。だから、生物多様性といったら、単なる野生生物との共生ではな

くて、もうちょっと深刻な問題として挙げておかないと、どういう風にして守っ

ていくのか。南砺市の山が崩壊する原因はそこにある。 
 

会長 今のご発言は、具体的にいうと何頁に対してのご意見なのか。 
 

事[委] 今のご意見に該当する頁は、野生生物との共生のことが書かれている、現況と課

題では60頁、施策の展開では64頁と65頁あたりになるのではないかと思う。 
 

委員 生物のことについては、何も書かれていない。 
 

会長 生物多様性のことについてなら、別の分野で記載があったかと思う。 
 

委員 生物多様性の記載はあるが、人間が生きていくための尺度でしか書かれていない。

植物や動物を生かしている中で人間が生きている。人間さまがあくまでも中心と

いう考え方でしか書かれていない。そこがおかしい。 

会長 その件については、50頁からの「７．貴重で優れた自然の保全」に自然公園や自

然環境保全地域、野生生物のことが詳しく書いてあると思う。 

ところで、私から確認したいことがある。52頁の「市内の絶滅危惧種」の表の備

考欄にある「絶滅＋野生絶滅」の説明を改めるべきでは。「絶滅」は野生と飼育の

ものが絶滅したもの。「野生絶滅」は野生が絶滅したが、飼育のものはいるという

意味合いなので、この備考欄の説明はおかしいと思う。今の説明文は、「野生絶滅」

にだけ当てはまる説明文なので。 
 

事[委] 今一度出典の資料を確認し、修正する。 

 

(２)環境像に関する意見 
 

発言者 内     容 

会長 それでは、次の議事、環境像について話を進めさせていただく。 

    只今の事務局からの説明のとおり、前回から今回までの審議会の間に、みなさん

方に投票いただいた「環境像の候補案」の集計結果をみると、「候補案③ 自然と

文化と人が響き合う里 なんと」と「候補案② 時空を超えて なんと美しい 緑

の里」の人気が高かったようで、１位総数や投票総数から重みづけして求めた点

数では候補案③が一番高くなっている。この結果で行くと、「候補案③ 自然と文

化と人が響き合う里 なんと」を環境像として取り上げることになるが。 
 

事務局 事務局としては、前回の審議会でも環境像のことを議事で取り上げたこともあるの

で、この会議の場で環境像を決めていただければありがたいと思っている。 
 

会長 それでは、まず、候補案③「自然と文化と人が響き合う里 なんと」と候補案②「時 
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空を超えて なんと美しい緑の里」のどちらにするか。どちらでもないという方は

どうしてそう思われるかも合わせてご意見をいただきたい。 
 

委員 投票数についつい影響を受けやすいが、小中学生がこの５年、10年、若い人とか、

そういうことを考えるとパッと見た目で飛び込んでくる言葉があった方がよいと

思う。そういう意味では「候補案⑤ 緑かがやく里 なんと」も捨てがたい。候

補案③の「響き」を漢字で書くと小学生にはちょっと難しいので、平仮名にすれ

ばまだよいのかもしれないが。南砺らしさからみると意外と候補案⑤もお勧めな

のではという気もする。それから総合計画の将来像との響きや兼ね合いもある。 
 

会長 「候補案⑤ 緑かがやく里 なんと」もよいという意見があったが、他にはどうか。 
 

委員 ただ候補案②や候補案③もやっぱり捨てがたいので、計画の中身や理念できちんと

位置づけたいところだ。環境像は視覚言語というか、目で飛び込んでくる絵のよ

うな感じがよい。 
 

会長 実際のところ、候補案②と候補案⑤の中身は一緒で、候補案②の「時空を超えて」

があるか、ないかが違うだけのような印象も受けるが。 
 

委員 確かに理念としては一緒だ。 

委員 私が候補案②を選ぶとすれば、「時空を超えて」が重いので、それなら「なんと美

しい緑の里」だけにした方がスッキリしてよいのではと思う。候補案③では「自

然、文化、人」の言葉を３つ並べてもよいのかという気もしているので。 
 

委員 今のご発言の「なんと美しい緑の里」だけにした方が、確かに見た目にも美しく、

分かりやすい。それにちゃんと「なんと」が入っている。「なんと美しい」と訪れ

た人が感動する。住む人もそう思うような意味合いとすれば、非常に美しい日本

語だなと。字面がすごく締まる感じだし。 
 

委員 私も「なんと美しい緑の里」がよい。「緑」も「なんと」も入っているし、「時空を

超えて」はいらないと思う。それから字体をどうするか、色合いをどのようにし

てやわらかく表現していくか、そういうことも大事だと思う。あとはメインにな

る環境像を少し補足（説明）するサブテーマ（言葉）をつけておけばよいと思う。 
 

委員 候補案②は南砺市にしか使えないフレーズで、候補案⑤の「緑かがやく里」は他の

市町村でも使える。「なんと」を「南砺市」と「すごく美しい」の２つの意味にひ

っかけているところにも非常に含蓄がある。小学生にでもパッと分かる合言葉だ。 
 

会長 配布された投票結果をみると、点数づけでは候補案③が15点で最も高く、１位総数

でも候補案③が一番多いようだが、これは「市民ワーキンググループ会議」の委

員のみなさんの投票数が多かったこともある。ただし、投票総数からみれば、候

補案③は、候補案①や候補案②、候補案⑤と２点しか違わず、どの案もそれなり

に評価はされていることが読み取れる。 

    本日の場で環境像を決定させたいとのことなので、先程から意見をいただいた候

補案③を少しアレンジした「なんと美しい緑の里」、それに投票総数がそれぞれ２

点差の「候補案③ 自然と文化と人が響き合う里 なんと」、「候補案① なんと 
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気持ちよい緑の里」、「候補案⑤ 緑かがやく里 なんと」の中から、みなさんに挙

手をいただいて、その総数が最も多かった候補案を最終案とする方法はどうだろう

か。 
 

委員 その前に少し分からないことがある。例えば、「候補案⑤ かがやく里 なんと」

はとてもよい言葉だと思うが、ここに住む、暮らす人達のこれまでの暮らしとか、

今後暮らしていく人の生活がこの「緑かがやく里 なんと」で本当に見えてくるの

か。誰かが守らなければならないし、守ってきた人があってこその今の南砺だと思

うとちょっと何か足りないというか。「人の暮らし」のことが、もしかしたら足り

ないような。単純な見方をすれば、自然だけがブワーと入ってきて、人の暮らしが

見えてこない気がして、そういう意味で、先日の投票時には候補案③を選んだ訳だ

が、そこらあたりをこのフレーズから読みとれるのかが気がかりなところでもある。 
 

会長 確かにイキイキとした自然を残すのに人の手は必要なことだと思うが、南砺市の特

徴としては、やはり森林があって、それから田畑もある。そういう自然との共存

の中で人の暮らしや文化が育まれてきたところがあって、自然すなわちここでい

う「緑」と市民には深い関わりがある。そこが南砺市の特徴ではないかと個人的

には思っている。他の市町村が使う単なる「緑」とは違って、南砺市の「緑」に

はいろいろな要素が含まれていて、自然はもちろんのこと、文化や歴史的遺産も

「緑」から派生してきているものだと。だからこそ、南砺市の環境像を考える時に、

やはり「緑」というのはかなり大きな重みがあるのではないかと思う。 
 

委員 こういう切り口もある。総合計画の将来都市像の「さきがけて緑の里から世界へ」

にある「緑の里」を環境像に重ね合わせることで、今、会長がご発言された形で、

この「緑」の中にこういう気持ちが込められていることを計画書のどこかに付加

してもらって。この環境像はそういう意図を込めて決められたのだという形を示

していく。 
 

委員 そうした方がこの計画における整合性みたいなものがきちんとする。 
 

会長 では、先程の話の続きになるが、候補案の①、②、③、⑤の４つについて、相応し

いと思われた候補案に挙手をいただくということでいかがだろうか。 

そうでもしないと、なかなか最終案を絞り込めない様子でもあるので。 
 

全員 異議なし 
 

会長 まず「候補案① なんと気持ち良い緑の里」の方は？（→０人）。次いで「候補案

② “時空を超えて”を省いた、なんと美しい緑の里」の方は？（→８人）。では、

「候補案③ 自然と文化と人が響き合う里 なんと」の方は？（→０人）、最後に

「候補案⑤ 緑かがやく里 なんと」の方は？（→２人）。 

そうすると、候補案②が８名、候補案⑤が２名ということで、環境像の最終案を「な

んと美しい緑の里」にする。それから、この環境像に先程の発言でもあった補足と

いうか、南砺市の自然や文化、歴史が全て森林、自然、緑から由来しているような

ことがわかる説明文を付け加えていただくということで。 
 

委員 それにしても、奥が深い。 
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発言者 内     容 
 

会長 ここでいう「緑」は、とても奥の深い「緑」だと思う。南砺市ならではの「緑」に

なると思う。 
 

事務局 補足文は、この環境像の枠の下に入れておくことでよいか。 
 

会長 それでよいと思う。 
 

委員 できればダイジェスト版等で広報する際に、このフレーズもそうだが、先程も話し

た南砺市の鳥瞰図がとても綺麗なので、南砺はこんなに凄いのかと感じとれる。 
 

事務局 その鳥瞰図は、無償で使用できる地図なのか。 
 

 

委員 以前、万華鏡で使わせてもらったことがある。ただし、国の補助金で作成された地

図なので、クレジットか説明をいれておかれた方がよいと思う。表紙全部に使っ

てもいいくらい位の素晴らしい出来映えで、南砺市の財産ですよ、あの地図は。 
 

会長 他に何かご意見があれば、どうぞ。 
 

委員 小さなことだが、環境像を飾る11頁の写真のことで少しだけ。城端の曳山祭りの写

真がちょっと分かりにくい。せっかく使うのなら、曳山がズラッと並んでいる写

真を持ってきているので、そちらの方と差し替えてもらった方がよいように思う。 
 

委員 この干し柿づくりの写真について、写っているのは高校生？小学生か中学生では？ 
 

事[委] この写真は、市のホームページで紹介している記事（就農青年育成懇談会の農作業体

験）を出典にしたもので、高校生で間違いないと思う。 
 

委員 こきりこ祭りの写真ももう少し見直さないといけない。 
 

委員 こきりこで、平高校が行っているものを使ったらどうか。 
 

事務局 こちらに載せている写真は、市のホームページ等に掲載されているものが中心なの

で、それに代わるような写真があれば、対応していきたい。 
 

会長 みなさん、ありがとうございました。本日はたくさんのご意見をいただいたが、ま

だご意見をお持ちの方は、後程、事務局からお渡しする意見書を使ってお伝えい

ただければと思う。 

では、予定していた議事が終わったので、進行を事務局にお返しする。 

 

５ ５．その他 

・事務局から、次回の審議会は来年１月の開催を予定していることを報告した。 

６ ６．閉会 

・事務局から閉会の挨拶を行い、第４回環境審議会は終了した。 

          以上 
  


