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１ 計画策定の背景                                                            

＊環境問題の変遷 

かつての高度経済成長期で経験した工場や事業場等から発生するばい煙や廃水等に起

因する公害は、各種の法規制や公害防止技術の進展によって克服されてきました。 

一方で、利便性や快適性を追求したライフスタイルや社会経済活動の規模拡大に伴っ

て、農地の減少や管理不足による森林の荒廃、市街地の空洞化・分散化により生じた地

域内の環境問題から、地球温暖化をはじめとする地球的規模の問題に至るまで、多様で

複雑化した環境問題が表面化してきています。また、地球温暖化に伴う気温上昇による

熱中症の搬送者数の増加や台風の大型化など、様々な影響が予想されており、自然的・

経済的・社会的状況に応じた気候変動への適応策が必要となってきています。 

私たち一人ひとりがこれら環境問題を「自分ごと」として捉え、将来の世代に対し、

良好な環境を引き継ぐことが可能な社会（以下、「持続可能な社会」という。）の構築を

目指し、速やかに進めていくことが求められています。 

 

＊国内の環境を取り巻く現状 

（１） 持続可能な社会の実現に向けた取組 

持続可能な開発目標（SDGs） 

世界では、気候変動や貧困などの様々な問題に直面する中で、平成 27 年（2015 年）

の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が全会一致で

採択されました。「持続可能な開発目標（SDGs）」は、発展途上国のみならず先進国を

含むすべての国が平成 28 年（2016 年）から令和 12 年（2030 年）に取り組む国

際目標として 17 のゴールと 169 のターゲットを設定し、「誰ひとり取り残さない」と

いう基本理念のもと、地球環境の保全と豊かさの追求を両立することを目的としていま

す。 

SDGs では、経済成長・社会的包摂・環境保護に関する課題に統合的に取り組むこと

で、持続可能な社会へ変革することが求められており、各国政府は当事者意識を持って

17 の目標達成に向けた国内的枠組を確立するよう期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （資料：国際連合広報センター） 

 

図 1-1 持続可能な開発目標（SDGs）における 17 のゴール 
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SDGｓの１７のゴール 

 

目標 1 
あらゆる場所のあらゆる形態

の貧困を終わらせよう 

 

目標 10 
国内及び国家間の不平等を見

直そう 

 

目標 2 
飢餓を終わらせ、全ての人が一

年を通して栄養のある十分な食

料を確保できるようにし、持続

可能な農業を促進しよう 

 

目標 11 
安全で災害に強く、持続可能な

都市及び居住環境を実現しよ

う 

 

目標 3 
あらゆる年齢の全ての人々の

健康的な生活を確保し、福祉

を促進しよう 

 

目標 12 
持続可能な方法で生産し、消費

する取り組みを進めていこう 

 

目標 4 
全ての人が受けられる公正で

質の高い教育の完全普及を達

成し、生涯にわたって学習で

きる機会を増やそう 
 

目標 13 
気候変動及びその影響を軽減

するための緊急対策を講じよ

う 

 

目標 5 
男女平等を達成し、全ての女

性及び女児の能力の可能性を

伸ばそう 

 

目標 14 
持続可能な開発のために海洋

資源を保全し、持続可能な形で

利用しよう 

 

目標 6 
全ての人が安全な水とトイレ

を利用できるよう衛生環境を

改善し、ずっと管理していけ

るようにしよう 
 

目標 15 
陸上の生態系や森林の保護・回復

と持続可能な利用を推進し、砂漠

化と土地の劣化に対処し、生物多

様性の損失を阻止しよう 

 

目標 7 
全ての人が、安くて安定した

持続可能な近代的エネルギー

を利用できるようにしよう 

 

目標 16 
持続可能な開発のための平和的

で誰も置き去りにしない社会を

促進し、全ての人が法や制度で守

られる社会を構築しよう 

 

目標 8 
誰も取り残さないで持続可能な

経済成長を促進し、全ての人が

生産的で働きがいのある人間ら

しい仕事に就くことができるよ

うにしよう  

目標 17 
目標の達成のために必要な手

段を強化し、持続可能な開発に

むけて世界のみんなで協力し

よう 

 

目標 9 
災害に強いインフラを作り、

持続可能な形で産業を発展さ

せイノベーションを推進して

いこう 

 

 

SDGs 副教材『私たちがつくる持続可能な世界～SDGs をナビにして～』 

（外務省・日本ユニセフ協会作成）より引用 
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パリ協定 

平成 27 年（2015 年）にフランスのパリで開催された COP21 において、京都議定

書以来の法的拘束力のある国際的な合意文書「パリ協定」が採択されました。 

世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃

に抑える努力を追求すること等によって、気候変動の脅威への世界的な対応を強化する

ことを目的として、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収の

均衡を達成することを目指しています。 

 

 

（２）国の「第五次環境基本計画」の策定 

平成 30 年（2018 年）に閣議決定された「第五次環境基本計画」は、SDGs の考え

方を活用しながら、分野横断的な 6 つの「重点戦略」を設定し、環境政策による経済・

社会的課題の「同時解決」の実現を目指しています。 

その中で、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱

し、各地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え

合う取組を推進していくこととしています。 

 

 

（３）循環型社会をめぐる動向 

第四次循環型社会形成推進基本計画 

平成 30 年（2018 年）に「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されま

した。第四次計画では、SDGs の考え方を活用し、環境的側面、経済的側面及び社会的

側面の統合的向上を掲げた上で、重要な方向性として、地域循環共生圏形成による地域

活性化、ライフサイクル全体での徹底的な資源循環、適正処理のさらなる推進と環境再

生などを掲げ、その実現に向けて国が講ずべき施策を示しています。 

 

食品ロス対策 

日本では、まだ食べることができる食品が、日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発

生しています。食品ロスの問題は、SDGs のターゲットの１つとして取り上げられるな

ど、世界的に解決すべき課題となっています。こういった状況を踏まえ、令和元年

（2019 年）に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、令和 2 年（2020

年）には「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。その

中で、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食

品ロスの削減を推進することが求められています。 
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プラスチックごみ対策 

プラスチックごみによる海洋汚染が世界的に注目されており、SDGs のターゲットの

１つにも「2025 年までに海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、

あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」が掲げられています。 

海洋プラスチックごみによる汚染は、世界全体で連携して取り組むべき喫緊の課題で

あることから、国は、令和元年（2019 年）に「海洋プラスチックごみ対策アクション

プラン」、「プラスチック資源循環戦略」を策定しました。また、令和 2 年（2020 年）

には、プラスチック製買物袋が全国で有料化となるなど、海洋プラスチックごみの発生

抑制対策が展開されています。 

令和 3 年（2021 年）には、プラスチック資源循環戦略を具体化するため、「今後の

プラスチック資源循環施策のあり方について（意見具申）」をとりまとめるとともに、

同年に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。

この法律案は、多様な物品に使用されているプラスチックに関して包括的に資源循環体

制を強化し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体にお

けるプラスチック資源循環等の取組（3R+Renewable）を促進するための措置を講じ

ようとするものです。 

 

 

（４）気候変動対策をめぐる動向 

国の温室効果ガス削減目標 

国では、令和 2 年（2020 年）に開会した臨時国会において、菅首相の所信表明演説

の中で、令和 32 年（2050 年）までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「2050

年カーボンニュートラル宣言」がなされました。この目標の達成に向け、令和 3 年

（2021 年）に「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定さ

れました。この戦略は、2050 年（令和 32 年）カーボンニュートラルを目指す上で取

組が不可欠な 14 の重要分野ごとに、目標、現状の課題、今後の取組が明記されていま

す。 

 

気候変動への適応 

気候変動により懸念される影響は、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削

減と吸収対策を最大限実施したとしても完全に避けることはできません。そのため、国

では、気候変動対策として、温室効果ガスの排出抑制対策（緩和策）と、気候変動の影

響による被害の回避・軽減対策（適応策）を両輪として推進しています。国では、平成

30 年（2018 年）に「気候変動適応法」を施行し、同年に「気候変動適応計画」を閣

議決定しました。計画には、７つの基本戦略として、分野ごとの適応に関する取組が示

されています。 
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南砺市の環境を取り巻く現況 

三方を山々に囲まれた南砺市（以下、「本市」という。）には、１，８００ｋｍ級の山

岳から砺波平野に至るまで、起伏の変化にとんだ地形が織りなす雄大な自然が広がって

おり、市域面積の約８割が白山国立公園等を含む森林地帯で占められています。 

これらの自然の恵みと先人の英知・努力によって、市街地には門前町や市場町が、田

園地帯には屋敷林に囲まれた家々が点在する「散居村」が、五箇山地方には世界遺産の

「合掌造り集落」が形成される等、風土に根差した独自の文化が育まれています。 

しかしながら、管理不足による遊休農地や荒廃した森林が増加したことで、自然の豊

かさが徐々に失われつつあります。また、自動車や電化製品の普及でエネルギー消費量

が増加し、社会経済活動の拡大に伴い、環境負荷が増大する傾向にあります。 

市※1 では「環境保全の推進やエネルギーの自給」を促進し、「農林水産業」「健康・医

療・介護・福祉」「教育・次世代育成」という“いのち”の４分野を連動させ、その中

に自立循環型のソーシャルビジネスを構築し、「小さな循環と連携」を進めながら総合

的なまちづくりにつなげていく「エコビレッジ構想」の取組を進めています。また、「エ

コビレッジ構想」を地域内で横展開・深化させることで「世界に誇る一流の田舎」を目

指し、SDGｓの「環境」「社会」「経済」の三側面から、令和 12 年（2030 年）のあ

るべき姿の実現に向け、「SDGｓ未来都市計画」を策定して取り組んでいるところです。 
※1 市の執行機関及び市議会で構成する地方公共団体としての南砺市を指します。 

 

２ 計画の目的                                  

本市では、「持続可能な社会」の構築に向けて、環境保全の貢献につながる取組を総合

的・計画的に推進し、「良好な環境を未来に引き継いでいく」ことを目的とした「南砺

市環境基本計画」（以下、「前計画」という。）を平成２５年３月に策定しました。前計

画では、本市が目指す環境像として「なんと美しい 緑の里」を掲げ、市・市民・事業

者・来訪者の協働により、環境保全・創造のための取組を進めてきました。 

前計画を策定してから９年が経過し、本市を取り巻く社会経済情勢や環境行政は大き

く変化しました。本市を取り巻く社会経済情勢や新たな環境課題に適切に対応し、目指

す環境像の達成に向けた環境施策を総合的かつ計画的に推進するために、新たな「第２

次南砺市環境基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

３ 計画の位置づけ                               

本計画は「南砺市環境未来づくり基本条例」第８条に基づき策定する「環境基本計画」

であり、「第２次南砺市総合計画」で示すビジョンである“将来像”及び“目指すべき

まちの姿”を環境の視点から実現するための最も基本となる計画として位置づけます。

本計画の策定にあたっては、国や県の環境基本計画との関連性に配慮するとともに、「第

２次南砺市総合計画」及び、市の個別計画・事業の内容との整合を図ります。 

なお、本計画は「気候変動適応法」第１２条の規定に基づく「地域気候変動適応計画」

を内包します。 
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４ 計画の役割                                 

本計画の役割を次のとおり設定します。 

・長期的な展望に立って、本市が目指す環境像を示します。 

・本市にかかわるすべての人が共通の認識のもとで、一体となって取り組む中長期的

な目標や施策を示します。 

・市民、事業者、来訪者がそれぞれの立場で取り組める環境行動指針を示します。 

・本計画を着実に推進していくためのしくみを示します。 

 

 

５ 計画の期間・目標年度                             

本計画の期間及び目標年度を次のとおり設定します。 

・本計画の計画期間は、令和４年度（２０２２年度）から令和１３年度（２０３１年

度）までの１０年間とします。 

・計画策定後に環境に関する科学的知見や社会経済情勢を取り巻く状況が変化した場

合には、計画の実効性を高めるため、必要に応じて計画を見直します。 

 

資料：「第２次南砺市総合計画（２０２０年３月）」南砺市 

図 1-2 第２次南砺市総合計画の構成と個別計画との関係性イメージ 

 
第２次南砺市総合計画の将来像 

誰ひとり取り残さない 誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ 
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６ 計画の担い手とその責務                            

本計画は、本市で生活や事業活動をしている全ての人の計画です。 

そのため、計画の担い手は、市のみならず、市民・事業者も対象であり、それぞれが

役割を担う必要があります。また、市内には自然的・歴史的・文化的な観光資源が豊富

に点在していることから、それらの観光資源に訪れる人（来訪者）も担い手の対象に含

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•市は、環境を保全するための中心的な役割を担い、市域における環境の状

況に応じて、総合的かつ計画的な施策の策定及び実施など、各主体とパート

ナーシップを形成しながら、環境負荷の低減に率先して努めます。

•また、各主体に対し、環境に関する情報提供や環境負荷の少ない活動の支

援に努めます。

市

•市民は、次世代に良好な環境を継承していくため、環境の保全について関

心を払うとともに、必要な知識を持つように努めます。

•また、日常生活や活動の中で、環境に配慮した暮らしを実践し、環境負荷

の低減を心がけます。

•さらに、市の環境施策に対して、積極的に参画・協力することが求められ

ます。

市
民

•事業者は、自らの事業活動が環境に大きな影響を与える、もしくは与える

可能性があることを認識し、事業活動を行うにあたっては、公害発生防止な

ど環境への配慮に最大の努力を払うことが求められます。

•また、地域社会の一員として、事業活動を通じて地域の良好な環境づくり

に積極的に貢献します。

•さらに、市の環境施策に対して、積極的に協力することが求められます。

事
業
者

•来訪者は、市の環境施策に対して、協力することが求められます。

来
訪
者

市とは、市の執行機関及び市議会で構成する地方公共団体としての南砺市を指します。  

市民とは、市内に在住・在勤・在学する個人、市内に拠点を有する法人等を指します。 
また、本計画では地域づくり協議会や市民団体も「市民」に含みます。 

事業者とは、市内に事務所や事業所を有する個人・法人・団体を指します。 
また、市外から事業活動で訪れる人も含みます。 

来訪者とは、市内の自然的・歴史的・文化的な観光資源に訪れる人を指します。 

備考）市・市民・事業者の用語の意義は、『南砺市まちづくり基本条例』平成２４年条令第２号を参照しています。 
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７ 計画の範囲                                 

＊対象とする地域の範囲 

対象とする地域の範囲は、本市の行政区域全域とします。 

また、地域により環境の特性や取組等が異なる場合も想定されることから、地域性に

配慮するものとします。なお、大気や水、地球環境問題等、流域あるいは広域で対応す

ることが望ましい事項においては、関連団体や組合、近隣自治体や富山県、国とも協調・

連携し、適切な対応を図っていくものとします。 

 

＊対象とする環境の範囲 

「環境」という言葉は、さまざまな言葉と組み合わせて用いられており、その用途も

多岐にわたっています。 

本計画が対象とする環境の範囲は、日常生活の身近なところから、地球レベルの拡が

りまでを幅広くとらえるものとし、次の５つの視点からとらえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球環境：地球的視野での取組が必要となる環境が対象

•温室効果ガスの削減、フロン回収、省エネルギー、再生可能エネルギー、３Ｒ（廃
棄物の発生抑制・再使用・再生利用）、食品ロス、海洋プラスチック、地球環境保全
に関する国際協力、気候変動影響への適応等

生活環境：日常生活において、人の健康や安全な暮らしにつながる環境が対象

•大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地下水・土壌汚染、化学物質、放射線量、
空き家・空き地対策等

自然環境：自然の保護・保全につながる環境が対象

•森林、里山、農地、河川、ため池、用水の公益的機能、植物、動物、生態系、自然
とのふれあい等

快適環境：心や暮らしの豊かさにつながる環境が対象

•身近な緑化、美化対策、雪対策、特色ある景観、歴史的・文化的遺産、郷土意識等

人をはぐくむ環境：

環境の保全や創造の推進のため、それを担う人やしくみをはぐくむ環境が対象

•環境情報の共有化、環境教育・環境学習、人材の育成、協働・連絡体制、環境と経
済の好循環等
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８ 計画の構成                                               
本計画の構成を次のとおり定めます。 

 

第１章 計画の基本的事項 【計画の基本的な考え方】 

本計画のあらましを示します。 

１．計画策定の背景 ２．計画の目的 ３．計画の位置づけ 

４．計画の役割 ５．計画の期間・目標年度 ６．計画の担い手とその責務 

７．計画の範囲 ８．計画の構成  

 

第２章 南砺市が目指す環境像 【計画の目標と施策の展開】 

南砺市が目指す環境像や基本目標を定めるとともに、施策の大綱を示します。 

１．南砺市の市域概況 

３．南砺市が目指す環境像 

２．基本目標 

４．施策の展開(環境保全に対する取組方向) 

 

第３章 環境像の実現に向けた取り組み 

【環境要素別の施策目標毎の現状と課題、施策の展開】 

環境要素別の施策目標毎に整理し、環境指標を定めます。 

市（行政）の取組だけでなく、南砺市にかかわるすべての人の自主的な取組が不可

欠となるため、日常生活や事業活動の中で望まれる環境配慮行動を例示します。 

１．分野目標１ 地球温暖化対策 ２．分野目標２ 安全・衛生 

３．分野目標３ 自然と共生 ４．分野目標４ 快適・心の豊かさ 

５．推進機軸  人・しくみづくり  

 

第４章 計画の推進 【計画を進めるためのしくみ】 

計画の実効性を高めるための推進体制や進行管理手法を定めます。 

１．各主体の役割 ２．計画の推進体制 

３．計画の進行管理  
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南砺市が目指す環境像 

第２章 

１ 南砺市の市域概況 

２ 南砺市が目指す環境像 

３ ５つの基本目標 

４ 施策の展開（環境保全に対する取組方向） 
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１ 南砺市の市域概況                             
 

（１）位置・地勢 

本市は、富山県の南西端に位置しており、市内の面積は、琵琶湖とほぼ同じ大きさ（面

積：約 669km2） を有し、そのうちの約８割が白山国立公園等を含む森林である他、

一級河川の庄川・小矢部川・神通川水系が急流するなど、豊かな自然に恵まれています。

平野部では、屋敷林に囲まれた家々が点在する「散居村」という田園景観が形成され、

豪雪地帯の山間部には、平成７年 12 月に世界文化遺産に登録された「合掌造り集落」

があります。 

図2-1 南砺市の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

（２）気象 

本市の気候は、典型的な日本海側の気候であり、冬は寒く、降水・降雪量が多い地域

です。中でも、城端・平・上平・利賀・福光の各地域は特別豪雪地帯に指定されており、

山間部では最大積雪深が３m を超えることもあります。 

 

（３）人口 

国勢調査（大正９年に調査開始）によると、市の人口は、昭和 25 年の 80,910 人を

ピークに減少しつづけており、令和 2 年（調査最新年）の 47,976 人と比較すると約

41％減少しています。 

 

（４）土地利用・産業 

本市の面積は 66,886ha であり、そのうちの約８割が森林（民有地の山林及び公有地

等）で占めており、民有地の約半分が農地を占めています。社会・経済情勢の変化等に

よって、遊休農地や管理が行き届かない森林が増えてきています。 

本市の産業別従業者の割合は、第１次産業：3％（H28）、第２次産業：48％（H28）、

第３次産業：49％（H28）であり、過去２０年間における本市の産業別従業者数の推

移は、第１次産業ではほとんど変化はみられませんが、第２次産業は減少、第３次産業

は増加傾向にあります。 

 

 

資料：南砺市ホームページ 
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２ 南砺市が目指す環境像                            

 

「環境像」とは、本計画の計画期間が終了した後においても継続的にその実現をめざ

す、長期的な未来を見据えた目標となります。 

市では、本計画も個別計画として構成する令和２年３月に策定した「第２次南砺市総

合計画」において、本市が目指す将来都市像として“誰ひとり取り残さない 誰もが

笑顔で暮らし続けられるまちへ”を掲げました。「南砺」に暮らす私たちが、この土地

の豊かさや暮らしに感謝と誇りをもち、互いに信頼し、誰ひとり取り残さない地域社会

である「一流の田舎」を目指し、次代を担う子どもたちが笑顔で暮らし続けられるまち

の実現を目指して定めたものです。 

本計画においても、産業や経済の発展、特色ある自然や文化的・歴史的資源等の保全・

継承を進めながら、先の将来都市像を環境面から実現することを目指し、次の環境像を

定めるものです。 

 

 

 

 

市域の約 8 割が白山国立公園等を含む森林で、平野部は庄川や小矢部川の恵みを受け

た水田地帯が広がっています。豊かな自然と調和した生活環境が本市の強みであり、そ

こに暮らす人々のたゆまぬ努力や英知の積み重ねから生み出されたその土地ならでは

の個性豊かな景観、文化、産業が存在しています。これらは市民の誇りとして、大切に

受け継がれてきました。 

本市のもつ様々な歴史と文化、自然環境と快適で安全な生活環境を未来の世代に継承

するために、市・市民・事業者・来訪者の協働により、より良い環境づくりに向けて取

り組んでいきます。 

 

 

 

  

写真 

 
（仮）環境像 

人と自然が共生する 緑と安らぎとうるおいのある環境のまち なんと 
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＊10 年後の目指すイメージ 

計画期間が終了する令和 13（2031 年）年度までの「10 年後の目指す姿」をイメー

ジ図として示します。 

市内各地で、地球温暖化対策や自然と共生など基本目標の達成に向けた取り組みが展

開されています。 

 

 

 

 

  

イメージ図（仮） 自然と共生 

脱炭素型の暮らし 循環型の暮らし 

 

森林の整備や活用
が進んでいる 

 

ごみの減量と資源
の循環が進んでい

 

エネルギーや農作
物の地産地消が進
んでいる 
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イメージ図（仮） 環境意識の向上 

自然と共生 

環境の保全 

 

地域や農業の振興
が図られ耕作地が
維持されている 

 
環境学習・自然体験
が積極的に行われ
ている 

 

身近な環境が大切
にされている 
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３ ５つの基本目標                             

 

＊４つの分野目標と１つの推進機軸 

「環境像」が実現している社会は、まさしく「持続可能な社会」であり、これは環境

分野の目指すべき社会のあり方として、日本や世界の共通する基本理念となっています。

本市が目指す環境像を実現するための基本目標は、個々の施策の領域に応じた役割や互

いの関連性を考慮して、以下に示す、「４つの分野目標」と「１つの推進機軸」から成

り立つものとします。 

 

なんとの未来を次の世代につなぐための目標（分野目標Ⅰ） 

私たちにも直接影響がある地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さ

から見て、人類の生存基盤に関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境

問題の一つとなっています。このことから、脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガス

排出量を削減できる再生可能エネルギーや省エネルギーへの取組を進めるとともに、循

環型のまちづくりの推進が必要となります。また、さまざまな環境への負荷の低減を図

ったとしても避けられないと予測される影響に対して、適応するための取組が必要とな

ります。 

こうした観点から、本市の環境の中核をなす分野の目標として、「地球温暖化対策」を

掲げます。 

 

なんとの環境の礎を守り続けるための目標（分野目標Ⅱ） 

現在及び将来の世代の市民の健康や安全の確保は、大気汚染や水質汚濁といった公害

から人の健康や生活を守る観点として、環境行政の原点（土台）に位置付けられるもの

です。 

こうした観点から、本市の環境の礎を守り続けるための分野目標として、「安全・衛生」

を掲げます。 

 

なんとの資源を生かすための目標（分野目標Ⅲ） 

豊かな自然の恵みを将来の世代へ引き継いでいくために、生物多様性が適切に保たれ、

社会・経済活動と自然が調和し、自然とのふれあいの機会が確保された人と自然が共生

する社会に向け取り組むことが求められます。 

こうした観点から、本市の環境の中核をなす分野の目標として、「自然との共生」を掲

げます。 
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なんとの魅力を引き出すための目標（分野目標Ⅳ） 

快適で安らぎのある生活空間や特色豊かな景観・文化的資源を守り、育てていくこと

は、他の地域にはない南砺市らしさの持ち味をつくり出していくことにつながります。 

こうした観点から、本市の魅力の向上につなげる分野の目標として、「快適・心の豊か

さ」を掲げます。 

 

 

４つの分野目標の推進機軸（推進機軸） 

将来像の実現にあたり、次の３つの機軸を定め、４つ分野目標を推進します。 

・市内の環境を守り育てる人材の育成 

・あらゆる主体との連携・協働体制の確立 

・環境と経済の振興に着目した施策の展開 

こうした観点から、４つの分野目標を達成するための推進機軸として、「人・しくみ

づくり」を掲げます。 
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＊各基本目標の内容と達成したときのイメージ 

各基本目標の内容と、基本目標を達成したときの南砺市のまちの姿や暮らしのイメー

ジを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標が達成した時のイメージ 

 みんなが地球温暖化問題との関わりを認識し、暮らしの中でできることから段階的  

に省エネルギーや省資源化に取り組んでいます。 

 みんなが状況に応じて徒歩・自転車・公共交通（バス・電車）と自動車を賢く使い分

けています。地球温暖化問題を意識して、自動車の利用に頼りすぎない移動手段を選ん

でいます。 

 バスや自動車は次世代自動車※１の導入が進み、運転者の間ではエコドライブ※２が

浸透しています。 

 市内の公共施設では太陽光やバイオマス等の再生可能エネルギーが積極的に活用さ

れ、住宅や事業所でも再生可能エネルギーの利用が増えています。 

 ３R（廃棄物の発生抑制、製品の再使用、資源の再生利用）を積極的に推進するライ

フタイルや事業活動が定着し、循環型社会が実現しています。 

 いつどこを歩いても、不法投棄や廃棄物の不適正処理（野外焼却を含む。）を見かけ

なくなり、まち全体が清潔に保たれています。 

 自然災害に強いインフラ・ライフラインの整備が進み、日ごろから災害に対する備え

や訓練の実施により、気候変動影響による被害を小さく抑えることができます。 
※１電気自動車（EV）、水素自動車（FCV）等 
※２環境にやさしい自動車の運転方法→具体例は P.〇の「コラム エコドライブのすすめ」を参照 

 
 
 
 
 
  地球温暖化防止のため、特に二酸化炭素の排出量削減（脱炭素）対策として、再

生可能エネルギーや省エネルギー対策を積極的に導入するとともに、環境負荷の

少ない交通体系や生活様式を選択するまちを目指します。 

  生産・流通・消費・廃棄のあらゆる段階で、廃棄物の発生抑制や資源の循環利用

を推進し、廃棄物を適正処理する「循環型」のまちを目指します。 

  気候変動の影響に対して「適応策」を積極的に講じ、気候変動影響による被害が

小さく、安心して暮らせるまちを目指します。 

分野目標Ⅰ 地球温暖化対策 

全分野に共通するゴール 
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基本目標が達成したときのイメージ 

 生活排水や工場排水の適正処理が進み、一級河川から近所の小川に至るまでの水辺が

清らかな状態で保たれています。 

 住まいの周辺では、騒音や振動が少なくなり、小鳥のさえずりや木々のざわめき、小

川のせせらぎが聞こえる等、静かで安らぎのある空間が保たれています。 

 健全な土壌の中で、豊かな緑が維持され、すくすくと農作物が育っています。 

 良質で豊富な湧水は、住民の宝として大切に保全され、利用されています。 

 化学物質に関する正しい情報が共有されており、有害化学物質に起因する汚染のない

安全な生活が営まれています。 

 家主が不在で長年放置されてきた空き家・空き地、耕作放棄地の対策が進み、また、

新たな空き家等は適切に管理され、地域の資源として他の用途にも利用されています。 

  

 
 
 
 
 
  良好な大気環境や水環境を保全し、騒音や振動、悪臭、土壌汚染等といった都市型

公害にも適切に対応することで、健康で安全な暮らしがおくることができるまちを

目指します。 

分野目標Ⅱ 安全・衛生 

全分野に共通するゴール 
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基本目標が達成した時のイメージ 

 白山国立公園をはじめとする数々の自然公園や自然環境保全地域が保全されており、

優れた天然林や貴重な野生動物といった多種多様な生き物が生息しています。 

 市域の 8 割を占める山林では、森林の状態や立地条件に応じて、自然災害に強く、

公益的機能※１の高い森づくりが進んでいます。 

 森林資源の循環的利用を推進するための林業生産基盤が整備され、市産材や間伐材の

利用が促進されています。 

 里山の適正管理が進み、森林環境の改善が図られたことで、人と野生動物の棲み分け

ができています。 

 田園や川、用水等では、緑や水が保全されており、その土地固有の動物や植物が育っ

ています。 

 農地では、有機農法や減農薬、減化学肥料栽培といった環境負荷が少ない農業が営ま

れており、安全で安心な農作物がつくられています。また、地産地消や食育の輪が広が

っており、市内の農作物の自給率が向上しています。 

 ため池では、ブラックバス等の外来種の密放流を見かけなくなり、コイやフナ、ウグ

イといった在来種が生息し、生態系のバランスが保たれています。 

 市内にある四季折々の花の名所や巨木・名木は、地元有志によって大切に保全されて

います。 

 自然を満喫できる公園や河川敷・ため池等は、市民の憩いや癒しの場として親しまれ

る一方で、環境の体験学習の場としても積極的に利用されています。 

 エコツーリズム（グリーンツーリズムを含む。）※２を活用した都市と農山村の交流が

浸透しており、市内外を問わず、熱心な固定客が増加しています。 
※１渇水や洪水を緩和しながら良質な水をはぐくむ水源涵養（緑のダム等）機能、生物多様性保全機

能、地球温暖化防止のための二酸化炭素吸収源機能、土砂災害を防止する土砂流出・山地崩壊防

止機能、なだれ防止保安林(雪持林)等 
※２自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のことで、森林浴やハイキング、川遊びやカ

ヌー体験等を通じて自然を満喫したり、農家の人と一緒に田植えや稲刈り、野菜の収穫等をしたり、

お祭りに参加したり、地元の人から古くから伝わる昔話を聞いたりと、様々な楽しみ方があります。 

 
 
 
 
 

  市内には、１，８００ｍ級の山岳から砺波平野に広がる田園地帯に至るまで、豊か

な自然環境が随所に残されています。これらの自然を保全・再生・利活用し、私た

ちの暮らしと心がより一層豊になるように、人と自然との共生に向けて、生物多様

性の保全、山岳・里山・田園・市街地・川・ため池等の適正管理が推進されている

まちを目指します。 

   

分野目標Ⅲ 自然との共生 

全分野に共通するゴール 
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基本目標が達成した時のイメージ 

 市のシンボル景観となっている「五箇山合掌造り集落」や「散居村」、「歴史的まち並

み」が、みんなの理解と力の結集によって維持管理されており、市外から訪れる多くの

観光客を魅了しています。 

 市内には、歴史・文化・伝統・祭りを語ったり、学んだり、体験できる機会や場が増

え、子どもから大人までの幅広い年齢層で郷土意識が醸成されています。 

 市街地には、身近な緑や水辺、歩いて楽しいまち並みや歩道といった、住むまちに愛

着を感じる美しい景観が形成されています。 

 市街地では、その地域にふさわしい樹種を利用した公園や街路樹、生垣等が広がり、

自然との共生に配慮したまちづくりが進んでいます。 

 市民・団体・学校・企業等による植林・育林活動や花と緑の銀行活動の輪が広がって

います。 

 市内の道端や公園、小川ではポイ捨てやペットのフンの放置を見かけなくなり、皆が

気持ちよくすごしています。 

 まちが美しく清潔に保たれ、自分たちのまちを自分たちで守り、育てていこうとする

意識が根付いています。 

 利用者のニーズに応じた公共交通体系が整備され、地域間の交流や活性化が進んでい

ます。 

 

 

  

 
 
 
 

 
  市内には、風光明媚な自然景観や地域色豊かな有形・無形の文化が数多くありま

す。これらの文化や景観資源を共有財産として大切に保全し、暮らす人・訪れる

人がともに心地よくすごせる、趣のあるまちを目指します。 

  花や緑に囲まれていて、清潔に保たれ、環境にやさしい交通体系が段階的に整備

されており、快適で潤いのある暮らしができるまちを目指します。 

分野目標Ⅳ 快適・心の豊かさ 

 

全分野に共通するゴール 
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基本目標が達成した時のイメージ 

 市民・事業者・市（行政）が連携し合いながら、環境学習や環境保全活動に取り組ん

でいます。 

 子どもたちの年齢に応じた環境教育や体験学習が、学校・家庭・地域のあらゆる場面

で行えるように、保護者や地域住民が学校に積極的に協力しています。また、子どもた

ちの間では、環境を大切にする「心」が養われ、自主的に環境にやさしい行動に取組ん

でいます。 

 環境を良くするための正しい知識や情報の可視化・共有化が進んでいます。 

 各地域においてさまざまな環境活動に取り組む団体等の把握や、新たなリーダーの養

成が進んでいます。 

 事業者の間では自主的な環境配慮活動を、市民の間では消費者の立場として環境にや

さしい製品を選ぶこと等を通じて、環境配慮型の市場が形成されています。また、市内

では地域資源を活かした地産地消や地域振興、グリーンツーリズム等に取り組む団体が

増えており、新たな環境産業が育っています。 

 広域的な環境問題に関する連携や交流活動に積極的に取り組んでいます。 

  

 
 
 

 
 
  将来の南砺市を担う子どもたち、そして彼らにかかわるすべての大人たちの全員

参加で環境を正しく学び、具体的な活動を学校・家庭・地域・職場のあらゆる場

面を通じて実践するまちを目指します。 

  環境を良くする行動が地域や経済を活性化し、さらなる環境の改善につながると

いう、「環境と経済の好循環」を生み出すまちを目指します。 

推進機軸 人・しくみづくり 

 

全分野に共通するゴール 
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４ 施策の展開（環境保全に対する取組方向）                    

環境像や基本目標の達成を目指すため、１５の環境要素別の施策目標を掲げた上で、

施策を体系化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目
指
す
環
境
像 

 
 

「４つの分野目標」と「１つの推進機軸」から成り立ち、
目指す環境像を実現するための目標 

 
 

 
基本目標を達成するために、１５の環境要素別に分けた具
体的な目標・方向性 
 
 
 
 
施策目標を達成するための具体的な施策、環境保全に対す
る取組方向 
 

 

基本目標 

 

施策目標 

施策 
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目
指

す
環

境
像

分野目標Ⅰ

地球温暖化対策

1 脱炭素に向けた取組の

推進

(1) 脱炭素型の暮らしの推進

(2) 脱炭素型のまちづくりの推進

(3) 二酸化炭素の吸収源対策の推進

(4) その他温室効果ガス対策の推進

2 エネルギーの有効活用の

推進

(1) 省エネルギー化の推進

(2) 再生可能エネルギーの普及・活用

3 循環型の暮らしの推進
(1) ごみの減量化の推進 (2) 食品ロスの削減

(3) ごみの資源化の推進

(4) 適正処理・不法投棄対策の推進

４ 気候変動適応策の推進

(1) 自然生態系等に関する適応

(2) 都市機能に関する適応

(3) 人の健康に関する適応

(4) 適応策における横断的取組

分野目標Ⅱ

安全・衛生

５ 大気環境の保全
(1) 大気環境監視の充実

(2) 固定発生源対策の推進

６ 水環境の保全

(1) 水環境監視の充実 (2) 工場・事業場対策の推進

(3) 生活排水対策の推進

(4) 地下水・土壌汚染対策の推進

(5) 健全な水環境の確保

７ その他生活環境の保全
(1) 騒音・振動、悪臭対策の推進

(2) 有害化学物質対策の推進

(3) ストック資産の活用

分野目標Ⅲ

自然との共生

８ 貴重で優れた自然の保全 (1) 自然公園・自然環境保全地域等の保全

(2) 生物多様性の保全

９ 森林・農地・水辺の

公益的機能の向上

(1) 森林・林地環境の保全・活用

(2) 森林の自然災害防止機能の保全

(3) 農地環境の保全・活用

(4) 水辺環境の保全・活用 (5) 野生生物との共生

１０ 自然とのふれあいの

推進

(1) 森里川海の恵みの再認識

(2) 自然とのふれあいの基盤整備

(3) 自然とのふれあい機会の創出

分野目標Ⅳ

快適・心の豊かさ

１１ 快適でうるおいのある

まちづくりの推進

(1) 花と緑豊かなまちづくりの推進

(2) 美しく清潔なまちづくりの推進

(3) 交通環境の整備

(4) 雪に強いまちづくりの推進

１２ 特色ある景観・文化の

保全・創造

(1) 魅力的な景観の保全・創造

(2) 歴史的文化的遺産の保全・活用

(3) 小さな文化都市活動の振興

(4) 郷土意識の醸成

推進機軸

人・しくみづくり

１３ 環境を守り育てる

人材の育成

(1) 環境情報の共有化

(2) 環境教育・環境学習の機会提供

(3) 核となる人材や団体の把握・育成

１４ 環境を守り育てる

協働・連絡体制の整備

(1) 市民等の自発的な活動の促進

(2) 市民等の参画・協働の促進

(3) 広域的な連携・交流体制の整備

１５ 環境と経済の好循環の

推進

(1) 環境を配慮するしくみづくり

(2) 環境負荷低減に向けたサービスの利用促進

(3) 環境にやさしい農林業の振興

環境像 「１５の環境要素別の施策目標」と「施策（環境保全に対する取組方向） 
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環境像の実現に向けた取り組み 
 

第３章 

１ 分野目標Ⅰ 地球温暖化対策 

２ 分野目標Ⅱ 安全・衛生 

３ 分野目標Ⅲ 自然との共生 

４ 分野目標Ⅳ 快適・心の豊さ 

５ 推進機軸  人・しくみづくり 
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環境要素別の施策目標 １．脱炭素に向けた取組の推進 

地球の未来を考えて、地球温暖化防止に貢献します 

 

１ 分野目標Ⅰ 地球温暖化対策                         

 

 

 

 

＊現況と課題 

（１）脱炭素型のまちづくりの推進 

市民環境意識調査によると、環境問題の中で関心がある項目として、29.3%の方が「地

球温暖化の進行」と回答しており、関心のある環境問題の中でも特に回答の割合が高く

なっていました。 

また、地球温暖化防止のための行動についての考えを問う設問では、地球温暖化防止

のための行動を実施すべきであると回答した割合は７４．５%※1 に達しており、前回調

査（平成 28 年度）でも地球的規模の環境問題に対する関心度を問う設問で「地球温暖

化」が最も関心度が高い事柄となっていました。このことから、地球温暖化防止への行

動に対する、市民の関心、意識ともに高いことがうかがえます。 
※１「何よりも優先して実施すべきである」と「少し割高でも環境にやさしい商品を購入するなど、

生活を多少変えてでも実施すべきである」を合わせた割合 

 

図１－１ 市民環境意識調査「地球温暖化防止のための行動についての考え」の設問

に対する回答割合 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度に排出された温室効果ガスを部門別にみてみると、産業部門が    

４６．３％、運輸部門が２１．８％、家庭部門が１７．５％、その他業務部門が     

１２．４％、廃棄物部門が１．２％を占めていました。産業部門の温室効果ガス排出量

は、年々減少しているものの、全体の大部分を占めていることから、エネルギー転換な

どによるさらなる排出抑制が求められます。また、本市の人口は減少傾向にありますが、

家庭部門及び運輸部門の排出量は横ばいとなっています。これらの部門の温室効果ガス

を削減するために、家庭部門では住宅の省エネ性能の高い製品、断熱・気密性の高い構

造や素材の選択や「省エネライフ」や「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」など、だれもが実践

できる省エネ型ライフスタイルの普及啓発が必要です。 

 

 

少し割高でも環境にやさしい商品を購入するなど、
生活を多少変えてでも実施すべきである

1 何よりも優先して実施すべきである

2

3

4 その他

生活を変えてまで実施する必要は感じない

構成比（回答数に占める割合（％））

16.7 

57.8 

18.7 

6.1 

0 20 40 60 80
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写真１－１ 井波庁舎屋上の太陽光発電パネル 

資料：南砺市ホームページ 

図１－２ 温室効果ガス（CO２）排出量 図１－３ 部門別温室効果ガス（CO2） 

排出量割合 

産業部門

47%

業務その他部門

12%

家庭部門

18%

運輸部門

22%

廃棄物部門

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）脱炭素型のまちづくりの取組み状況 

本市では、令和３２年までに温室効果ガス及び二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする

「ゼロカーボンシティ」を目指すことを、令和２年に表明しました。 

市域から排出される温室効果ガスは平成２３年度以降減少しており、平成３０年度に

は５１１．６千 t-CO2 でした。しかながら、令和３２年ゼロカーボンに向けて排出量削

減のためのさらなる取組が必要です。 

運輸部門においては、本市では暮らしに自動車が欠かせない状況が続いています。そ

のため、エコドライブやアイドリングストップ運動、低公害者・低燃費車の購入・使用、

次世代自動車の積極的な導入、公共交通の利用を推進する等、脱炭素型のまちづくりを

進めていくことが求められます。 

 

また、市庁舎は職員数や事業量も規模が大

きく、地域の温室効果ガスの実質的な排出

抑制に寄与できます。そのため、市では、

市庁舎全ての事務や事業を対象とする「第

二次 南砺市地球温暖化対策実行計画〔事務

事業編〕」を平成３０年に策定し、温室効果

ガス削減目標（令和１２年度までに平成２

５年度比で４０％以上削減）を定め、電気

や冷暖房、公用車燃料の使用量の削減等に

取り組んでいます。 

 

 

南 砺 市 役 所 の
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また、環境省の補助を受け、庁舎の照明器具や空調設備の省エネ型への切り替えに

加え、令和３年度には、市庁舎屋上に太陽光パネルを３６８枚と３３キロワット時

の蓄電池を設置しました。従来から、木質ペレットボイラー等を公共施設で整備し、

化石燃料から木質バイオマスへの切り替えが順次行われ、家庭等へ木質ストーブの

普及にも努めるなどの複合的な取組みの結果、平成 21 年度以降温室効果ガスの排

出量は概ね減少傾向にあります。今後もこのような温室効果ガス削減の取組を率先

的かつ継続的に推進していくことが求められます。 

地域内の未利用資源を有効活用するとともに、地域活性化や災害時における地域の

エネルギー確保に向けた域内で生産されたエネルギーを域内で消費する地産地消を

進めていく必要があります。国では各地域が地域資源を最大限にいかしながら、自立・

分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域特性に応じて、他地域と資源を補完し支え

合うことにより、地域の活力が最大限に発揮される「地域循環共生圏」の創造を目指す

こととしています。地元で生産された農畜産物、木材、再生可能エネルギー、人材など

あらゆる地域資源を有効に活用するとともに、地域間や近隣自治体と連携した資源の相

互補完を図りながら地域活性化と環境負荷の少ないまちづくりを進める必要がありま

す。 

 

（３）二酸化炭素の吸収源対策 

森林は、二酸化炭素を吸収・固定・貯蔵する重要な役割を果たしています。「京都議定

書」で日本は 6％の温室効果ガスの排出削減を約束し、その約３分の２に相当する量を

「森林による二酸化炭素の吸収」で達成（残りの３分の 1 は、省エネ等による二酸化炭

素削減や京都メカニズムと呼ばれる排出量取引で対応）する計画とし、対象となる主な

森林を森林経営※2 された人工林としています。特に樹齢が１０～４０年程度の若齢林で

は、二酸化炭素の吸収能力が高く、広葉樹よりも針葉樹の方がその能力が高いとされて

います。一方で、伐採期を迎えた成熟林では、二酸化炭素の吸収能力が低下することか

ら、適切な管理の下で伐採し、新たに植樹することが地球温暖化防止に繋がるため、人

工林が健全な姿を保てるよう管理する必要があります。 

市内の森林をみると、民有林面積の約３割がスギ（針葉樹）を主体にした人工林であ

り、その大半が戦後に造林した成熟林です。しかしながら、木材価格の低迷による林業

の生産性の悪化や過疎化に伴う不在村森林所有者※3 の増加で、必要な手入れがなされな

いものもあり、このままでは森林が荒廃し、二酸化炭素の吸収能力が低下するだけでな

く、水土保全機能の低下に伴う山地崩壊や土砂流出が顕著になり、これまで森林に固定

してきた二酸化炭素や土壌中の二酸化炭素までもが一気に大気放出されることが懸念

されています。 
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このため、「南砺市再生可能エネルギー促進事業」による地域における木質バイオマス

資源の循環システムの構築にさらに取り組み、平成３１年から計画の「南砺市森林整備

計画書（南砺市森づくりプラン）」に基づき、今後も計画的かつ総合的な観点から、豊

かな森づくり※4 を進めていくことが求められます。 
※2 人の手が加わり、間伐材や下草刈り等が適切に行われ整備された森林 
※3 所有する森林とは別の市町村に居住する個人または主たる事務所のある法人 
※4 詳細は、「９.森林 ・農地・水辺の公益的機能の向上」に掲載しています。 

 

（４）その他温室効果ガス対策の推進 

フロン類の生産及び使用は、フロン排出規制法により段階的に全廃されつつあります

が、冷蔵庫や自動車のエアコン等のフロン類を適正に処分する取り組みを継続していく

必要があります。 

 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

脱炭素型の暮らしの推進 

適切なエネルギー管理やエコドライブなど市民への日頃から取り組める省エネや省資

源の行動事例を周知・啓発します。エネルギーの効率的な利用に関する国、県、市の各

種支援制度や取組み等の情報提供に努めます。 

 

脱炭素型のまちづくりの推進 

都市機能や住宅の集積を重視した土地利用を推進します。自動車の排ガス発生対策の

推進として、適度に公共交通を利用する生活習慣への転換を促すとともにエコドライブ

の普及や、次世代自動車導入の推進に向けた広報・啓発に努めます。太陽光やバイオマ

ス等の地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入促進と積極的な利活用を図り、地

域資源から産みだすエネルギーの地産地消の拡大を推進します。 

 

二酸化炭素の吸収源対策の推進 

森林の公益的機能を充実させるため、森づくりに対する参画意識の高揚を図るための

啓発を行い、木材資源（枝打ち・間伐材等）の有効活用を推進します。地域における木

質バイオマス資源の循環システムの構築にさらに取り組み、計画的かつ総合的な観点か

ら、森林の適正な維持・管理を進めていきます。 

 

その他温室効果ガス対策の推進 

メタン・フロン類対策として、フロン回収破壊法や家電リサイクル法、自動車リサイ

クル法に基づく適正処理を啓発します。 
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【重点事項】 

・市民への日頃から取り組める省エネや省資源の行動事例を周知・啓発します。 

・公共交通サービスの維持や改善を目指すとともに、利用促進のための広報啓発活動

を推進します。 

・木材資源（主伐材・間伐材等）の有効活用策を検討します。 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

富山県地球温暖化

防止活動推進員数 
人 4 4 5 

市内の富山県地球温暖化防止活

動推進員数 

市道の道路照明の

ＬＥＤ化 
基 11 15 20 市道の道路照明のＬＥＤ化数 

ＪＲ城端線の年間

乗車人員数  （市

内乗車駅分） 

人 617,215 620,000 620,000 

ＪＲ城端線（高儀駅、福野駅、東

石黒駅、福光駅、越中山田駅、城

端駅）の年間乗車人員数 

公営バスの年間 

乗車人員数 
人 102,964 107,000 107,000 

公営バス（コミュニティバスを含

む）の年間乗車人員数 

歩道整備延長 ｋｍ 157 165 170 市道に歩道が設置された総延長 

公用車に占める低

公害車や次世代自

動車の割合 

％ 1.6 2 3 

市の公用車に占める、低公害車・

次世代自動車の割合（対象車：ハ

イブリッド自動車、電気自動車、

天然ガス自動車、ＬＰＧ自動車、

プラグインハイブリッド自動車、

クリーンディーゼル自動車、水素

自動車、燃料電池自動車） 

森林整備面積 ha 107 300 300 
森林組合の単年度の間伐実施面

積 

森づくり活動の 

参加者数 
人 

947(R2) 

2,780(H28) 
2,900 3,000 

市内で開催される植樹、育林活動

の年間参加者数 

公共緑地の面積 ha 97 97 97 

市内の現存緑地量のうち、公共緑

地（公園、緑地、広場、運動場、

墓苑、その他）の面積 

家畜排せつ物の 

適正処理率 
％ 100 100 100 

市内の家畜（乳用牛・肉用牛・豚・

採卵鶏・ブロイラー・馬）の適正

処理率（土壌還元・堆肥化等） 

不法投棄件数  

（家電リサイクル

法対象品） 

台 10 10 10 

エアコン、テレビ（ブラウン管、

液晶・プラズマ）、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・衣類乾燥機の不法投

棄の年間処分件数 
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市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・照明器具の LED 化に努めましょう。 

・不要な照明の間引きや不使用箇所の照明は消しましょう。 

・空調は適正な温度に設定し、必要時のみに使用しましょう。 

・太陽光発電設備や省エネルギー型設備を導入しましょう。 

・公共交通機関の利用や徒歩や自電車によるエコ通勤を実践しましょう。 

・COOL CHOICE に取り組みましょう。 

事業者 

・照明器具の LED 化に努めましょう。 

・再生可能エネルギー設備や蓄電池の導入を心がけましょう。 

・省エネルギー型設備の導入に努めましょう。 

・事業活動における省エネルギー行動に取り組みましょう。 

・エコ通勤を推進しましょう。 

来訪者 ・森林の保全活動に積極的に参加しましょう。 
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環境要素別の施策目標 ２．エネルギーの有効活用の推進              

エネルギー資源を有効利用します。 

 

 

 

 

＊現況と課題 

（１）省エネルギー化の推進状況 

市民環境意識調査によると、「今後どのような環境施策の重要性が高いと思うか」の設

問に対し、６４．３％の回答者が「省エネルギー設備の導入推進」を、６７．０％の回

答者が「再生可能エネルギーの利活用の推進」の重要性が高い※１と回答しています。 

特に「再生可能エネルギーの利活用の推進」については、地球環境における他の環境

施策と比べても、重要性は高いと回答する割合は多くなっており、市民の再生可能エネ

ルギーに対する関心や期待の高さがうかがえます。 
※１「重要性は高い」と「重要性はやや高い」を合わせた割合 

 

市域の家庭部門及び業務その他部門を合わせた温

室効果ガス排出量の過去５年間の推移をみると、平

成２６年度で１９５.８千 t-CO2、平成３０年度に

は１５３．３千 t-CO2 となり、減少傾向（富山県全

体の業務部門炭素排出量減少が影響）にあります。

しかしながら、家庭部門においてはほぼ横ばいであ

るため、今後一層の省エネルギー化が求められます。 

 

 

 

 

（２）再生可能エネルギーの普及・活用 

市 域におけ る再生可 能エ ネルギー の導入容 量の 合計は、 平成２６ 年度 では     

７４５４．９kW でしたが、令和元年度には１４９１９．２ｋW と増加傾向にあり、特

に太陽光発電（10kW 以上）の増加が大きくなっています。また、再生可能エネルギー

自給率も平成２６年度では２．８％、令和元年度では６．７％と、増加しており、中で

も太陽光発電（10kW 以上）によるものの割合が高いことが推察されます。 

豊富な地域資源を利用した再生可能エネルギーの利活用から、脱炭素社会、「南砺版地

域循環共生圏」の構築を進めるとともに、住む人が豊かさを実感できる地域づくりにつ

なげるため、木質エネルギー利用や再生可能エネルギーの地産地消への取組が求められ

ます。また、化石燃料の経済性や利便性の良さを選択してきた市民の生活スタイルを変

更してもらえるよう、再生可能エネルギーへの転換への意識の醸成につながる普及啓発

活動により一層取り組むことが必要です。 
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図１－４ 温室効果ガス（CO２）排出量

資料：「自治体排出量カルテ」環境省 家庭部門から排出される CO2 は、世帯数に⽐例すると仮

定し、都道府県の世帯当たり炭素排出量に対して、市区町

村の世帯数を乗じて推計する。 
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＊再生可能エネルギーの導入状況 

エコビレッジ構想 

本市では平成２５年に、「地域の自立と循環」という視点から「エコビレッジ構想」を

策定し、「環境保全とエネルギーの自給」を目的のひとつとして推進しています。桜ヶ

池周辺をモデル地域とし、再生可能エネルギーの利活用による地域内エネルギーの自給

と技術の育成等の取り組みをスタートしました。太陽光発電設備、木質ボイラーの設置

やコミュニティ、健康・介護などの福祉など幅広い分野について、各地域の特性に応じ

た展開を図っています。 

資料 1：「南砺市エコビレッジ構想」（南砺市） 

資料 2：「南砺市桜ヶ池エコビレッジ再生可能エネルギー導入基本計画」（南砺市） 

 

太陽光発電 

市が設備の設置補助を実施した太陽光発電施設の件数は 

累計で６５１件、導入量は 3,54１kW（ともに令和２年 

度末）となっています。 

なお、市では一般住宅における太陽光発電の普及拡大を 

目指すため、設置費用の一部(１件につき５万円）を補助 

する「住宅用太陽光発電設置事業補助金制度」を平成２１ 

年度から実施しており、令和２年度までの累計で６５５件 

の導入実績があります。 

 

小水力発電 

本市では、山間地の高低差の多い地域や農業用水路など 

の豊富な水量を活かした小水力発電事業が行われています。 

令和２年度には、累計で７件の小水力発電設備が、井波、 

平、上平、利賀、福野、福光地域に設置されました。 
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図１－５ 再生可能エネルギーの導入容量の累積の経年変化 

写真１－２ 
ソーラーパネルを設置した民家 

写真１－３ 
 百瀬川小水力発電施設 

資料：南砺市ホームページ 

資料：「自治体排出量カルテ」環境省 

資料：南砺市ホームページ 
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バイオマスエネルギー 

平成２８年に策定された「南砺市バイオマス産

業都市構想」では、バイオマス利用率９２％を目

標としています。本市では、JA や企業が中心と

なって、バイオマスの利活用（堆肥化や肥料化）

が進められています。そのほかにも森林資源の有

効活用の観点から、木質ペレット燃料や薪を製造

し、木質ボイラーや木質ストーブによる熱供給も

推進しています。 

バイオマス燃料の利活用の促進に向けて、市民 

の理解と普及啓発を図る必要があります。また、これからも引き続き未活用バイオマス

の利活用方策を検討し、実現化に向けた取組を進めていく必要があります。 

 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

省エネルギー化の推進 

地球温暖化の進行による影響の緩和に向けて、家庭や事業所でできる省エネ活動や省

エネ機器の情報等の周知・啓発に努めます。省エネの周知・普及を図るため、公共施設

の機器や設備、建築物に省エネの物品を率先して導入します。 

 

再生可能エネルギーの普及・活用 

再生可能エネルギーの利活用を推進し、市域のエネルギー自給率を高めるため、住宅

用の太陽光発電設備設置及び木質ストーブ設置の支援を継続して行います。また、市域

のバイオマスエネルギーやバイオマス資源の効率的な利用を進めます。 

 

【重点事項】 

・地球温暖化の進行による影響の緩和に向けて、家庭や事業所でできる省エネ活動や

省エネ機器の情報等の周知・啓発に努めます。 

・再生可能エネルギーの利活用を推進し、市域のエネルギー自給率を高めます。 

・市域のバイオマスエネルギーやバイオマス資源の効率的な利用を進めます。 

 

  

写真１－４ 薪ストーブ 

資料：南砺市ホームページ 
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環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

住宅用等太陽光 

発電の設置件数 
件 655 800 950 

住宅用太陽光発電装置を設置され北陸電

力㈱と余剰電力需給に関する契約された

件数＋公共施設太陽光発電装置件数 

電気自動車用充電

器の設置件数 
件 6 8 10 

市内における電気自動車用充電器の設置

件数 

電気自動車用充電

器の使用回数 
回 287 4,000 8,000 

市内における電気自動車用充電器の使用

回数 

木質バイオマス熱

利用設備の設置件

数 

件 141 170 200 
市内における木質ペレット・薪を燃料と

したストーブ設置件数 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・照明器具の LED 化に努めましょう。 

・不要な照明の間引きや不使用箇所の照明は消しましょう。 

・空調は適正な温度に設定し、必要時のみに使用しましょう。 

・太陽光発電設備や省エネルギー型設備を導入しましょう。 

・COOL CHOICE に取り組みましょう。 

事業者 

・照明器具の LED 化に努めましょう。 

・再生可能エネルギー設備や蓄電池の導入を心がけましょう。 

・省エネルギー型設備の導入に努めましょう。 

・事業活動における省エネルギー行動に取り組みましょう。 

来訪者 — 
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環境要素別の施策目標 ３．循環型の暮らしの推進                 

循環型のまちを目指し、３R と適正処理を推進します。 

 

 

 

 

＊現況と課題 

（１）ごみの減量化の推進 

令和２年度の年間ごみ排出量出量は１３，４０１ｔであり、その内訳は資源集団回収

が 5％、分別収集による資源ごみが５％、可燃ごみが８１％、不燃・粗大ごみが８％と

なっています。 

また、市民１人１日あたりのごみ排出量は７４５ｇ／人・日であり、県平均    （１，

０４６ｇ／人・日）や全国平均（918ｇ／人・日）と比べると３割弱ほど低くなってい

ます。本市の人口は年々減少傾向にありますが、生活スタイルの変化のため、市民１人

１日あたりのごみ排出量は概ね増加傾向にあります。そのため、これまで以上にごみの

減量化を推進させていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考１）種類ごとに端数処理をしているため、合計値が合致しない年度があります。 
備考２）市内のごみ排出量が少ない要因の一つとして、農村において生ごみの堆肥かが進んでいること

が考えられます。 

資料：生活環境課 

資料：県平均及び全国平均の１人１日あたりのごみ排出量は、調査時点において最新実績であった「一

般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）環境省」の値を用いた。 

 

図１－６ 市内のごみ排出量の推移 
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（２）食品ロスの削減 

市では、「食品ロス･食品廃棄物の削減について」を

テーマに地産地消や食品をムダにしない工夫等につ

いての講義や、「食品ロス・食品廃棄物の削減」のた

めの取り組みに功績のあった企業等に表彰を行って

います。食品ロス対策の啓発として、北陸コカ・コー

ラボトリング株式会社と包括連携協定に基づく協力

により、賞味期限が近い余剰在庫を通常価格よりも安

く販売する「SDGs 自動販売機」を市役所正面入り口

付近に設置しています。また、生ごみ処理機の購入助

成を行うなどして、家庭での食品ロスの有効利用を推

進しています。食品ロスの削減に取組むだけではなく、

発生してしまった食品ロスの有効活用できる体制を

構築していくことが求められます。 

 

（３）ごみの資源化の推進 

令和元年度のリサイクル率は３０．１％となり、県平均（２３．０％）や全国平均  （１

９．６％）を大幅に上回っています。このうち、資源集団回収や分別収集による資源ご

みのリサイクル率は 10.5％となっていますが、減少傾向にあることから、資源物の改

修方法や啓発の方法を改善し、資源化を推進させていく必要があります。 

 

 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

リサイクル率 17.5 28.7 29.0 26.9 32.6 34.3 30.1 

 

うち、資源集団回収や分

別収集による資源ごみの

リサイクル率 

14.3 12.9 12.8 12.1 11.3 11.3 10.5 

最終処分率 6.4% 4.2% 7.9% 8.0% 8.7% 9.2% 9.4% 

 

資料 1：リサイクル率と最終処分率は調査時点において最新実績であった「一般廃棄物処理実態
調査結果（令和元年度調査結果）環境省」からさかのぼって値を整理した。 

資料 2：資源集団回収や分別収集による資源ごみのリサイクル率は、生活環境課の資料から算出
した計算値 

 

 

 

 

 

写真１－７ 

「SDGs 自動販売機」の設置 

資料：南砺市ホームページ 

表１－１ 市内のリサイクル率、最終処分率の推移 
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コラム～海洋プラスチックごみ～ 

世界では、不適切管理等により流出した海洋ブラスチックごみが問題となっています。

富山県の海岸漂着物の約８割が内陸部から河川を通じて流出していると報告されてお

り、人工物の中ではプラスチックの割合が大部分を占めています。そのため、本市は海

に面していませんが、海岸漂着物の発生抑制につなげようと、市内を流れる小矢部川に

おいて、河川を漂流するごみが海域に流出する状況を確認する漂流経路調査を実施しま

した。そして、この調査結果を基に、発生抑制に向けたリーフレットを作成し、市民に

広く周知するとともに、環境教材を作成し、市内小中学生を対象とした環境教育を実施

するなど、川の最上流域である本市から海洋ごみについて考え、一人一人が発生抑制に

取組んでいく必要があります。 

資料 1：「平成１９年度漂流・漂着ごみに係る国際的削減方策調査業務報告書」（環境省） 

資料 2：「富山県海岸漂着物対策推進地域計画（令和３年３月）」（富山県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム～ライフスタイルの変化～ 

平成３０年に発生した新型コロナウイル感染症の感染拡大に伴い、私たちのライフス

タイルは大きく変化しました。感染拡大防止のための外出自粛に伴い、テイクアウトや

ネットショッピング、衛生用品や食料品等の個包装が増加し、ごみの排出量が増加して

います。今後このようなライフスタイルが定着していくことが考えられるため、ライフ

スタイルの変化に合わせたごみの発生抑制に向けた取組を検討していく必要がありま

す。 

 

（４）適正処理・不法投棄対策の推進 

市内で排出された一般廃棄物のうち、ごみは砺波広域圏事務組合で、し尿は砺波地方

衛生施設組合で適正処理しています。 

「クリーンセンターとなみ」のごみ焼却施設も老朽化していることから、広域圏内の

可燃ごみ処理を集約する処理施設（エネルギー回収施設）の改修を行っているところで

す。 

 

写真１－５ GPS ボトルを使用した調査 写真１－６ 環境教育の実施 

資料：「富山県海岸漂着物対策推進地域計画（令和３年３月）」富山県 

別の写真差替 
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投棄されたごみの内訳としては家庭ごみや家電、自動車関係のごみが多くなっていま

す。また、市内において不法投棄が発見される場所として、最も多いのが森林地域（林

道沿いや山中等）であり、次いで河川が多くなっています。 

ごみの不法投棄は、管理が行き届きにくい場所で行われる傾向にあることから、市で

は委嘱した「南砺市不法投棄監視員」や警察署と協力して、山林や河川等のパトロール

を行っています。また、土地所有者や管理者に対しては適正な管理が行われるように、

定期巡回やこまめな清掃・下草刈りの実施、防護柵やネット、立て看板の設置等を呼び

かけていますが、発生件数が減少することはなく、今後も継続し、巡回等を行っていく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２ ごみ処理施設の概要［R2.4.1 現在］ 

資料：「富山県の廃棄物［令和 2 年度版］」富山県 

表１－３ し尿処理施設の概要［R2.4.1 現在］ 

施設区分 施設名称 竣工  所管 公称能力 所在地

し尿処理施設 クリーンシステムとなみ H12.3
砺波地方衛
生施設組合

55（ｋｌ／日）
高岡市
福岡町土屋710

資料：「富山県の廃棄物［令和 2 年度版］」富山県 

写真１－８ 市内の不法投棄の現場（林道谷沿に捨てられた廃棄物） 

資料：南砺市ホームページ 

施設区分 施設名称 竣工  所管 公称能力 所在地

ごみ焼却施設 クリーンセンターとなみ H3.1
砺波広域圏
事務組 732.2（ｔ／日）

砺波市
太田1873-1

粗大ごみ処理施設 クリーンセンターとなみ
粗大ごみ処理プラント

H8.9 砺波広域圏
事務組

９（ｔ／日） 砺波市
太田1873-2

廃棄物再生
利用施設

南砺リサイクルセンター H7.3
砺波広域圏
事務組

８（ｔ／日）
南砺市
⽴野原⻄966

クリーンセンターとなみ
一般廃棄物最終処分場

H13.4 砺波広域圏
事務組

57,000ｍ³ 砺波市
徳万字赤坂62

南砺リサイクルセンター最終処分場 S56.4 砺波広域圏
事務組

31,800m³ 南砺市
蔵原平ヶ原321

最終処分場
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表１－４ 市内の不法投棄の発生件数 図１－７ 市内の不法投棄の実態［令和 2 年度実績］ 

うち、
検挙数
（件）

H28 36 2 1
H29 70 1 0
H30 41 2 0
R1 31 1 0
R2 65 2 1

年度
発生件数
（件）

警察⽴ち
合い件数
（件）

資料：生活環境課 

資料：生活環境課 
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

ごみの減量化の推進 

家庭や事業所で取り組めるごみの減量化事例を広報なんとや市のホームページで紹介

し、リデュースや リュースを重視した生活へと誘導します。ごみの発生抑制に取り組

む団体の活動を支援し、資源集団回収を拡充するため、奨励金制度を推進します。事業

所ごみの減量化を促す啓発を推進します。 

 

食品ロスの削減 

食品ロス削減の取り組みについて普及啓発に努めるとともに、食品ロス削減に関する

教育を行います。また、フードバンク等の食品循環システムづくり推進に努めます。 

 

ごみの資源化の推進 

広報なんとや市政出前講座や SNS 等を活用し、分別排出ルールを啓発します。資源物

のリサイクル推進のため、容器包装ごみの分別収集を促進します。循環ビジネスへの支

援のため、民間のリサイクル施設を積極的に活用します。再生品（リサイクル品）の利

用促進のため、市庁舎でのグリーン調達物品の購入拡大に努めます。 

 

適正処理・不法投棄対策の推進 

「南砺市不法投棄監視員」や警察署と協力し、山林や河川等のパトロールや土地所有

者や管理者に対して適正な管理が行われるように定期巡回を継続して行います。 

 

【重点事項】 

・資源集団回収を拡充するため、奨励金制度を推進します。 

・食品ロス削減の取り組みについて普及啓発に努めます。 

・広報なんとや出前講座や SNS 等を活用し、分別排出ルールを啓発します。 

・容器包装ごみの分別収集を促進します。 

・庁舎でのグリーン調達物品の購入拡大に努めます。 

 

 

  



 

42 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

１人１日あたりの

ごみ排出量（家庭系

可燃ごみ） 

グラム 448 400 350 

市内の家庭から１年間に排出された

家庭系可燃ごみの量／365 日／住民

基本台帳人口（各年度の翌年度４月１

日） 

資源集団回収の実

施団体数 
団体 192 200 210 

「南砺市資源再利用推進活動実施要

綱」による登録団体数 

生ごみ処理機の購

入助成件数 
件 24 30 30 

「南砺市生ごみ処理機購入補助金交

付要綱」の交付件数 

食品ロス削減に取

り組んでいる市民

の割合 

％ 33.9 40 50 

市民環境意識調査の「買い過ぎ・作り

過ぎに注意して、手つかず食料品や食

べ残しを出さないようにしている」に

「いつも取り組んでいる」と回答した

数／有効回答数 

リサイクル率 ％ 10.1 13 15 

集団資源回収で集めた資源物＋通常

の資源ごみ収集で集めた資源物の量

の総ごみ処理量に対する割合 

不法投棄件数 件 65 40 20 
市が回収を行った不法投棄物の年間

件数 

市不法投棄監視員

による巡回数 
回 246 250 260 市不法投棄監視員による年間巡回数 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・生ごみの水切りを徹底しましょう。 

・不用品は、フリーマーケット等を活用して再使用できるように努めましょう。 

・ばら売りや量り売りを活用し、食材を必要な分だけ計画的に購入しましょう。 

・食材を無駄なく利用しましょう。 

・家庭内の食べ残しを出さないように、食べきりに努めましょう。 

・備蓄品の賞味期限を定期的に確認し、期限内に消費しましょう。 

・ごみの分別を徹底し、ごみ出しルールを守りましょう。 

・資源物の集団回収等のリサイクル活動に参加・協力しましょう。 

・再生品やリサイクル可能な商品の購入に努めましょう。 

事業者 

・廃棄物の発生抑制、減量化のための社内教育を徹底しましょう。 

・社員食堂では社内教育を通じて食べきりに努めましょう。 

・備蓄品の賞味期限を定期的に確認し、期限内に消費しましょう。 

・フードバンク等の活用により、食品ロスの削減に努めましょう。 

・事業所等から発生するごみの分別を徹底し、資源化に努めましょう。 

・使用済み製品の回収体制を整備し、部品の再利用に努めましょう。 

来訪者 ・自分で出したごみは必ず持ち帰りましょう。 
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環境要素別の施策目標 ４．気候変動適応策の推進                 

気候変動影響に対応して、被害の防止や軽減、自然環境の保全を図ります。 

 

 

 

 

＊現況と課題 

（１）自然生態系等に関する適応 

市民環境意識調査によると、「「適応」という言葉を知っているか」の設問に対し、  ６

９．８％の回答者が知っている※１と回答しています。しかしながら、意味を含めて知っ

ていると回答した割合は１８．３％と低く、本市では、気候変動の影響に関する情報が

少ないため、今後、国や県等と連携し、市域で既に起こっている気候変動の影響や変化

の程度について調査を実施し、情報の共有に努めていくことが求められています。また、

将来的に周辺環境への影響や問題が生じないよう、適切な知識の周知啓発を図るととも

に、注意喚起を実施していく必要があります。 
※１「意味を含めて知っている」と「言葉は知っているが意味は知らない」を合わせた割合 
  

農業分野においては気温の上昇により、コメの収容・品質の低

下や野菜の収穫期の早期化等が懸念されています。本市では、コ

メの高温耐性品種である「てんたかく」や「富富富」の作付けが

行われています。他の作物でも気候変動による影響が想定される

ことから、高温耐性品種の積極的な導入が必要です。 

自然生態系分野においては、生息適地の変化などが懸念されて 

います。本市には貴重な生物も多数生息していることから、野生生物の分布域のモニタ

リング調査による気候変動影響の把握、及び生態系保全のため、自然環境保全や生物多

様性への理解を深めるための環境教育の場を設けていくことが求められます。 

 

（２）都市機能に関する適応 

自然災害分野においては、近年、局地的集中豪雨の多発により、 

浸水被害などの水害や土砂災害が発生しています。本市におい 

ても、平成２０年７月には豪雨災害を経験しています。市では、 

利賀ダムをはじめとする、洪水調節機能を有する防災ダム及び 

周辺環境整備を実施しています。また、自然災害による被害を 

小さくするため、河川パトロールなどの保全管理の実施や土砂 

災害ハザードマップ等の更新も進めています。市街地の内水面 

における浸水被害が暗渠整備により解消されつつありますが、経年劣化による雨水排

水施設の破損が生じていることから、破損個所の修繕を行っていく必要があります。 

今後もこのような自然災害が増加していくことが見込まれるため、災害に強いインフ

ラ・ライフラインの整備を推進していくことが求められます。 

 

写真１－９ 米の収穫 

写真１－１０ 
豪雨被害の被害状況 

浸水した住宅街 

（城端地域東新田地区） 

資料：南砺市ホームページ 

資料：「砂防と治水 189 号」
2009 年６月 
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（３）健康に関する適応の状況 

市民環境意識調査によると、

市民は様々な分野において気

候変動の影響が現れていると

感じており、特に熱中症リスク

の増加や、強風や自然災害に関

する項目が大部分を占めてい

ました。健康分野においては、

気温の上昇に伴い、熱中症リス

クの増加や熱ストレス増加に

よる生活への影響が懸念され

ます。本市では企業と連携し、

熱中症対策講座の開催を検討

しています。より多くの市民の

熱中症を予防するため、ホーム

ページや SNS を通じた熱中症

予防の啓発や、熱中症予防のた

めの環境づくりを推進するこ

とが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１－９ ２１世紀末における熱中症搬送者数の変化予測 
（左：厳しい温暖化対策を実施した場合（RCP2.6）、右：温暖化対策を実施しなかった場合（RCP8.5） 

 

南砺市 南砺市 

資料：気候変動適応情報プラットフォーム 
 

図１－８ 市民環境意識調査「南砺市において、 
気候変動の影響がすでに現れている 
と感じる項目はどれか」の設問に対 
する回答の割合 

1

2

市内に生息する生き物の種類の変化

8

9

10

河川に生息する生き物の種類の変化

11

12

3

4

5

6

7

桜などの開花時期の変化

洪水や内水(浸水害)のリスクの増加

強風被害の増加

土砂災害の発生形態、発生地域の変化

気温上昇による死亡者数の増加

13

14

15

16

17

構成比（回答数に占める割合（％））
構成比（回答数に占める割合（％））

熱中症リスクの増加

デング熱などの感染症リスクの増加

台風などの自然災害による
インフラ・ライフラインへの影響

ヒートアイランド現象の進行

特になし

18

19

コメの品質や収量の低下

果物の品質低下

野菜の品質低下や収穫時期変動

河川の水量減少や水質悪化

渇水や地下水量の減少

市内に生息する生き物の生息域の変化

外来種の増加

18.3 

5.0 

20.1 

10.4 

9.7 

11.1 

15.1 

11.1 

28.0 

23.0 

22.3 

49.0 

21.7 

8.6 

51.5 

2.3 

25.3 

13.8 

8.1 

0 10 20 30 40 50 60

ICPP では複数のシナリオ

（ＲＣＰ2.6、4.5、6.0、8.5）

を設定し、気候変動の予測や

影響評価などを行っていま

す。 
左図では、温暖化対策を実施

しなかった場合に熱中症搬

送者数が 21 世紀末に 2～3
倍程度になることを予測し

ています。 
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（4）適応策における横断的取組の推進 

気候変動が影響する分野は、水災害、水資源、農業、自然生態系、健康分野等と様々

であるが、気候変動における影響の変化について情報や最新の取り組みについて情報共

有するため、富山県気候変動適応センター等と密に連携し、適応策の方法等を整理・見

直しし、情報の収集および情報の発信を行っていく必要があります。また、将来にわた

って地域の適応を支える人材育成のための教育・学習が不可欠となっています。 

 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

自然生態系等に関する適応策の推進 

気候変動による影響に適応した農業を普及するため、高温耐性品種の積極的な導入を

推進します。市内の野生動植物の生息・生育の実態について調査と情報収集等を行いま

す。外来生物について生息・生育の実態について調査と情報収集等を行います。 

 

都市機能に関する適応策の推進 

気候変動による影響に伴う自然災害への対策を推進します。公共水域等への影響につ

いて調査し、浸水被害軽減対策を推進します。老朽化した雨水排水施設の修繕を行い、

浸水被害解消の維持に努めます。透水性舗装を整備し、地下水涵養対策と浸水被害の軽

減を図ります。ライフライン被害は、発災後における各種の応急活動を迅速かつ的確に

展開する必要があることから、ライフライン事業者が相互に連携を図り、災害応急対策

及び二次災害の防止などの活動を迅速に行える体制を整備し、ライフライン等の強靭化

を図ります。 

 

人の健康に関する適応策の推進 

気温の上昇や熱中症発生リスクの変化について情報収集及び提供を行い、熱中症予防

に向けた啓発を行います。各種イベント開催時には熱中症対策として、屋外ではドリン

クやタブレットなどの配布、日よけテントの設営等、屋内では空調設備の利用及び新規

導入などを行います。公共施設利用によるクールスポットの活用を進め、クールシェア

についての情報提供を行います。 

 

適応策における横断的取組の推進 

環境意識の向上を図るため、多様な主体と連携した情報発信や普及啓発を推進します。

人材育成と環境教育のため、家庭・学校・職場等での環境教育・環境学習を推進します。 
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【重点事項】 

・気候変動による影響に適応した農業の普及促進を図ります。 

・気候変動による影響に伴う自然災害への対策を推進します。 

・熱中症予防に向けた啓発を行います。 

・人材育成と環境教育のため、家庭・学校・職場等での環境教育・環境学習を推進し

ます。 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

高温耐性品種の作付け面積 ha     

気候変動に適応した新品

種・新品目の開発・導入数 
品     

自主防災組織が実施した訓

練数 
回 57 60 60 

自主防災組織により実施

された防災訓練の回数 

下水道による都市浸水対策

の達成率 
％ 54.7 58 60 

市街地の雨水排水計画面

積のうち、雨水管渠等の施

設が整備され、浸水被害が

解消した面積の割合 

水道管の耐震化整備率 ％ 21.5   市内基幹管路耐震化率 

熱中症患者搬送者数 人 ３７ ３０ ２５ 
市内要請場所における熱

中症患者搬送者数 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・ハザードマップを確認し、浸水時等における避難場所を確認しましょう。 

・地域で開催される避難訓練に参加しましょう。 

・側溝清掃等の地域清掃活動に参加しましょう。 

・災害時に備え、太陽光発電システム等のエネルギー確保の方法を検討しましょう。 

・日常生活における熱中症対策に取り組みましょう。 

・気候変動への認識を深めるため、環境学習に取り組みましょう。 

事業者 

・地域で開催される避難訓練に参加しましょう。 

・災害時における避難場所の提供を検討しましょう。 

・災害時に備え、非常用発電等の設置を検討しましょう。 

・熱中症予防運動指針・暑さ指数（WBGT）の掲示や従業員への声掛けにより、熱中症予防の

周知・啓発を図りましょう。 

・クールシェアの実施とクールスポットの提供に努めましょう。 

来訪者 — 
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環境要素別の施策目標 ５．大気環境の保全 

澄んだ空・きれいな空気を守ります 

２ 分野目標Ⅱ 安全・衛生                           

 
 
 
 

＊現況と課題 

（１）大気環境監視の充実 
大気汚染物質濃度の経年変化 

市内の大気環境を常時観測している福野観測局※１の過去１０年間の環境基準の達成状

況をみると、全ての年で達成しています。また、光化学オキシダント※2 は、県内の全２

５観測局と同様、全ての年で未達成となっていますが、昭和５１年の光化学オキシダン

トの緊急時発令制度の開始以来、市内では緊急発令が行われるレベルには達していない

状況です。 

一方、中国で深刻な大気汚染をもたらし、日本への飛来が懸念されている微小粒子状

物質 (PM２．５)※3 の観測体制についても、今後強化することが求められています。 

このように市内の大気環境を経年的に把握することは、今後の大気汚染防止施策を講

じていく上でも重要な要素となることから、今後も継続的な監視が必要です。 
※ １ 福野観測局の所在地：南砺市柴田屋１５３ 
※ 2 福工場や車からでる窒素酸化物や炭化水素（揮発性有機化合物（VOC））が太陽からの紫外線のエ

ネルギーによって反応して作り出されるオゾン、PAN（ペルオキシアセチルナイトレート）、アル

デヒドなどの汚染物質の総称。 
※3 大気汚染の原因物質とされる浮遊粒子状物質（粒子直径が１０マイクロメートル以下）よりもはる

かに小さい超微粒子（２．５マイクロメートル以下）で、ぜんそくや気管支炎を引き起こすといっ

た人の健康に与える影響が懸念されている物質 

 
表２－１ 福野観測局における環境基準の達成状況  〇：環境基準達成、×：環境基準未達成 

項目／年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

二酸化硫黄 長期 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

短期 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

浮遊粒子状物質 長期 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

短期 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

二酸化窒素 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

資料：「環境白書（平成 25 年版～令和 2 年版）」富山県 

 

表２－２ 福野観測局における光化学オキシダントの環境基準の「未達成」時間の割合状況 

項目／年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

光化学オキシダント 5.1% 5.5% 5.9% 6.7% 5.6% 6.1% 4.3% 4.3% 

資料：「環境白書（平成 25 年版～令和 2 年版）」富山県 
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大気環境に対する市民意識 

市民環境意識調査では、８６．９%※4 の回答者が「空気のきれいさ」に満足していま

す。しかし、前回の調査では「空気のきれいさ」に満足している回答者は９２．５%※4

であり、前回調査時と比較して満足度は低下しています。今回調査時では、地域別に見

ると平野部、年代別に見ると 70 歳以上の方の満足度がやや低くなっています。 

また、市に寄せられた大気汚染の苦清件数は 0～6 件（過去 10 年間）となっており、

その内容は、市民環境意識調査での意見にあった住まい周辺で行われる廃棄物の野外焼

却から発生する煙や飛び火を懸念するものであることから、これらの課題への適切な対

応が求められます。 
※4「満足」と「やや満足」を合わせた割合 

 

（２）固定発生源対策の推進 

市では富山県と連携し、特定施設の大気汚染物質濃度や管理状況の把握に努めていま

す。また、規制基準を超過した場合には、設置者に原因調査と改善のための指導を行う

ことしています。これらの対策の推進によって、産業型の公害は減少し、一定の成果を

上げてきたことから、今後もこれらの監視体制を維持していくことが求められます。 

 

表２－３ 市内の大気汚染防止法に基づく特定施設の届出状況［R2.3.31 現在］ 

施設の種類 

大気汚染 

ばい煙 

発生施設 

一般粉塵 

発生施設 

揮発性有機化合物 

（VOC)排出施設 

工場・事業場数 

［特定施設数］ 

80 社 

132［施設］ 

24 社 

76［施設］ 

0 社 

0［施設］ 

資料：「大気汚染の現況 身近な公害の現況（騒音・振動・悪臭）令和 2 年度版」富山県 
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

大気環境監視の充実 

県が設置する福野観測局の観測値により大気環境を監視し、環境情報を提供します。

光化学オキシダントの緊急時発令に速やかに対応できるように、県や市内小学校等の関

係機関との連絡体制の連携を維持します。 

 
固定発生源対策の推進 

 県と連携し、工場や事業場に対して、大気汚染防止法や富山県公害防止条例に基づ

く規制や指導を行います。大気環境に関わる公害防止協定の締結を推進するとともに、

問題の発生している工場や事業場に対して、協定内容に基づく協議を行います。廃棄物

の野外焼却禁止に係る周知や監視を強化するとともに消防署や警察署と連携し、野外焼

却の行為者に指導を行います。適正な農薬散布を推進するため、近隣住民への配慮を促

す啓発を行います。国や県と連携し、アスベスト等を使用する建築物の解体や改修工事

に対して、大気汚染防止法や廃棄物処理法、石綿障害予防規則、建設リサイクル法 等

に基づく検査や指導を行います。 

 
【重点事項】 

・県が設置する福野観測局の観測値により大気環境を監視し、環境情報を提供します。 

・適正な農薬散布を推進するため、近隣住民への配慮を促す啓発を行います。 

 
環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

二酸化窒素濃度の環境

基準の達成状況 ％ 100 100 100 
福野観測局の二酸化窒素濃度（年
間測定結果の長期的評価）と環境
基準との対比 

光化学オキシダント注

意報発令数 
回 0 0 0 

光化学オキシダントの年間発令
数 

空気のきれいさに満足

している市民の割合 ％ 86.9 95 95 
市民環境意識調査の「満足」また
は「やや満足」と回答した数／有
効回答数 

 
市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 
・自動車の点検整備等やエコドライブを励行しましょう。 

・廃棄物の野外焼却は法律で禁止されているので、野外焼却は絶対にやめましょう。 

事業者 

・公害防止関係の法令・条例等の適合状況を把握し、周辺環境に配慮した事業活動を行

いましょう。 

・自動車の点検整備等やエコドライブを励行しましょう。 

来訪者 ・自動車の点検整備等やエコドライブを励行しましょう。 
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環境要素別の施策目標 ６.水環境の保全                                            

清らかな水を守ります 

 

 

 

＊現況と課題 

（１）水環境監視の充実 

公共用水域の水質の経年変化 

ア．河川 

市内には小矢部川・山田川水系、庄川水系、神通川水系の一級河川や中小河川が数多

く存在しています。市では、県と連携しながら毎年河川の水質測定を実施していますが、

過去２年間の測定結果をみると、環境基準点（下表①～③）では、環境基準を達成して

いるものの、中小河川の定点観測地点（下表④～⑱）では１５地点中４地点で環境基準

を超過していました。特に⑬安居寺橋では、環境基準を大幅に超過しており、水質の改

善が見られない観測地点もあります。そのため、水質の悪い河川の根本的な原因を究明

するとともに、生活排水対策等を実施していく必要があります。 

 
表２－４ 市内の公共用水域における水質の現況［河川］       単位：ｍｇ／ｌ 

生物学的要求量(BOD)(mg/L) 年度 R1 R2 

調査地点 河川名 水域 環境基準 夏季 秋季 夏季 秋季 

①太美橋 小矢部川 小矢部川 1 0.5 ---- 

②福野橋 山田川 2 0.7 ---- 

③二ケ渕えん堤 山田川 1 ＞0.5 ---- 

④太谷橋 太矢川 小矢部川 1 0.5 0.7 1.0 0.7 

⑤糸谷橋 糸谷川 2 1.3 1.5 1.0 0.7 

⑥新明神橋 明神川 2 1.4 1.3 1.1 0.8 

⑦上津橋 旅川 2 1.7 1.5 1.0 0.9 

⑧八塚橋 大門川 2 1.2 1.8 1.3 1.0 

⑨雁徳時橋 西大谷川 2 2.6 4.9 1.0 0.5 

⑩勧行寺橋 勧行寺川 2 1.3 1.6 0.8 0.5 

⑪北野橋（夏）神明橋（秋） 池川 2 1.5 1.3 1.8 3.3 

⑫晩田橋 大井川 2 1.2 1.5 1.3 0.8 

⑬安居寺橋 御手洗川 小矢部川 2 4.6 5.0 11. - 

⑭北越あられ 用水 2 - 1.3 - ＜0.5 

⑮チューモクパーク工場 用水 2 - 1.1 - 4.5 

⑯ホワイト食品 用水 2 - 1.4 - 0.9 

⑰下島橋 利賀川 庄川 1 - 0.9 - ＜0.5 

⑱菅沼橋 百瀬川 神通川 2 - 1.0 - ＜0.5 

資料：①～③は「環境白書（平成 29 年版～令和 2 年版）」富山県、④～⑱はエコビレッジ推進課 

 
イ．湖沼（ため池を含む） 

市内には天然の湖沼やダム貯水池、農地を潤すために人工的に造成されたため池が数

多く存在しています。 

市では、県と連携しながら毎年湖沼の水質測定を実施していますが、過去５年間の測

定結果（下表）の最大値をみると、環境基準点（下表①）では環境基準を達成していま

すが、下表②～④では環境基準を超過しているところも見られることから、今後も水質

を継続的に監視していく必要があります。 
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表２－５ 市内の公共用水域における水質の現況［湖沼］        単位：ｍｇ／ｌ 
 

 

 

 
備考１）「桜ヶ池、縄ヶ池、赤祖父池では環境基準の適用を受けないため、参考地として、桂湖の環境基準（湖

沼Ａ・Ⅱ類型）と同等の水質を掲げた、なお、全窒素の環境基準は県内全湖で当面の間適用されないこ

とから、「—」とした。 

資料：①は「環境白書（平成 29 年版～令和 2 年版）」富山県、②～④はエコビレッジ推進課 

 

化学的酸素要求量（COD) 

H28 H29 H30 R1 R2 

最 
大 
値 

平 
均 
値 調査地点 河川名 

水
域 

種類 環境基準 

①桂湖

（ 湖 中 央 ） 
庄川 

庄

川 

ダム貯水

池 
3 以下 1.7 1.8 1.0 1.5 --- 1.8 1.5 

②桜ヶ池 大 井 川 
小

矢

部

川 

ため池 
［参考］ 

3 以下 
0.8 0.6 0.7 0.9 1.6 1.6 0.92 

③縄ヶ池 池川 天然湖 
［参考］ 

3 以下 
0.8 0.5 1.4 1.5 2.0 2.0 1.24 

④赤祖父池 赤祖父川 ため池 
［参考］ 

3 以下 
1.4 1.3 1.4 1.3 1.5 1.5 1.38 

全窒素濃度（TーN) 

H28 H29 H30 R1 R2 

最 

大 

値 

平均値 
調査地点 河川名 

水

域 
種類 

環
境
基
準 

①桂湖

（湖中央） 
庄川 

庄

川 
ダム貯水池 - 0.36 0.34 0.26 0.32 --- 0.36 0.32 

②桜ヶ池 大井川 小

矢

部

川 

ため池 - 0.43 0.05 0.49 0.30 0.19 0.49 0.292 

③縄ヶ池 池川 天然湖 - 0.84 ＜0.05 0.37 0.28 0.37 0.84 0.465 

④赤祖父池 赤祖父川 ため池 - 0.41 ＜0.05 0.46 0.39 0.26 0.46 0.38 

全リン濃度（TーP) 

H28 H29 H30 R1 R2 

最
大
値 

平
均
値 調査地点 河川名 

水

域 
種類 環境基準 

①桂湖

（湖中央） 
庄川 

庄

川 

ダム貯

水池 
0.01 以下 0.004 0.005 0.004 0.003 --- 0.005 0.004 

②桜ヶ池 大井川 
小

矢

部

川 

ため池 
［参考］

0.01 以下 
0.01 0 0.01 0.01 0.04 0.04 0.015 

③縄ヶ池 池川 天然湖 
［参考］ 

0.01 以下 
0.01 0.13 0.02 0.01 ＜0.003 0.13 0.043 

④赤祖父池 赤祖父川 ため池 
［参考］

0.01 以下 
0.11 0.12 0.02 0.02 0.07 0.12 0.068 
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水環境に対する市民意識 

市民環境意識調査では、７８．１％※１の回答者が「水のきれいさ（川・湖沼・池・地

下水等）」に満足していますが、市に寄せられる水質汚濁の苦情件数は毎年多く、その

割合は総苦情件数の 8 割以上も占めており、水質汚濁に対する関心の高さがうかがえま

す。その内容の大部分は油漏れに関するもので、これらの課題に対する適切な対応が求

められます。 

一方、平成の名水百選に選ばれた「不動滝の霊水」を含め名水と呼ばれる清水に対し

て、地域住民の積極的な保全活動が行われていることからも、水環境の意識の高さがう

かがえます。 
※１「満足」と「やや満足」を合わせた割合 

 
表２－６ 水質汚濁の苦情件数 

項目／年度 

水質汚濁 

H28 H29 H30 R1 R2 

水質の苦情件数（件） 9 13 10 7 17 

【参考】 
苦情件数の総数（件） 10 13 11 8 18 

総数に占める水質の苦情件数の割合（％） 90 100 91 88 94 

資料：エコビレッジ推進課 

 
水質汚濁事故の状況 

市内では、水質汚濁に関する事故が毎年１～６件程度※2 報告されています。 

ホームタンクからの小分け中の不注意やバルブの閉め忘れ等の人為的なミスによる油

の流出が主たる原因となっています。また、原因者に占める割合では事業者が多くなっ

ていますが、家庭においても冬季を中心に事故が発生する傾向にあることから、注意喚

起を定期的に続けていくことが求められます。 
※２「水質汚濁の現況（平成 29 年度～令和２年度）」富山県 

 
（２）工場や事業場対策の推進 

市では、富山県と連携し、特定施設の水質汚濁物質濃度や管理状況の把握に努めてい

ます。また、規制基準を超過した場合には、設置者に対して原因調査と改善のための指

導を行うことにしています。 

これらの対策の推進によって、産業型の公害は減少し、一定の成果を上げてきたこと

から、今後も監視体制を維持していくことが求められます。 

 

表２－７ 市内の水質汚濁防止法に基づく特定事業場の届出状況［R2.3.31 現在］ 
施設の種類 水質汚濁 

特定事業場数 362 施設 
資料：エコビレッジ推進課  
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（３）生活排水対策の推進 

近年では、事業系排水による水質汚濁の改善と、市の取り組みによる生活雑排水の適

正処理を推進してきたことから、令和２年度末の汚水処理人口普及率（施設整備率）は

９９．６％に達し、全国※3 や富山県※4 と比べても高い施設整備率を誇っています。ま

た、実際に施設を利用している割合は９３．６％まで増加しましたが、単独浄化槽設置

の世帯及び事業者が残り、施設利用率の向上が課題となっています。 
※3 全国、富山県の施設整備率［汚水処理人口普及率］92.1%（岩手県及び福島県を除く）  
※４「富山県の令和 2 年度末の施設整備率［汚水処理人口普及率］97.4% 

資料①：全国、富山県の施設整備率は「令和 2 年度末の汚水処理人口普及状況について（お知らせ）」 

環境省報道発表資料 

資料②：南砺市の施設整備率と施設利用率は上下水道課 

 
（４）地下水・土壌汚染対策の推進 

地下水は、年間を通じて水温に変化が少なく、清浄な水質であることが多いことから、

生活用水や農業用水として利用されています。しかしながら、全国的には工場や事業場

からの重金属や揮発生有機化合物等による土壌汚染が顕在化し、汚染の判明件数が増加

傾向にあります。土壌や地下水は、いったん汚染されると汚染は長期化し、その浄化も

困難になることが多いため、末然の防止対策が重要となります。 

市では、県と連携しながら毎年地下水の水質調査を実施しており、令和元年度には概

況調査※5 を 7 地点、継続監視調査※6 を３地点実施しました。今後も継続的に汚染濃度

の推移を調査し、適切な浄化対策を講じていくことが求められます。 

また、平成元年に井波町においてテトラクロロエチレンによる地下水汚染が深刻化し

ましたが、現在は環境基準を下回っています。今後も地域住民が安心して地下水を利用

できるように県と連携をして、継続監視調査を行います※7。 
 

表２－８ 継続監視調査による市内の地下水水質の経年変化［H２８～R２年度］ 単位：mg／ｌ 

項目 調査地域 地点数 環境
基準 H28 H29 H30 R1 

テトラクロロ
エチレン 

南砺市
本町 3 0.01 ND 

~0.0097 
ND 
~0.0066 

ND 
~0.0089 

ND 
~0.0091 

※５概況調査は飲用目的の地下水利用が多い平野部で実施している。濃度の推移を把握するため、年 1 回

かつ毎年同じ時期に測定を実施する。調査項目は 25 項目（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、

砒素、総水銀、アルキル水銀、ジクロロメタン、四塩化水素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエ

チレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シアジン、チオベンカル

ブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素） 
※６継続監視調査は、汚染地域で汚染の動向と浄化対策による改善効果を確認するために実施している。

地点や回数は、自然的原因の汚染地域が年 1 回の２地点（汚染濃度が高い 1 地点＋汚染の影響がみら

れない１地点）、人為的原因の汚染地域が年３回の３地点（汚染濃度が高い２地点＋汚染の影響がみら

れない１地点）。 

資料：「水質汚濁の現況（令和 2 年度）」富山県 
※7 資料：「水質汚濁の現況（令和 2 年度）」富山県（12 水質年表 平成元年～２年） 
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（５）健全な水循環の確保 

市内の高度浄水普及率は９９．５％※8（令和２年度末）となっており、市内の世帯の

ほとんどが上水道を利用していることになり、第 2 次南砺市総合計画策定時の市民意識

調査結果でも高い満足度が得られています。この水道水を今後も安定的に供給していく

ためには、老朽化した水道施設の更新や修繕が不可欠ですが、これに加えて、地震等の

非常事態に備えた耐震力のある管路や施設等を整備していくことが求められています。

しかしながら、基幹道路の耐震管率は１９％※9、本市全体では８％※9 と低い水準でとど

まっています。そのため、優先度を踏まえた上で、計画的に耐震対策を進めていく必要

があります。 

一方で、水源の確保には水の健全な循環が不可欠ですが、近年では人手不足による森

林の荒廃や耕作放棄地等の拡大による保水力の低下、市街地の拡大に伴う雨水の地下水

涵養の低下、都市化や護岸工事等による水辺環境の劣化といった懸念材料があり、これ

らの課題にも適切に対処していくことが求められています。 
※8 資料は上下水道課 
※9 資料は「南砺市新水道ビジョン（平成３０年度）」上下水道課 
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

水環境監視の充実 

県と連携し、公共用水域、地下水の水質調査を毎年実施し、環境情報を提供します。 

 
工場・事業場対策の推進 

県と連携し、工場や事業場に対して、水質汚濁防止法や富山県公害防止条例に基づく

規制や指導を行います。水質環境に関わる公害防止協定の締結を推進するとともに、問

題の発生している工場や事業場に対して、協定内容に基づく協議を行います。 

 
生活排水対策の推進 

公共下水道施設の長寿命化計画を推進するため、管路及び排水処理施設の適切な維持

管理を実施します。供用区域における下水道の接続率を向上させるため、下水道の役割

の PR や戸別訪問による接続指導を行います。各家庭で実践できる適正な生活排水対策

を周知・啓発します。 

 
地下水・土壌汚染対策の推進 

地下水や土壌汚染が認められた場合は、市民の安全の確保のため、県と連携しながら

速やかに周知し、原因究明と適切な対策を講じます。また、農薬や化学肥料等の適正使

用や、家畜排泄物の堆肥化を推進します。 

 
健全な水環境の確保 

水源の点検・清掃など維持管理に努め、監視やパトロールを実施し、水源地の汚染や

自然破壊を未然に防止します。老朽化した浄水場の機械設備の更新や水処理技術の向上

により、安全でおいしい水の安定供給に努めます。 

市民への節水の呼びかけとして、水の効率的な利用に対する理解や、水環境の保全意

識と行動を促すための啓発を行います。水道施設の維持管理として老朽管の更新 ・取

替えを推進し、有収率や安全性の向上を図ります。経年劣化による雨水排水施設の破損

個所の修繕を行い、浸水防止対策を推進します。 

 
【重点事項】 

・供用区域における下水道の接続率を向上させるため、下水道の役割の PR や戸別訪

問による接続指導を行います。 

・水源の点検・清掃など維持管理に努め、監視やパトロールを実施し、水源地の汚染

や自然破壊を未然に防止します。 

・経年劣化による雨水排水施設の破損個所の修繕を行い、浸水防止対策を推進します。 
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環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標  

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

市内河川のＢＯＤ環境

基準の達成率 
％ 90 100 100 

水質調査地点のうち水質基準を達成
した地点数／一級河川の水質調査 9
地点 

市内湖沼のＣＯＤ環境

基準の達成率 
％ 100 100 100 

水質調査地点のうち、環境基準を達
成した地点数／総地点数４地点（桂
湖、桜ヶ池、縄ヶ池、赤祖父池） 

水（川・湖沼・池・地

下水等）のきれいさに

満足している市民の割

合 

％ 86.9 90 90 

市民環境意識調査の「満足」または
「やや満足」と回答した数／有効回
答数 

下水道接続率（水洗

化・生活雑排水処理率） 
％ 93.6 94 95 

生活排水処理施設（下水道、集落排
水処理施設、合併処理浄化槽）を実
際に利用している人口／住民基本台
帳人口（各年度の翌年度４月１日） 

土壌汚染・地下水汚染

の報告件数 
件 0 0 0 

土壌汚染・地下水汚染の年間報告件
数（富山県への報告件数を含む） 

水道事業有収率 ％ 81.3 83 85 

全水量のうち、使用料の対象となる

水量の割合（率を下げる最大の要因

は漏水） 

 
市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・生活雑排水の排出抑制に努めましょう。 

・環境にやさしい洗剤を使用しましょう。 

・節水に努めましょう。 

・水を有効利用しましょう。 

事業者 

・節水に努めましょう。 

・水を有効利用しましょう。 

・公害防止関係の法令・条例等の適合状況を把握し、周辺環境に配慮した事業活動を行いましょう。 

・環境にやさしい製品の開発・製造を推進しましょう。 

来訪者 ・節水に努めましょう。 
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環境要素別の施策目標 ７．その他生活環境の保全 

健やかで安らぎのある暮らしを守ります 

 
 
 
 

＊現況と課題 

（１）騒音・振動、悪臭対策の推進 

市民環境意識調査では、７９．７％※1 の回答者が「住まい周辺の静かさ」に、80.2％

※1 の回答者が「住まい周辺の悪臭の少なさ」に満足しています。 

市に寄せられ苦情は少ない状況が続いていますが、パトロール等を継続して住みよい

環境を維持していく必要があります。 
※１「満足」と「やや満足」を合わせた割合 

 

表２－９ 騒音・振動・悪臭の苦情件数の推移 
項目/年度 H28 H29 H30 R1 R2 

騒音の苦情件数（件） - - - - - 
振動の苦情件数（件） - - - - - 
悪臭の苦情件数（件） 1 - 1 1 1 

資料：エコビレッジ推進課 

 

表２－１０ 市内における騒音規制法・振動規制法・県条例に基づく悪臭施設等の設置状況 

［R２.３.３１現在］ 
区分 騒音 振動 悪臭 

法・条令区分 騒音規制法 県条例 振動規制法 県条例 
特定事業場数 

［特定施設数］ 
103 社 

［1,118 施設］ 
316 社 32 社 

［590 施設］ 
77 社 

資料：「大気汚染の現況 身近な公害の現況（騒音・振動・悪臭） 令和 2 年度版）富山県 

 

（２）有害化学物質対策の推進 

「ダイオキシン類対策特別措置法」では、大気・水質・水底の底質・土壌汚染に係る

環境基準が定められています。市では、県と連携しながら毎年大気汚染環境と地下水の

水質に係るダイオキシン類調査を実施していますが、いずれの測定地点とも環境基準を

達成しています。 

また、市内には「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく特定事業場として、大気

基準適用施設が６施設あることから、県との連携体制を維持していく必要があります。 
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表２－１１ 市内におけるダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設等の設置状況 

［Ｒ２．３．３１現在］ 

区分 大気基準適用施設 水質基準適用施設 
特定事業場数 

［特定施設数］ 
6 社 

［6 施設］ 
0 社 

［0 施設］ 
資料：「大気汚染の現況 身近な公害の現況（騒音・振動・悪臭） 令和 2 年度版）富山県 

 
（３）ストック資産の活用 

市内では人口の減少に伴って、山間地だけでなく、市街地においても、家主が不在で

長年放置されたままの空き家※５や家屋※６が認められ、また管理不足で雑草が繁茂して

いる空き地※７が目立ってきています。このような空き家や空き地を放置することは、風

景や景観の悪化のみならず、ごみの不法投棄や火災の誘発、害虫や有害鳥獣の繁殖、災

害時の倒壊といったさまざまな被害を引き起こす恐れがあり、これに加え、周辺の環境

悪化や犯罪の温床になりかねないとして、付近住民の暮らしを不安に陥れる材料にもな

っています。平成２８年から平成２９年に行われた調査※８によると、市内には   １，

０３５棟の空き家が確認されており、今後も増加が見込まれています。市では空き家の

活用を促進するため、「空き家バンク」で情報を発信し、登録者と利用者に補助を行っ

ていますが（登録件数 49 件、契約件数 24 件※9）、市内では自動車中心の社会が定着

し、郊外の幹線沿いに大型店や専門店が進出したことで、中心商店街では空き店舗が目

立ち、賑わいが失われつつあり、今後は中心市街地の賑わいの創出や商業の活性化も合

わせた総合的な空き家・空き地対策を講じていく必要があります。 

市内では、農業の担い手不足や高齢化の進行によって耕作放棄地が次第に増えてきて

おり、公益的機能の劣化が懸念されるため、環境保全の立場から注意を払っていく必要

があります。 
※５一定期間継続して使用しない状態の建築物（操業や営業を停止したまま放置されている事務所や工

場を含む） 
※６※５に示した空き家農地、通常の方法では利用できない建築物 
※７すでに人が使用していない土地または人が使用していても相当の未使用部分を残し、人が使用 

していない土地と同様の状態にある土地 
※８各地区の行政推進員等（町内会長、区長）を通じて、市内の空き家件数を調査した結果 
※9 令和 2 年度 南砺で暮らしません課  
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

騒音・振動・悪臭対策の推進 

県と連携し、工場や事業場、特定建設作業場に対して、騒音規制法や振動規制法、富

山県公害防止条例に基づく規制や指導を行います。建設・土木工事業者に対して、低騒

音・低振動型の工法や建設機械の導入、遮音対策、作業期間・時間帯の短縮等の対策を

促します。工場や事業場に対して、悪臭防止法や富山県公害防止条例に基づく規制や指

導を行います。騒音・振動、悪臭に関わる公害防止協定の締結を推進するとともに、間

題の発生している工場や事業場に対して、協定内容に基づく協議を行います。 

 

有害化学物質対策の推進 
有害化学物質の排出に関わる公害防止協定の締結を推進するとともに、問題の発生し

ている工場や事業場に対して、協定内容に基づく協議を行います。公園や街路樹、植栽

等に対する農薬散布時には注意事項を守り、使用します。家庭や農家、事業所に対して、

農薬の取り扱い（使用量の抑制、毒性の低い農薬を優先的に使用等）を啓発します。 

 

ストック資産の活用 

空き家の適切な管理を行い、移住希望者等への空き家の利活用を推進します。空き店

舗や空き事務所対策を拡充します。地域経済の活性化を図るため、中小企業を支援する

取り組みを継続的に行います。都市機能の集積や街なか居住、市外への購買力流出防止

対策、買い物弱者（高齢者等）対策を推進します。 

 

【重点事項】 

・事業者と連携しながら、法令に基づく規制基準の遵守と周辺環境に配慮した生産活

動への協力を求めていきます。 

・空き家・空き店舗の利活用を推進します。 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

住まい周辺の静かさに満足して

いる市民の割合 ％ 79.7 85 90 
市民環境意識調査の「満足」ま
たは「やや満足」と回答した数
／有効回答数 

住まい周辺の悪臭の少なさに満

足している市民の割合 ％ 80.2 85 90 
市民環境意識調査の「満足」ま
たは「やや満足」と回答した数
／有効回答数 

空き家バンクの契約件数 件 24 30 35 空き家バンクの契約件数 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 ・悪臭・騒音の発生を防止しましょう。 

事業者 
・公害防止関係の法令・条例等の適合を把握し、環境に配慮した事業活動を行いましょう。 

・工事に伴う粉じんや騒音・振動の発生を防止しましょう。 

来訪者 ・騒音の発生を防止しましょう。 
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３ 分野目標Ⅲ 自然との共生                                                 

 

 

＊現況と課題 

（１）自然公園・自然環境保全地域等の保全 

市内には、国立公園をはじめとする自然公園や、自然環境保全地域の指定を受けた貴

重で優れた自然地域が各地に点在しています。そこには、学術的価値が高いものや地域

性に照らし合わせて貴重と認められる地形や地質、湖沼が存在し、天然木や野生生物の

多様性が保護されています。 

私たちは、以下に示したような市内に貴重で優れた自然地域があることを理解し、将

来を通じて、これらの自然環境を保護・保全していくことが求められています。 

 

自然公園・・・優れた自然の風景地をそのまま利用してつくられた公園 

※自然公園法に基づき環境大臣指定 

①「白山国立公園」 

 ※富山県立自然公園条例に基づき富山県知事指定 

②「白木水無県立自然公園」 

③「医王山県立自然公園」 

 

自然環境保全地域・・・自然性が高くて、希少性に富み、

また学術的価値の高い地域を恒久的に保有することを

目的として指定された地域 

 ※優れた天然林や貴重な野生生物の保護のため 

①「縄ヶ池・若杉」 

②「山の神」 

③「谷内谷」 

 

県定公園・・・里山地域の優れた風景地 

 ※富山県定公園規則に基づいて富山県知事指定 

①「桜ヶ池」 

②「八乙女山・閑乗寺」 

③「牛岳」 

 

  

至 至
矢    

図３－１ 
市内の自然公園・自然環境保全地域・ 
県定公園の位置図 

環境要素別の施策目標 ８．貴重で優れた自然の保全 

自然公園や自然環境保全地域等の貴重で優れた自然を守ります 
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（２）生物多様性の保全 

豊かな森に囲まれている市内には、数多くの巨木や名木があり、文化財保護法に基づ

く天然記念物として、国 1 件、県 6 件、市 27 件の指定があります。（これらの天然記

念物では現状変更の行為等が規制されています。） 

また、巨木の代表的なものとして、幹周が１１m にもおよぶ「広谷の大杉」や、縄ヶ

池・若杉自然環境保全地域にある幹周が１４m の「縄ヶ池縄文杉」や１１m の「縄ヶ池

千年杉」が挙げられます。 

 

表３－１ 市内の天然記念物（植物に限る）［令和３年度２月現在］ 

指定 城端 平 上平 利賀 井口 井波 福野 福光 計 

国 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

県 4 0 0 1 1 0 0 0 6 

市 6 4 1 3 1 4 4 4 27 

計 10 4 1 5 2 4 4 4 34 

資料：文化・世界遺産課 

 

市内にいる野生生物の中には、 「レッドデータブックとやま 2012」に掲載され、絶

滅や絶滅が心配されている種（絶滅危惧 I 類、絶滅危惧 11 類）が、動物が 44 種、植

物が 49 種となっています。 

 

表３－２ 市内の絶滅＋野生絶滅、絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類［動物、植物］単位：件 

項 目 絶滅＋野生絶滅 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 計 

動  物 2 23 19 44 

植  物 3 18 28 49 

計 5 41 47 93 

備考１）区分けは、富山県のカテゴリーに基づく。 

備考２）『絶滅＋野生絶滅』は、かつては県内に生息・生育したことが確認されているが、現在は絶滅した

と考えられる、または、飼育・栽培下でのみ存続しているが、県内においてすでに野生では絶滅し

たと考えられる種を指す。 

備考３）『絶滅危惧I類』は、絶滅の危惧に瀕している種。具体的には、現在の状況をもたらした圧迫要因

が引き続き作用する場合、野生での存続が困難であり、直ちに厳重な保護対策を要する種を指す。 

備考４）『絶滅危惧Ⅱ類』は、絶滅の危惧が増大している種をいう。具体的には、現在の状況をもたらし

た圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧種」に移行することが確実で、厳重な保

護対策を要する種を指す。 

 

県では、国の天然記念物として、絶滅が心配されているイヌワシの営巣地として、上

平地域の小瀬地区に生態観察用カメラを設置し、生態観察の実施と映像を利用した希少

な野生生物の保護の普及啓発を図っています。 

このように種の多様性を維持していくには、多様な生きもののつながりを大切にしな

がら、希少な野生生物とその生息・生育環境を守り育てていくことが必要になります。 
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また、近年、外来種の持ち込み等による外来種の生息域拡大に伴い、生態系のかく乱

が懸念されています。本市においても、湖沼におけるオオキンケイギクやブラックバス

等の外来生物の増加が問題となっており、既に侵入している外来種の駆除に加え、外来

種拡大防止のための野外放出禁止への普及啓発などを行っています。 

 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

自然公園・自然環境保全地域等の保全 

国や県と連携し、自然公園等の施設を適切に整備・管理するとともに、訪れた人へ保

全の大切さを啓発していきます。 

 

生物多様性の保全 

自然の保護や育成を主体に活動する各種団体を支援します。自然の保護や育成を主体

に活動する各種団体を広報なんとや市のホームページでの紹介にあわせて、市民の生物

保護の意識高揚を図るための啓発に努めます。野生生物の保護対策を推進するため、鳥

獣保護区等の指定により、野生鳥獣の生息地を適正に保護する対策を推進し、県や地域

のナチュラリスト等と連携して野生生物の実態把握に努めます。 

 

【重点事項】 

・国や県と連携し、自然公園等の施設を適切に整備・管理します。 

・自然の保護や育成を主体に活動する各種団体を支援します。 

 
環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

自然環境保全地域の指定

面積 
ha 329 329 329 

自然環境保全地域の指定面積

（市内分） 

鳥獣保護区の指定面積 ha 14,886 14,886 14,886 
野生動植物保護地区及び鳥獣

保護区の指定面積 

特定猟銃使用禁止区域の

指定面積 
ha 1213 1213 1213 

特定猟銃使用禁止区域の指定

面積 

天然記念物（植物に限る）

の指定件数 
件 33 33 33 

国・県・市が指定する天然記念

物（植物に限る）の指定件数 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・自然観察会や勉強会に参加しましょう。 

・動植物の保全活動に参加しましょう。 

・生物多様性について理解を深めましょう。 

事業者 

・生態系に配慮した事業活動を実施しましょう。 

・事業活動による生物多様性への影響について理解を深めましょう。 

・自然観察会や勉強会の開催に協力しましょう。 

・動植物の保全活動を支援しましょう。 

来訪者 ・自然観察会や勉強会に参加しましょう。 
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＊現況と課題 

（１）森林・林地環境の保全・活用 

市内を見渡せば、里山の林地、田園、公園、ため池、用水、小川等の身近な自然がす

ぐそばにあります。また、そこには見慣れた鳥や動物、虫、魚が命を育んでいます。こ

れらの自然は、野生生物の命を育むだけでなく、自然災害を防いでくれたり、二酸化炭

素を吸収して  酸素を供給したり、汚れた水を浄化してくれたりと、公益的機能を有し

ています。このため、農林業を単なる経済活動として捉えるだけでなく、環境保全の一

翼を担う公益活動の場として捉え、これらの公益的機能の保全に努めていくことが重要

となっています。 

市民環境意識調査では、８５．１％※1 の回答者が「野山や森林、田等による緑の豊か

さ」に満足しています。また、子ども環境意識調査の「あなたの住んでいるところは自

然が多いと思いますか」の設問では、８2.0％※2 の子どもが「自然が多いところだと思

う」と回答しており、子どもから大人までの幅広い年齢層において、自然の豊かさが実

感されていることがうかがえます。 
※１

 「満足」と「やや満足」を合わせた割合 
※２

 「とても自然が多いと思う」と「どちらかといえば自然が多いところだと思う」を合わせた割合 

 

また、子ども環境意識調査で、「これからの南砺市がどのようなまちになっていけば良

いと思いますか」と設問したところ、ほとんどの地域で共通して回答が最も多かった項

目は「空や川がきれいな住みやすいまち」でした。また、２位以下の項目に関してもほ

とんどの地域で自然に関する項目を回答していました。 

市民や子ども環境意識調査の結果からも、身近な生活空間が緑に囲まれていたり、野

生生物の存在が感じられれば感じられるほど自然の豊かさを実感する傾向が高まって

います。 

しかし、近年では農林業の担い手不足や高齢化の進行によって手入れの行き届かない

森林や遊休農地、耕作放棄地が次第に増えてきた結果、自然が持っている公益的機能の

劣化が懸念されており、環境保全の立場から特に注意を払っていく必要があります。 

本市は、県内で 2 番目に大きい面積（66,864ha）を有していますが、その約 8 割が

森林（林野面積 52,564ha＝国有林 9,178ha＋民有林 43,387ha）で覆われていま

す。特に五箇山地域では地形が急峻で、多雨・多雪地帯でもあることから、公益上で重

要な森林が多く、治山事業等による保安林機能の充実や、病害虫防除等による健全な森

林の育成が必要となっています。 

 

 

身近な自然と共生し、公益的機能を守ります 

環境要素別の施策目標 ９．森林・農地・水辺の公益的機能の向上 
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表３－３ 市内の地域別林野面積 

地域名 

林野面積（単位：ha) 

地域別林野率 
計 国有林 

民有林 

小計 うち人工林 

砺波野地区 
城端、井波、井口、

福野、福光 
17,684 3,460 14,224 5,852 58.5 

五箇山地区 平、上平、利賀 34,881 5,719 29,162 6,682 96.0 

計 
52,564 9,178 43,387 12,534 

78.6 
［100％］ ［17.5％］ ［82.5％］ ［23.8％］ 

備考）林野率は、各地区の総面積に占める割合  
資料：「南砺市森林整備計画書（南砺市森づくりプラン）（平成 31 年）」 

 

市内の森を豊かに再生するため、市では平成３１年改訂の「南砺市森林整備計画書（南

砺市森づくりプラン）」に基づく森林育成や林業の振興、私有林の造成、私有林の境界

の明確化、森林資源の循環利用に向けた基盤整備等に取り組んでいるところです。 

 

（２）森林の自然災害防止機能の保全 

森林の一つの公益的機能として国土保全機能があります。これは土砂災害や土砂の流

出を防止したり、土壌を保全する機能です。日本各地では目を見張るような前線や台風

に伴う豪雨による土砂災害などの自然災害が起きています。森林の国土保全機能を発揮

させるためには、森林が健全に保たれるように管理する必要があり、適切に管理しない

と荒廃してしまい、公益的機能が発揮されなくなってしまいます。一般的に鬱蒼とした

森林（主に人工林）を間伐することで地表に光を入れ、草を生やしたり、残した木々の

根が広く張ることで土砂災害を防止する効果があるとされており、このような森林の適

切な管理によって森林が持つ機能を活用した防災・減災の取り組みが求められています。

また、森林を全面的に伐採することが要因で土砂災害が発生する懸念もあることから、

土砂災害を防止する観点からも不適切な森林伐採が行われていないか監視を行う必要

があります。 

 

（３）農地環境の保全・活用 

中山間地域は市内の水土を保全する上で重要な役割を担っていますが、過疎化や農業

の生産条件の格差が進む中、耕作放棄地（遊休農地を含む）の拡大が懸念されています。 

このような背景を受け、国では平成２６年度から、農業・農村の多面的機能の維持・

発揮を図るため、地域共同体制での事業活動に対する「多面的機能支払交付金※3」をス

タートさせ、この交付金制度を活用した農地や農業用水の管理をはじめ、生態系、水質、

景観の保全の観点から、農村環境を向上支える取組を推進しています。 
※3 多面的機能を支える協働活動を支援する「農地維持支払交付金」と地域資源（農地、水路、農道等）

の質的向上を図る協働活動を支援する「資源向上支払金」から構成されています。 

資料：農政課、多面的機能支払交付金ポータルサイト 

 

環境保全に配慮した循環型農業の実施や棚田保全活動など、地道な取組みを進めなが

ら農業を活性化し、農地の公益的機能の保全や向上に努めていくことが求められます。 

（４）水辺環境の保全・活用 
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本市は 、砺波平野の扇状地の山際に立地しているため、良質で豊富な湧水が数多く存

在しており、県指定の「とやまの名水」に選出されたものが９力所もあります。そのう

ち、不動滝の霊水は、国指定の「平成の名水百選」にも選出されています。 

農業用のため池は、全国に約２１万ヶ所、富山県内に約２，５００ヶ所ありますが、

国指定の「ため池百選」として、県内からは「赤祖父池」と「桜ヶ池」の２ヶ所のみが

選出されています。また、「未来に残したい日本の自然 1００選※8」では「縄ヶ池」が

選出されています。 

これらの湧水は年２回ほどの水質検査を実施し、水質の維持に努めています。また、

市内は水利に恵まれていますが、一方で、地理的には県内でも山手側（上流側）に位置

することから、より広域的な視点に立って水辺の保全を進めていくことが必要です。 
※81982 年に森林文化協会等において、４万５，８４７通の一般公募と２千通を超す推挙地から選出されました。 

 

 

名称 

と や ま

の名水 

［ 富 山 県 ］ 

平成の名

水百選 

［ 環 境 省 ］ 

た め 池

百選 

［ 農 水 省 ］ 

と や ま

の 名 勝  

［ 富 山 県 ］ 

① 縄ヶ池 湖沼 〇   〇 

② 桜ヶ池 湖沼 〇  〇  

③ 中江の霊水 湧水 〇    

④ 庄川狭 河川 〇   〇 

⑤ 丸池 湧水 〇    

⑥ 脇谷の水 湧水 〇    

⑦ 赤祖父池 湖沼 〇  〇 〇 

⑧ 不動滝の霊水 湧水 〇 〇  〇 

⑨ 妃の清水 湧水 〇    

⑩ 小矢部川の長瀞 河川 〇    

⑪ 夫婦滝 滝    〇 

 

 

 

  

表３－４、図３－２ 市内の主な名水、水辺スポット 

資料：「とやまの名水（令和３年 3 月）」富山県 
「平成の名水百選」環境省、「ため池百選パンフレット（平成 22 年 12 月）」農林水産省 
「とやまの名勝（平成 24 年 3 月）」 

1 ２ 

３ 

5 

4 
7 

6 

8 

10 

9 

11 
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（４）野生生物との共生 

市内では、少子高齢化の進行に伴い、自然に対する人

間の働きかけが弱まったことで、里山の自然が変化し、

生態系の異変や身近な野生動物の生息域の拡大といっ

た現象が起きはじめています。 

特に中山間地域ではイノシシやツキノワグマ等による

人的被害や農林産業の被害が多発しており、また、住宅

地や集落ではカラスやハクビシン等による家屋汚損の

被害が発生しています。 

このため、市では３年ごとに「南砺市鳥獣被害防止計画」を策定し、鳥獣を田畑や住

居等に近寄らせないことで被害を防ぐ「被害防除対策」や、鳥獣を捕獲・駆除すること

で被害を防ぐ「捕獲・駆除対策」を組み合わせた被害防止対策を講じており、今後も継

続して取り組んでいく必要があります。 

 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

森林・林地環境の保全・活用 

林業生産基盤の整備として、林道・作業道の開設や改良幣備を推進し、山村の定住化

を促進するための生活環境を整備します。林業経営基盤の強化として、担い手となる人

材や事業体の育成を強化、森林施業の集約化・機械化、市産材の利用促進に努めます。

企業や市民が参加する森づくり活動（植林や育林等）を支援し、山村と都市との交流の

促進やグリーンツーリズムの普及促進に努めます。間伐材の有効利用を図るため、燃料

化 （薪や木質ペレット）とその利用促進を支援します。 

 

森林の自然災害防止機能の保全 

森林の適切な管理によって森林が持つ機能を活用した防災・減災に取り組みます。土

砂災害の要因となるような不適切な森林伐採が行われていないか監視を行います。 

 

農地環境の保全・活用 

環境にやさしい農業の推進として、エコファーマー育成の支援、特別栽培農作物や有

機農作物の生産面積拡大、バイオマス資源（家畜排せつ物、もみ殻、稲わら、米ぬか等）

の利活用を行います。生分解性に優れた農業資材や、リユース ・リサイクルが可能な

農業資材の情報提供に努めます。農業生産基盤の整備として、農業経営の体質改善・強

化を図ります。食育・地産地消の推進として、農業イベントの開催を支援し、生産者と

消費者との交流を育むことで、地産地消や食育の大切さを PR します。 

 

 

 

写真３－２ 鳥獣被害防止対策 
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水辺環境の保全・活用 

農業用水路の多自然化の推進として、生態系に配慮した水辺環境の保全に努めます。

県と連携し、公共用水域の水質調査を毎年実施します。親水公園や砂防公園等の湖畔や

樹木等を保全します。 

 

野生生物との共生 

自然の保護や育成を主体に活動する各種団体を支援し、自然の保護や育成を主体に活

動する各種団体を広報なんとや市のホームページで紹介します。外来動植物の野外放出

の禁止の啓発、野生鳥獣の違法捕獲や、無許可飼養に対する行政指導、取り締まりに努

めます。 

 

【重点事項】 

・林業の担い手となる人材や事業体の育成を強化します。 

・企業や市民が参加する森づくり活動（植林や育林等）を支援します。 

・間伐材の有効利用を図るため、燃料化 （薪や木質ペレット）とその利用促進を支援

します。 

・環境にやさしい農業を推進します。 

・農業用水路の多自然化を推進するため生態系に配慮した水辺環境の保全に努めます。 

・自然の保護や育成を主体に活動する各種団体を支援します。 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

間伐面積 ha 107 300 300 森林組合の単年度の間伐実施面積 

集団化団地数 団地 8 15 20 
個人が持つ小規模な森林を周囲の森

林とまとめて団地としたものの数 

木質ペレット利用

量 
ｔ 1,168 1,500 2,000 

ペレットストーブ助成事業で購入さ

れた台数×１台当りの木質ペレット

年間使用量（見込み）＋公共施設での

木質ペレット使用量 

耕作放棄地面積 ha 40 40 40 
農地と認められる土地の耕作放棄地

の面積 

エコファーマー数 経営体 490 650 800 市内のエコファーマー数 

農業体験イベント

への参加者数 
人 

585 

（H28） 
700 800 

市が行う農業体験イベントへの参加

者数 

下水道接続率（水洗

化・生活雑排水処理

率） 

％ 93.6 95 96 

生活排水処理施設（下水道、集落排

水処理施設、合併処理浄化槽）を実際

に利用している人口／住民基本台帳

人口（各年度の翌年度４月１日） 

里山再生整備事業

による整備面積（総

計） 

ha 364 400 450 
これまで実施した里山再生整備によ

る総面積 

イノシシによる農

林作物被害額 
万円 113 100 100 

イノシシによる農林産物の年間被害

額（有害鳥獣として捕獲したものに限

る） 

鳥獣被害防止用電

気柵の設置距離 
ｍ 288 350 400 

鳥獣被害を防止するために設置した

電気柵の設置距離 

 



 

68 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・緑の保全や緑化活動に参加しましょう。 

・水辺空間を活用しましょう。 

・水辺の清掃活動に参加しましょう。 

・公共下水道への接続や合併処理層への転換を行いましょう。 

・ブラックバス等の外来魚類・昆虫類・両性類・動物の持ち込みや野外放出は

やめましょう。 

事業者 

・緑の保全・創出活動への助成を支援し、緑の保全や緑化活動に参加しましょ

う。 

・農業系廃棄物の適正処理と有効利用に努めましょう。 

・水辺空間の創出に協力しましょう。 

・水辺の清掃活動の参加や支援を行いましょう。 

来訪者 ・里山保全等に参加・協力しましょう。 
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＊現況と課題 

（１）森里川海の恵みの再認識 

本市では豊かな自然の中に日々の生活があります。こうした豊かな自然を象徴する「森」

「里」「「川」「海」は互いにつながり、影響し合い、恵みを生み出しています。しかし

ながら、行き過ぎた開発や利用・管理の不足等、また人口減少・高齢化といった問題に

より、そのつながりが荒廃し、私たちの暮らしにも影響が現れ始めています。 

小矢部川の最上流域に位置する本市は、森を守り育て、田畑の手入れをすることで里

が元気になるような社会づくりを目指した取組を実施しています。例えば、「エコビレ

ッジ構想」のもと、市産材を使用した木質バイオマスボイラーの活用や植林活動、遊休

農地の利用といった地域内循環を推進しています。また、川は水の流れで海につながっ

ているという認識を広めるため、海岸域までのごみの漂流経路調査などを実施したり、

環境教育を行ったりしています。 

つながりは森里川海だけではなく、「人」につなげていくことが大切です。一人ひとり

が「森里川海」のつながりについて考え、積極的な行動に移していけるような普及啓発

活動を実施していく必要があります。 

資料①：「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」環境省 

資料②：「とやま環境フェア２０２０ IN WEB」とやま環境フェア 2020 

 

図３－３ 森里川海のつながり 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省 
 

  

さまざまな機会を通じて「なんとの自然」にふれあいます 

環境要素別の施策目標 １０．自然とのふれあいの推進 
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（２）自然とのふれあいとの基盤整備 

市民環境意識調査では、８２．9%※1 の回答者が「自然景観の眺めの美しさ」に満足

する一方で、「生きものとのふれあいの多さ」に満足している回答割合は６５．3％※1

にとどまっています。 

加えて、子ども環境意識調査の「これからの南砺市がどのようなまちになっていけば

良いと思うか」の回答※2 では、「緑や水辺が多く、動物や昆虫などの生き物と触れ合え

る自然が豊かなまち」を選ぶ子どもが多い傾向にあることから、在住地域によって違い

はあるものの、幅広い年齢層で自然とふれあう機会が求められていることがうかがえま

す。 

※１「満足」と「やや満足」を合わせた割合 

※2「緑や水辺が多く、動物や昆虫などの生き物と触れ合える自然が豊かなまち」と回答した割合 

 

（３）自然とのふれあいの機会創出 

市内には都市公園が２７ヶ所、農村公園が１７ヶ所整備されてお

り、この他にも森林浴や自然体験、自然観察を満喫できるレクリ

エーション施設や名勝が点在しています。 

市では、このような自然とふれあえる場を有効活用しながら、さ

まざまな機会を設けて、児童が自然と触れ合える機会を創出して

います。 

今後は、地域を問わず、幅広い年代、より多くの人が参加できる

ような参加方法を検討していく必要があります。 

 

  

図３－３ 閑乗寺公園 

公園内の風景 

公園からの眺望 
資料：南砺市ホームページ 
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

自然とのふれあいの基盤整備 

都市公園や農村公園の樹木防除や草刈、清掃等を行い、適正な管理に努めます。利用

者の利便性向上のため、遊歩道の維持管理とともに、道案内板や標識、自然を解説する

案内板等を整備します。農業用水路の多自然化のため、生態系に配慮した水辺環境の保

全に努めます。 

 

自然とのふれあい機会の創出 

自然とのふれあいと学ぶ機会の創出のため、自然公圏やレクリエーション施設等にあ

るハイキングコースの活用を推進します。ネイチャースクール（自然観察会や自然体験

学習会）で市内の素晴らしい自然を紹介します。子どもの自然体験学習の充実のため、

野外活動や農林業体験等を通じて、児童生徒が自然とふれあう機会を創出、県と連携し

て「花とみどりの少年団」の活動の支援を行います。農林体験（田植え、稲刈り、植林、

下草刈り等）のメニューの充実を図ります。グリーンツーリズムやエコツーリズムを推

進するため、滞在型・体験型観光を開発し、育てます。 

 

【重点事項】 

・生態系に配慮した水辺環境の保全に努めます。 

・県と連携し、「花とみどりの少年団」の活動を支援します。 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

市内の都市公園の総

面積 
ｍ2 592,238 592,238 592,238 

南砺市都市公園条例に

定める公園の総面積 

市内の農村公園の総

面積 
ｍ2 67,927 67,927 67,927 

南砺市農村公園条例に

定める公園の総面積 

花とみどりの少年団

の団員数 
人 138 138 138 

花とみどりの少年団の

団員の年間総人数 

子ども体験活動の開

催数 
回 

14（Ｒ２）  

50（Ｈ２８） 
50 50 

子ども体験活動の開催

数 

森づくり活動の参加

者数 
人 

947（Ｒ２）  

2,780（Ｈ２８） 
2,780 2,780 

市内で開催さ れる植

樹、育林活動の年間参

加者数 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 ・市や環境活動団体が開催する環境学習会や体験学習、自然観察会等に参加しましょう。 

事業者 
・市や環境活動団体が開催する環境学習会や体験学習、自然観察会等に参加・協力しまし

ょう。 

来訪者 ・市や環境活動団体が開催する環境学習会や体験学習、自然観察会等に参加しましょう。 
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環境要素別の施策目標 １１．快適でうるおいのあるまちづくりの推進 

住む人がすごしやすく、愛着を感じるまちをめざします 

４ 分野目標Ⅳ 快適・心の豊かさ                        

 
 
 

 
＊現況と課題 

（１）花と緑豊かなまちづくりの推進 
平地においては公園や緑地はゆとりや安らぎを提供してくれるだけでなく、災害時の

避難先や救済活動の拠点といった安全・防災機能や、生物多様性の保全機能といった多

面的な公益的機能を併せ持っています。 

市では、都市公園や農村公園に加え、河川敷や街路樹の整備にも取り組んでおり、公

共施設のみならず住宅や事業場内における緑化の推進に取り組んでいます。 

また、中山間地から山間地においては二酸化炭素吸収源や、水の涵養機能等の公益的

機能を持つ森林で、市と SDGｓの推進に関する包括連携協定を締結する企業と市民参

加等による森林環境保全活動（植林や育林運動等）に取り組んでいますが、さらなる展

開も望まれます。 

 
（２）美しく清潔なまちづくりの推進 

市民環境意識調査では、「住まい周辺の清潔さ（ポイ捨てや犬のフン放置がない等）」

に満足している回答割合は 64.8％※１と、前回の 67.1％を下回り、ポイ捨てやペット

のフンの放置といった迷惑行為によるマナーの低下が気になっている傾向が見受けら

れます。 

また、このような迷惑行為を放置することはまち全体の環境保全意識の低下にも繋が

ることから、迷惑行為者にはマナーの向上を促すとともに、まちの美化を市民全員で守

る意識を持つことが必要となっています。市内では、市民団体や地元有志、学生等の参

加による自主的な環境美化活動が行われており、市ではこれらの団体に対し、活動資材

（ごみ袋や軍手）の支給や回収ごみの処分費減免措置での支援、市道のクリーンアップ

の補助をしていますが、条例をもとに、さらなる環境美化活動の促進が必要です。 
※１「満足」と「やや満足」を合わせた割合 

 
（３）交通環境の整備 

市内の公共交通（バス・JR 城端線）を利用する人は減少傾向にあります。しかしなが

ら、少子高齢化や環境への影響を考慮し、重要な交通手段として今後も公共交通を維持

していくことが必要です。公共交通機関を使いやすいと感じる市民の割合は 24.2％

（R1）※2 と年々減少傾向にあり、そのため、市民の利用を促進させる施策や利便性を

向上させる取り組みを継続して行い、脱炭素に向けて市民の意識を変える取り組みを続

けることで、公共交通利用への転換を図っていく必要があります。 

※2 資料：建設整備課 
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（４）雪に強いまちづくりの推進 

本市は、県内でも有数な豪雪地帯であることから、日頃から消融流雪施設の充実や維

持管理、有利な水源の確保に努めることが必要です。また、将来的には、除雪機械の老

朽化や修繕費の増加だけでなく、業者が保有する除雪機械の減少や除雪オペレーターの

高齢化・人材不足といった問題も抱えており、さらに道路改良事業の進捗に伴って除雪

延長路の増加が予想されることから、今以上に効率的に除雪機械の配置や、官・民の協

働による除排雪活動を進める等して、除雪体制の強化を図っていく必要があります。さ

らに、今後ますます深刻化する高齢化社会に向けて、「小規模多機能自治」の手法によ

る新たな住民自治のしくみの中で、一人暮らしや高齢者世帯の屋根の雪下ろしといった

除排雪活動の支援等を行い、安心して暮らせるまちづくりを目指していく必要がありま

す。 
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

花と緑豊かまちづくりの推進 
都市公園や農村公園の樹木防除や草刈、清掃等の適正な管理に努めます。住宅地や事

業場内における緑化活動を奨励し、企業や市民が参加する森づくり活動（植林や育林等）

を支援します。 

住宅地や事業場内における緑化活動を奨励し、市内の緑化活動を推進します。市内の

道路や駅前、商店街等に花を植え、訪れる人をいっぱいの花で出迎えるための「花いっ

ぱいまちづくり運動」を推進します。また、市道の草刈りや清掃の支援活動をアピール

し、市民による美化活動の支援を推進していきます。 

 

美しく清潔なまちづくりの推進 
市内の山や川、まちやむらをはじめとした身近な自然が保全されるよう、市民による

環境美化活動を支援します。ごみのポイ捨てやペットのフン放置等のマナー改善を呼び

かけます。 

 

交通環境の整備 

民間路線バスについては、路線を維持して市民の生活の足を確保するとともに、市営

バスについては利便性が高く、効率的な運行を図っていきます。ＪＲ城端線については、

ＪＲや県、沿線市と連携し、利便性向上や活性化策等を検討するとともに、公共交通の

利用促進のための広報啓発活動を推進します。また、交通網の整備や、道路・交差点の

整備・改良することで、渋滞緩和などの通行の円滑化に努めます。 

 

雪に強いまちづくりの推進 
水利状況や地域の実情に応じた消融流雪施設を整備するとともに、除雪機械の計画的

な整備や関係機関との連携を強化することで、除雪機械のオペレータの確保に努めると

ともに、円滑で効率的な除雪計画を策定します。また、地域ぐるみの除排雪活動が活発

化するように支援します。 

 
【重点事項】 

・都市公園や農村公園の樹木防除や草刈、清掃等の適正管理を徹底します。 

・市民による美化活動の支援を推進します。 

・ごみのポイ捨てやペットのフン放置等のマナー改善を呼びかけます。 

・市営バスについては利便性が高く、効率的な運行を図っていきます。 

・ＪＲ城端線の利便性向上や活性化策等を検討します。 

・地域ぐるみの除排雪活動を支援します。 
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環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

公共緑地の面積 ha 97 97 97 
市内の現存緑地量のうち、公共

緑地（公園、緑地、広場、運動場、
墓苑、その他）の面積 

清掃活動、環境美化活動

の参加者数 
人 4,794 7,500 10,000 

市内で行われている山・川・道
路・市街地・村等の清掃活動、環
境美化活動の年間参加者数 

住まい周辺の清潔さに

満足している市民の割合 
％ 64.8 80 90 

市民環境意識調査の住まい周辺
の清潔さ（ポイ捨てやペットのフ
ン放置がない等）に「満足」また
は「やや満足」と回答した数／有
効回答数 

消融雪施設の延長 km 146.5 160 175 
市道に消雪散水管、流雪溝の設

置整備が行われた延長 

除雪機械の台数 台 118 120 125 
市で保有している大型除雪機械

の台数 

地域ぐるみ除排雪機械

台数 
台 247 275 300 

市が保有し地域に貸付している
小型除雪機械の台数 

 
市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・地域の清掃活動・環境美化活動に参加しましょう。 

・ペットボトル等のポイ捨てを防止しましょう。 

・ペットのフン持ち帰り運動を推進しましょう。 

・自動車の利用をできるだけ控え、公共交通機関を利用しましょう。 

・地域の除雪活動に協力しましょう。 

事業者 

・事業所周辺の清掃を行いましょう。 

・市と協働による景観づくりに取り組みましょう。 

・公共交通機関による通勤を推奨しましょう。 

来訪者 
・ペットボトル等のポイ捨てを防止しましょう。 

・行楽地等で出したゴミは持ち帰りましょう。 
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写真４－１ 散居村と伝統的家屋（アズマダチ） 

環境要素別の施策目標 １２．特色ある景観・文化の保全・創造 
郷土の文化・景観資源を守り、活かします 

資料：南砺市観光ガイドホームページ（写真ダウンロードシステム）、南砺市観光協会ホームページ 

 
 
 
 

＊現況と課題 

（１）魅力的な景観の保全・創造 

市内には歴史や風土を活かした地域色豊かな景観が形成されていますが、ライフスタ

イルの変化等によって、市固有の景観が変容しつつあります。 

例えば、世界遺産の五箇山合掌造り集落では後継者不足や規制に伴う生活の不便さ等

が課題であり、散居村集落では、屋敷林やアズマダチと呼ばれる伝統的な農家住宅が

年々減少することに併せて高齢化が進む中野焼きが法律で禁止され、剪定枝・落葉の処

理が困難な状況であるため、処理システムの確立が必要になっています。その一方で、

これらの景観の保全を目的とした茅場の整備、茅の安定確保を協力するため、市と住民

による協定締結も視野に入れながら今後もこうした市民による保全活動を支援しなが

ら、地域が一体となって景観を保全していくことが求められています。 

 
 

 
 
 
 
 

（２）歴史的・文化的遺産の保全・活用 

地域の長い歴史の中で守られてきた史跡や文化財、伝統芸能伝統技術といった文化的

資源はその地域の宝であり、その土地の歴史や文化を正しく理解するために欠くことが

できないものです。近年では、歴史や文化に対する価値観の変化や、地域内の繋がりが

希薄化していることを背景に、これらの文化的資源が徐々に失われつつあり、多くの自

治体においてもそのことが問題視されています。 

本市においても、民俗文化財を継承する集落では後継者不足が深刻です。このため、

今後は市域全体で文化財や伝統文化に対する理解を深めるとともに、文化財の収集・保

存や、伝統芸能・伝統技術の保存・継承に努めていく必要があります。 
 

写真４－３ 主な伝統産業（五箇山和紙［左］、井波彫刻［中］、城端絹織物［右］） 
 

 
 

 
資料：南砺市観光ガイドホームページ（写真ダウンロードシステム）、富山県観光公式サイト 

 

写真４－２ 五箇山合掌造り集落と
茅葺屋根の葺替作業 
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（３）小さな文化都市活動の振興 

本市で開催される各種芸術文化活動は、それぞれの地域の魅力を引き出すものである

とともに、豊かな人間形成やうるおいのある生活を実現させるものとして、なくてはな

らないものです。 

市内では、四季折々の祭りやイベントが開催されており、優れた国際芸術文化事業と

して有名な「いなみ国際木彫刻キャンプ」や「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」等で

は、国内外を問わず集結した参加者と市民との交流が行われています。その一方で、伝

統行事においては後継者不足が深刻な問題となっていることから、今後も芸術文化活動

に対して、活動の場の充実や各種団体への支援等を進める一方、市民等に対して活動へ

の参加の呼びかけを進める必要があります。 
 
（４）郷土意識の醸成 

郷土の文化や歴史的景観を次代に継承する上で、とりわけ子どもたちが日頃から地域

の文化や芸術に親しむことが重要な要素となることから、歴史的価値のある景観や歴史

的・文化的遺産とのふれあい、祭りや伝統行事をはじめとする各種芸術文化活動への参

加を促し、歴史的景観を保全する意識を高めることにつなげていく必要があります。 

 
＊施策（環境保全に対する取組方向） 

魅力的な景観の保全・創造 

市民による景観づくりを推進するため、景観づくり住民協定の締結を促進し、景観づ

くりに関する意識高揚を図るための PR 活動を推進します。世界遺産等の環境整備とし

て、五箇山合掌造り集落や周辺地域の環境を維持・保全します。散居景観を活かした地

域づくり協定」の締結を促進し、県と連携して散居景観の保全や創造を目的とした研修

会の開催や活動を支援します。 

  
歴史的・文化的遺産の保全・活用 

「南砺市文化財保護条例」に 基づき、指定文化財を保護・保存します。また、埋蔵文

化財調査にも適切に対応します。伝統文化保存団体の活動支援と後継者の育成に努める

とともに、地域の民俗文化財を保存し、継承団体の活動を支援します。そして、伝統産

業の振興と活用を推進するため、後継者の育成活動、文化財の修理技術等の販路拡大を

支援しながら、時代のニーズにあった新商品の開発に向けた調査研究及び販路拡大に努

めます。 

 

芸術文化活動の振興 

芸術文化活動の質的向上や規模拡大を図った交流の促進、国際舞台芸術活動、芸術文

化活動を担う人材の育成活動の支援を行います。美術展の定期開催による芸術文化に親

しむ機会や市民が多彩な芸術文化活動に参加できる機会の拡充を行います。 
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郷土意識の醸成 

郷土学習教材を作成・活用し、ふるさと教育を行い、子どもの郷士意識の醸成を図り

ます。伝統催事の開催を支援し、各地に伝わる固有の伝統芸能や神事を保存し、継承し

ます。市産の旬の食材を使った郷土料理を児童生徒へも機会を促して学校給食のメニュ

ーにとり入れるなどして継承し、新しい郷土料理の育成、家庭で食卓を囲むことの大切

さを啓発する活動を推進し、食育の充実を図ります。 

 

【重点事項】 

・五箇山合掌造り集落や周辺地域の環境を維持・保全します。 

・「散居景観を活かした地域づくり協定」の締結を促進します。 

・地域の民俗文化財を保存し、継承団体の活動を支援します。 

・伝統産業の振興と活用を推進するため、後継者の育成活動を支援します。 

・ふるさと教育を推進します。 

 
環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

景観づくり住民協

定数 
件 4 5 6 

一定の区域を単位とし
て、景観づくりのルール
について地域住民自らが
締結する協定数 

散居村景観保全協

定の締結数 
件 141 145 150 

散居村景観保全協定の締
結数 

コガヤ年間生産量 束 12,000 12,000 12,000 
五箇山地域のコガヤの年
間生産量（生産者からの
聞き取りによる） 

文化財指定件数 件 242 242 242 
国・県・市指定の文化財
指定数 

観光ボランティア

ガイドが観光客を

案内した回数 

回 
64（R2）  

323（H28） 
500 500 

市内の歴史・文化資源を
解説する市民ボランティ
アガイドが観光客を案内
した回数 

 
市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 
・地域に伝わる伝説や風習、文化財や名木等の歴史的・文化的遺産の理解を深めて、地域

の文化遺産や景観の保全と継承に努めましょう。 

事業者 

・地域の祭りやイベントに協力し、地域活性化に貢献する等して、自社の PR 活動に利用

しましょう。 

・建築物等の色彩や形状等が周辺の景観と調和するようにしましょう。 

来訪者 

・地域に伝わる伝説や風習、文化財や名木等の歴史的・文化的遺産に訪れましょう。 

・地域の祭りや郷土芸能に参加しましょう。 

・地域の名産品・特産品を購入し、地域の文化に触れましょう。 

・地域の魅力的な文化・景観について SNS 等を通じて情報発信しましょう。 
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５ 推進機軸 人・しくみづくり                        

 

 

 

 

＊現況と課題 

（１）環境情報の共有化 

市民に対し、行政が正しい環境情報や環境保全に役立つ情報をタイムリーかつ繰り返

し呼びかけていくことは、協働体制で環境施策を進める上で大変重要なことです。 

市では、これまでにも「広報なんと」やホームページをはじめ、市内各所にポスター

を掲示したり、各家庭にチラシを配布したり、住民説明会や出前講座を開催したりして、

環境に関するさまざまな情報の提供や呼びかけを行ってきました。 

しかしながら、市民環境意識調査では、「環境情報量の多さ」に満足している回答割合

は１５．８%※1 と前回調査の結果（24.7%）を下回っています。環境情報の入手手段

として利用したい手段をみると、61.9％が「広報なんと」を選択していることから、

環境情報の提供の場として、「広報なんと」をさらに工夫し、活用していくことが求め

られます。また、前回調査と比較すると、パンフレット・チラシ等の紙媒体での入手を

希望する割合※２が減少した一方で、ホームページ等のＷＥＢ媒体の割合※３が増加して

います。SNS や動画配信での入手を希望する回答もあり、情報の入手手段も多様化し

ていることから、幅広い世代に向けて環境情報を提供するため、情報提供の手段を再検

討する必要があります。 
※１満足」と「やや満足」を合わせた割合 
※２前計画の市民環境調査の環境情報の入手手段「パンフレット・チラシ」と回答した割合 31.0% 
※３前計画市民環境調査の環境情報の入手手段「ホームページ・メールマガジン」と回答した割合 

16.8% 

 

（２）環境教育・環境学習の機会提供 

子ども環境意識調査では、６３．５%※４が環境を学ぶことが好きと回答し、多くの子

どもが環境教育を学びたいと思っていることがうかがえます。市内では、市民団体が「ギ

フチョウの放蝶会※５」、「ネイチャースクール」などの、地域のフィールドを活かした自

然体験学習会を開催しています。また、行政では、市内の小中学校を対象に出前講座を

実施し、SDGＳと身近な環境を関連付けて多くの小中学校へ啓発活動を行っています。

子どもたちが環境問題に関心を持って、環境と人との関わりを学び、理解していくため

には、自分たちの住む地域の身近な自然や生活の場から、教わり・調べ・考え・体験す

る学習過程が重要になります。このため、地域のフィールドを活かした学習活動が充実

するよう、保護者や地域住民、関係機関等が積極的に学校に協力し、支援する体制を構

築していくことが必要となっています。 

  

環境要素別の施策目標 １3．環境を守り育てる人材の育成 

環境情報を収集・共有化し、学び、体験する機会をつくります 
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一方で、市内では豊かな自然環境を活かしたさまざまなエコツーリズムやグリーンツ

ーリズムといった体験型の環境学習が開催されていますが、市民環境意識調査によると、

環境学習に参加したことがない人の割合は３４．８％でした。参加できない理由として、

時間が取れないという回答に次いで、どんな環境学習があるのかわからないと回答する

割合が多くあったことから、環境学習の情報の発信方法を検討していく必要があります。

また、「環境教育・学習の場の多さ」に満足している割合も１８．5％※６であり、「環境

情報量の多さ」と同様、他の環境要素の満足割合に比べて著しく低くなっています。し

かしながら、市内の豊かな自然や文化を活かした体験型の環境学習を通じて、全国に南

砺市の自然や文化の素晴らしさを発信していくことは、地域の活性化にも繋がることか

ら、体験メニューや活動の場を増やしたり、内容を体系化したりする等、参加者を募る

ための工夫や支援を進めていくことが求められます。 
※4「とても好き」と「どちらかといえば好きなほうだ」を合わせた割合 
※5「ギフチョウの里づくり の会」や「城端ナチュラリスト研究会」の協力のもとで、子どもたちが

総合的な学習の時間を活用しながら、卵からサナギになるまで育てたものです。 
※6「満足」と「やや満足」を合わせた割合 

 

（３）核となる人材や団体の把握・育成 

市内では、市が主催する環境施設の見学会や自然·景観観察会の他にも、学校や地域

づくり協議会、グループ活動、職場等が行う独自の活動や、一部の NPO 法人やボラン

ティア等が中心となって行う講演会、棚田や里山の保全活動、農業体験、親子自然体験

教室等があります。これらの取組はそれなりの成果は上げていますが、オンラインを活

用するなどの教育手段や内容を検討し、実施主体間の連携を強化して環境教育活動の継

続を図っていく必要があります。 

市では「森の大学校」による「環境林業」を実践する担い手の育成等により、市の環

境を担う人材の育成を行っています。環境教育を専門的に扱う機関、環境教育に精通し

た専門職員や核となる指導者等の人材の育成や育成の体系をさらに拡充していくこと

で、さらに環境教育が向上させることが求められています。 
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

環境情報の共有化 

環境関連活動や市の生活環境・自然環境等の情報の共有化を推進するため、市や各地

域づくり協議会や各種市民団体が実施している環境活動の情報を「広報なんと」や市の

ホームページ、SNS や動画配信を活用して幅広い世代に向けての環境情報の提供を促

進します。 

 

環境教育・環境学習の機会提供・支援 

子どもの環境教育の充実として、児童生徒の発達段階に応じた体験型環境学習の充実

を図るため、特別活動等の活用を推進します。子どもの環境意識を醸成する団体への支

援を行います。市民の環境学習のため、地域資源（人材・施設）を活用した生涯学習を

推進します。市の環境への取り組み等の理解を深めてもらうため、学校の授業や地域の

集まりごとでの出前講座の開催の機会を増やしていきます。図書館には SDGｓに関す

る書籍を集めたコーナーを設け、環境関連図書の充実に努めます。 

 

核となる人材や団体の把握・育成 

市内在住の各環境分野の専門家や市民団体を把握するため、庁内各課が把握している

各種団体と連携し、核となる人材を育成できるよう活動の幅を広げていきます。 

 

【重点事項】 

・インターネット、SNS 等を活用して幅広い世代に向けての環境情報の提供を促進し

ます。 

・地域資源（人材・施設）を活用した環境学習を推進します。 

・図書館には SDGｓコーナーを設け、環境関連図書の充実に努めます。 
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環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

環境情報量の多さに満

足している市民の割合 
％ 15.8 25 35 

市民環境意識調査の「満足」ま

たは「やや満足」と回答した数／

有効回答数 

とやま環境チャレンジ

１０実施校数 
回 2 5 5 

とやま環境財団主催の「とやま

環境チャレンジ１０」の実施校数

（年間） 

花とみどりの少年団 人 138 150 150 
花とみどりの少年団の団員の年

間総人数 

子ども体験活動の開催

数 
回 

14(R2) 

50(H28) 
50 50 子ども体験活動の開催数 

環境を学ぶことが好き

な子どもの割合 
％ 21.9 25 30 

市民環境意識調査の「とても好

きだ」と回答した数／有効回答数 

五箇山自然文化研究会

員数 
人 65 70 75 五箇山自然文化研究会員数 

富山県地球温暖化防止

活動推進員数 
人 4 4 4 

市内の富山県地球温暖化防止活

動推進員数 

森林インストラクター

の登録者数 
人 3 5 7 

市内の森林インストラクター数

（年間） 

富山県自然解説員（ナチ

ュラリスト）の登録者数 
人 53 53 53 

市内の富山県自然解説員（ナチ

ュラリスト）数（年間） 

ＮＰＯ等の環境保全・育

成に係る市民活動団体数 
団体 10 11 12 

市内のＮＰＯ等の環境保全・育

成に係る市民活動団体数（年間） 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・環境学習の場に参加しましょう。 

・子どもの環境活動を支援しましょう。 

・市や環境活動団体が開催する学習会などに参加しましょう。 

・国際的な環境情報に触れることで環境問題に関する知識と視野を広げまし

ょう。 

・身近な環境問題について自己学習に努め、できることから行動を始めまし

ょう。 

事業者 
・従業員の環境意識向上のための環境教育の推進に努めましょう。 

・事業活動における環境保全のための体制づくりに取り組みましょう。 

来訪者 ・市や環境活動団体が開催する自然観察会や自然環境調査に参加しましょう。 
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＊現況と課題 

（１）市民等の自発的な活動の促進 

市民環境意識調査によると、環境保全活動に参加している割合は６５．２％※１で、年

齢別では２０歳未満と７０歳以上、地域別では五箇山地方（平・上平・利賀）におい

て特に参加割合が高くなる傾向にあります。また、子ども環境意識調査によると、環

境保全活動に取り組みたいと回答した割合は 68.４％※２と高く、学年別では小学生、

地域別では利賀・井波地区において特にその意欲が高まる傾向にあります。 

これらの結果から、30 歳代から４０歳代までの参加割合は低下するものの、時間に

余裕がある世代およびその地域での居住期間が長い人、あるいは自然豊かな地域にお

いては、環境保全活動に対する参加意識が高まる傾向がうかがえることから、特に子

どもやミドル世代を対象にした環境保全活動の受け皿づくりを開拓していく必要があ

ります。 

また、参加しない理由では、「仕事や家庭の都合で時間が取れない」や「どんな環境

保全活動があるのか、事前に分からない」の回答割合が高いことから、開催方法や伝

達方法を工夫すれば、更なる活動の拡充が見込めることがうかがえます。 
※１全体から「参加したことがない」を引いた割合 

※２「自分ができることは何か取り組んでみたい」と「どちらかといえば取り組んでみたい」を合わ

せた割合 

 

（２）市民等の参画・協働の促進 

地域間・世代間の交流 

市内では市街地と農村・里山に住む人々がお互いの地域の魅力を分かち合うため、人

や物の行き来を活発にするエコツーリズムやグリーンツーリズム、地産地消といった

取組の輪が広がりつつあり、今後もこのような活動の展開が求められます。 

また、市内では少子高齢化や核家族化の進展によって、家族や地域社会の変化が起こ

っており、これまで家庭や地域で自然に行われてきた高齢者と若者の交流等が減少し

ています。このような状態は、地域でこれまで培われてきた伝統文化や技、自然を保

全するための知恵等の継承が途絶えてしまうことから、世代間の交流を意図的につく

り出す機会を設けることが求められます。 

 

 

 

 

よりよい環境を目指すため、自主的・主体的に行動できる 

人やしくみを育てます 

環境要素別の施策目標 １４．環境を守り育てる協働・連絡体制の整備 
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規制の措置状況 

本市の環境保全に関する独自の規制条例として、「南砺市廃棄物の減量及び適正処理

等に関する条例（平成１６年条例第１５３号）」の他に、令和２年６月に「南砺市環境

未来づくり基本条例」を制定しました。市、市民及び事業者それぞれに環境保全の責

務と、最低限のルールを定めました。本市の豊かな環境を次世代により良い状態で残

すため、この条例を適切に運用していくことが求められます。 

 

協定の締結状況 

法律や条例等に基づく規制措置とは別に、環境保全のために市が市民や事業者と話し

合い、合意した内容を協定という形で文書に書き残すことは、規制措置を補完するも

のとして、環境保全の観点において成果を上げています。 

規制措置を伴わない協定を締結するかどうかは市民や事業者の任意であり、その内容

も当事者や利害関係者間の話し合いによって決まります。これまでにも住民や事業者と

の話し合いを重ねてつくり上げてきた数々の協定によって、市内のさまざまな地域や場

所で環境保全がなされている実績もあることから、今後も長年の話し合いの実績が協定と

いう形で結実できるよう、息の長い取組みを進めていくことが必要です。 

 

市民等からの発案の促進 

本市は地域によって特徴的な文化や環境を有しており、地域によって課題も様々です。

これらの課題に市民が積極的に問題提起し、解決に取り組むことが望ましいことから、

住民自治組織の地域づくり協議会毎に活動しています。より多くの市民が地域の問題

を「自分ごと」として考え、行動に移していくことが求められることから、地域づく

り協議会毎に目標や指標を定めて行動できるような支援を行っていく必要があります。 

 

（３）広域的な連携・交流体制の整備 

今や世界規模でさまざまな影響が顕在化している環境に関する問題への対応には、幅

広い連携や協力が必要となります。また、市内には自然公園や自然環境保全地域等が

多数点在し、絶滅危惧種に指定された動物や植物の他、天然記念物も数多く存在して

います。こうした市の自然の保全については、国や県とともに、地元自治体としても

実情を踏まえた提案を行う等、主体的に関わっていくことが求められます。さらに、

里山や農地、ため池、用水等を保全・活用するには、森林組合や土地改良区、農業協

同組合といったさまざまな団体との連携が不可欠であり、今後も積極的に協力関係を

構築していく必要があります。 

市内では市内３高校と東京大学で SDGs を切り口として、未来の南砺市について考え

るワークショップをオンラインで開催する等、広域的な交流の機会を設けています。

また、「応援市民制度」を活用して、南砺市を全国から支える体制、「応援市民プロジ
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ェクト事業」で都市部の「副業」を求める優秀人材と市内の中小企業のマッチングの

取組、ステークホルダーと連携した地域一体となった SDGｓ推進を行う体制も構築し

ています。滞在型・体験型のグリーンツーリズムの支援・補助によって交流の機会や

人材や団体の育成に努めています。市域の人口が減少傾向であることを踏まえ、関係

人口などを広域的な連携を拡充していくことで、本市の環境保全活動の賛同者や参加

者の拡大につなげていくことが求められます。 

 

写真５－１ 本市と東京大学をオンラインでつないだワークショップの実施 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南砺市ホームページ 

 

 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

市民等の自発的な活動の促進 

市民による緑化活動の推進のため、里山林の整備等において、市民参加型の植林・育

林イベントを開催します。市民による美化活動の支援を行うほか、市民や企業や市が

連携をして自然保護活動の取り組みを推進します。 

 

市民等の参画・協働の促進 

地域づくり協議会等の住民自治組織との連携による環境活動を推進します。自然環境

や景観の保全、公害防止に関する相互協力を促進するため、協定の締結を促進します。

市内の環境を保全するため、景観条例等の制定に向けた調査・検討を行います。環境

の保全や創造に関する市民の意見や発案を市政懇談会等を通じて、広く聴取し、市民

等からの発案を促進します。 

 

広域的な連携・交流体制の整備 

広域的な対応が求められる環境問題においては、国や県、広域圏と相互連携します。

近隣自治体や先進的な取組みを推進している自治体との情報交換を推進するため、協

力や交流を働きかけます。グリーンツーリズムを推進するため、滞在型・体験型観光

を開発し、人材や団体の育成に努めます。 
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【重点事項】 

・市民参加型の植林・育林イベントを開催します。 

・地域づくり協議会等の住民自治組織との連携による環境活動を推進します。 

・広域的な対応が求められる環境問題においては、国や県、広域圏と相互連携します。 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

富山県リサイクル認定制度

の登録事業所数 
事業所 6 7 8 

市内で富山県リサイクル認定

制度に登録している事業所数 

富山県認定のエコ・ストア数 店 32 40 50 
「とやまエコ・ストア制度」に

登録している店舗数 

地域ブランド商品数（富山県

ふるさと認証食品数） 
商品 33 35 40 

富山県ふるさと認証食品制度

に基づき認証された商品数 

市が取り組んでいる協働事

業数（環境分野） 
事業所 14 17 20 

が各課において、取り組んでい

る協働事業 

地域づくり事業を行ってい

る地域づくり協議会数（環境

分野） 

団体 8 12 15 

協働のまちづくりモデル事業

に取り組んでいる地域づくり協

議会数 

環境保全活動に取り組みた

い子どもの割合 
％ 34.3 37 40 

市民環境意識調査の「自分がで

きることを何か取り組んでみた

い」と回答した数／有効回答数 

環境保全活動に参加したこ

とがある市民の割合 
％ 65.2 67 70 

市民環境意識調査の全体から

「参加したことがない」を引い

た割合 

 

市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・環境保全活動に主体的に取り組みましょう。 

・環境政策に係わる計画策定等に対して積極的な参加や意向の把握に協力しま

しょう。 

・活動団体間の交流や連携の場へ参加していきましょう。 

・市の情報収集に協力するとともに、知見を地域の環境づくりに役立てましょ

う。 

・国内外の他都市の市民や活動団体と情報交流し、環境保全活動の輪を広げま

しょう。 

事業者 

・従業員の様々な環境保全活動への参加・協力を推奨しましょう。 

・事業所の活動や環境保全への取り組みなどについて、情報公開しましょう。 

・地域の環境保全活動に参加しましょう。 

来訪者 ・市や環境活動団体が開催する自然観察会や自然環境調査に参加しましょう。 
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コラム～２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略～ 

グリーン成長戦略とは「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策を意味します。

２０５０年カーボンニュートラルの実現にあたって、電力部門の脱炭素化は大前提で

あり、電力部門以外は「電化」が中心となり、熱需要には「水素化」や「CO₂回収」

で対応するとしています。民間企業が挑戦しやすい環境づくりのため、規制改革、標

準化、金融市場を通じた需要創出と民間投資拡大を通じた価格低減に政策の重点を置

いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊現況と課題 

（１）環境を配慮するしくみづくり 

事業者の環境保全活動に対する国民の期待が高まる中、民間企業の環境配慮活動が活

発化しており、脱炭素化・SDGｓの実現を目指す取り組みや ISO１４００１等の環境

マネジメントシステムを取得する企業が増え、市内においても一部の企業においてそ

うした動きがみられるようになってきました。このような活動を市民や事業者により

一層浸透させていくには、市による率先的な行動や普及啓発に力を注ぐだけではなく、

環境に配慮した人達に何らかの経済的なインセンティブが働く（得する）しくみを導

入することが有効な手段とされています。 

今後は他市町村の先進事例（地産地消、水源かん養林の整備、技術開発等）や市民か

らの発案を活用しながら、本市ならではの効果的な施策を打ち出し、立案した施策を

条件が整い次第実行に移していくといった姿勢で取り組むことが必要です。 

資料：「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」経済産業省 

計画-図 2050 年カーボンニュートラルの実現 

人もまちも自然も、みんなが元気になるしくみを育てます 

環境要素別の施策目標 １５．環境と経済の好循環の推進 
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（２）環境負荷低減に向けたサービスの利用促進 

グリーン購入法は、国や地方公共団体、事業者、国民に環境負荷が低減される物品や

サービスを選択するように努力義務を課す法律です。このような考え方を一般的に「グ

リーン購入」と呼んでおり、具体的には、購入の際に品質や価格だけでなく環境保全

のことも考えて、環境負荷が小さい製品やサービスを優先して選択することをいいま

す。 

市民・子ども・事業者に行った各環境意識調査をみても、市内におけるグリーン購入

の普及はまだまだこれからという状況であることから、今後は普及に向けた啓発や取

組が必要となっています。 

 

（３）環境にやさしい農林業の振興 

本市が目指す「環境と経済の好循環」の実現には、環境関連産業の振興に加え、社会

経済活動の中で環境配慮の考え方が浸透していることが重要です。 

市内の第２次産業や第３次産業においては、規模の大きな事業所を中心に環境マネジ

メントシステムの導入や、従業員に環境教育を行う動きがある他、環境関連産業に参

入する動きもみられます。しかしながら、規模の小さな事業所ではなかなか環境配慮

まで手が回らないのが実情であり、浸透に至るまでには、今しばらく時間がかかりそ

うです。 

一方、市内はもともと農林業が盛んな地域であり、豊富なバイオマス資源に恵まれて

います。このバイオマス資源の利用や、木質発酵熱を利用したハウス農業などの事業

を推進しています。また、「森の大学校」による人材育成プロジェクトにより、森林の

保全と経営を共存させた持続可能な林業（環境林業）を実践できる人材を育成し、環

境林業を実践する体制を構築しています。そのほかにも、豊富な木質バイオマスの循

環を柱に、より多彩な再生可能エネルギーの利活用を進めるために、公共施設への木

質ペレットボイラーの導入、ペレットストーブ設置に対する補助、木質ペレット燃料

購入の補助を実施しています。地域資源が生み出す再生可能エネルギーは森林資源の

持続的活用や多面的機能の維持につながるだけではなく、市内でのエネルギー自給が

実現することから地域の自立につながります。そのため、地域資源の循環や相互補完

が可能な南砺版地域循環共生圏の構築に向けて、地域ぐるみのシェアリング体制を構

築していく必要があります。 

また、市内には、ミシュラングリーンガイドジャポンで最高評価の３つ星観光地とし

て高い評価を受けた「五箇山」をはじめ、四季折々の祭りやイベントといった、歴史

や伝統に裏打ちされた観光資源が豊富に存在しています。また、豊かな自然や多彩な

文化、農林業、商工業等の地域資源にも恵まれており、このような地域資源を活かし、

グリーンツーズムやエコツーリズム、産業観光、文化観光といった体験型・滞在型の

観光を開発し、磨き上げていくことが必要とされています。しかしながら、受入体制

等の面で解決しなければならない課題は多いことから、環境行政と観光行政、民間団



 

89 

 

体等が連携して課題解決に向けた条件整備に努めていく必要があります。 

 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

環境に配慮する人が評価されるしくみづくり 

環境に配慮した人達に何らかの経済的なインセンティブが働く（得する）しくみの導

入を検討します。例えば、環境保全型農林業から生み出された農林産物の価値が市場

で適正に評価され、消費者に受け入れられるよう、理解の促進や支援に努めます。環

境へ配慮した活動が活発となるよう支援を行うなど、市内で生産・販売されているエ

コ商品や環境保全型農林産物等の情報発信を積極的に行います。また、環境保全型農

林業を営む農林業団体と連携し、市産農林産物の消費拡大のための情報提供に努め、

豊かな環境に恵まれた本市の立地条件をアピールし、新たな環境ビジネス等の企業の

誘致活動や支援を行います。 

 

環境にやさしい農林業の振興 

市民・企業等と連携し、環境負荷の少ない生産技術の導入を進めるとともに、消費者

に対する P R や販路拡大に努めます。また、地域内に残る農業系の廃棄物バイオマス

（もみ殻等）の有効活用や林内路網の整備で作業を効率化することでコストを抑える

など、各林業生産活動の活性化を図ります。 

 

【重点事項】 

・市内の環境配慮活動、エコ商品や環境保全型農林産物等の情報発信を積極的に行い

ます。 

・各生産活動の活性化のため、販路拡大に努めます。 

 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

住宅用太陽光発電の

設置件数 
件 655 700 750 

住宅用太陽光発電を設置され北陸

電力㈱と余剰電力需給に関する契

約をされた件数＋公共施設太陽光

発電設置件数 

木質ペレット利用量 トン 1,168 1,500 2,000 

ペレットストーブ助成事業で購入

された台数×１台当りの木質ペレ

ット年間使用量（見込み）＋公共施

設での木質ペレット使用量 

エコファーマー数 経営体 490 500 500 市内のエコファーマー数 
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市民・事業者・来訪者の環境行動指針 

市民 

・環境にやさしい商品・製品を優先的に購入しましょう。 

・間伐材のリサイクルに協力しましょう。 

・住宅づくりに省エネルギーや再生可能エネルギーを取り入れましょう。 

事業者 

・環境配慮型の事務用品や備品等を優先的に購入しましょう。 

・ごみの排出が少ない事務用品や備品等は優先的に購入しましょう。 

・建築物や設備機器に省エネルギーや再生可能エネルギーを取り入れましょう。 

・環境にやさしい製品の開発・製造を推進しましょう。 

・廃棄物の適正処理と有効利用に努めましょう。 

来訪者 ・グリーンツーリズムやエコツーリズムに参加しましょう。 
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計画の推進 

第４章 

１ 各主体の役割 

２ 計画の推進体制 

３ 計画の進行管理 
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１ 各主体の役割                                

 

本計画に掲げる「目指す環境像」を実現していくためには、市民・事業者・市の三者

がそれぞれの立場に応じた役割分担と連携により取り組みを推進することが必要です。 

各主体が取り組みを自主的に推進することに加え、三者が連携して計画を推進できる

仕組みを構築することが求められます。 

 

（１）市の役割 

市は、「南砺市環境未来づくり基本条例」及び「南砺市環境基本計画」に基づき、国

や県、市民・事業者との協働により、環境保全に向けての各施策を推進します。なお、

環境保全に関する指導や規制の強化を図るため、必要に応じて条例の制定及び改正に

ついて検討します。 

また、市民や事業者に対し、環境保全に関する学びや行動につながる情報提供、地域

の環境保全活動の開催や運営支援を行い、市民や事業者が環境保全活動に取り組める

体制をつくります。 

 

（２）市民の役割 

市民は、自らが市や地球規模の環境の保全を担う大きな役割を持つことを理解し、ご

みの減量やリサイクル、省エネルギーなど日常生活における環境保全行動を実践し、

環境に負荷を与えない生活様式の選択に変えていくことに努めます。 

また、目指す環境像の達成に向けて市や事業者と協働して、環境の保全に努めるとと

もに、地域の取り組みや市の施策へ積極的に参加・協力します。地域として環境の保

全に係る各々の地域課題に対して取り組み、地域ぐるみで活性化を図ります。 

 

（３）事業者の役割 

事業者は、事業活動で環境に与える影響も地球規模に拡大していくおそれがあること

を理解し、事業の構想、計画、実施や製造、流通、販売、通信、消費、廃棄等に至る

あらゆる段階において、公害の防止、環境の保全や安全性を確保し、環境にやさしい

商品やサービスの開発・提供、環境保全技術の向上に努めます。従業員の環境に関す

る意識を向上させ、継続的な取り組みを事業の中に根付かせます。 

また、目指す環境像の達成に向けて市や市民と協働して、環境の保全と創造に努める

とともに、地域活動や市の施策へ積極的に参加・協力します。 
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２ 計画の推進体制                               

 

計画の推進にあたっては、市・市民・事業者等の各主体が互いに連携を図っていく

ことが重要です。このため、以下の体制のもとで計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市の推進体制 

本計画に掲げた将来像を達成するために、エコビレッジ推進課が事務局となって、庁

内各部課の意見調整や施策、事業の調整を行い、施策を推進します。 

 

（２）南砺市環境審議会（既設） 

南砺市環境審議会は、「南砺市環境審議会条例（平成 23 年条例第３号）」に基づき設

置される市長の諮問機関として、学識経験者や関係機関の職員、市長が認める者から

構成される組織です。同審議会では、市長の諮問に応じて、公正かつ専門的な立場か

ら、本計画をはじめ、本市の良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項について、

調査や審議を行います。 

 

（３）市民等との連携・協働体制の整備 

施策を展開していく上で、「市民参画」は重要なテーマとなることから、推進体制に

おいても「市民参画」の要素を積極的に取り入れます。 

 

（４）広域的な連携 

大気汚染や水質汚濁など広域的な取り組みが求められる課題や地球環境問題などへ

の対応について、国や県、近隣の地方公共団体と緊密な連携を図りながら、広域的な

視点から環境施策に取り組みます。  

事務局 

エコビレッジ推進課 

庁内各部課 

調査・審査機関 

環境審議会 

市民 

来訪者 

関連機関 

南砺市 

連携・協働 情報提供 

提言 報告 意見 

連携・ 

協働 

事業者 

連携・協力 

国・県・近隣自治体 
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点検・評価（Ｃｈｅｃｋ） 

 
【市】計画の進捗状況の点検・評価 

【環境審議会】 

計画の点検・評価、提言等 

計画の策定（Ｐｌａｎ） 

 
【市】環境に関する計画の策定・改定 

【市民】計画への参画（意見、発案等） 

【事業者】計画への参画（意見、発案等） 

見直し（Ａｃｔｉｏｎ） 
 

【市】施策、事業、目標、推進管理等の

見直し 

 

施策や取組の実施（Ｄｏ） 

 
【市】施策の総合的かつ計画的な推進 

【市民】エコライフスタイルへの転換 

【事業者】環境配慮型の事業活動への転換 

計画の推進と 
継続的な改善 

３ 計画の進行管理                                 

 

計画の実効性を確保するため、計画策定から具体的な行動の実施・運用・点検・評価・

見直しまでの流れを、計画の策定（Ｐｌａｎ）→ 施策や取組の実施（Ｄｏ）→ 点検・

評価（Ｃｈｅｃｋ）→ 見直し（Ａｃｔｉｏｎ）により進行管理していきます。 

 

              

（１）施策の整合性の確保 

市の担当課が計画・施策・事務・事業等を立案・実施する際には、本計画の主旨に基

づいて、本計画と調整を図ります。 

また、施策の立案や事業計画の策定段階から、環境の保全と創造に配慮します。 

 

（２）環境指標の設定 

環境の現況や各種施策、事業の実施状況等を評価するための環境指標を定めます。環

境指標は、各種施策や事業を実施する担当部課が管理し、その達成度を定期的に調査

し、事務局に報告します。 

 

（３）計画の進捗状況等の公表 

環境の保全及び創造に関する各種施策や事業の実施状況を本計画の目標達成のため

の進捗状況としてとりまとめ、南砺市環境審議会に報告するとともに、広報なんとや

市のホームページで公表します。 

   

         

   

公表：点検・評価結果の公開（広報なんと、市のホームページ） 


