
現状 中間目標 目標

（R2） (R8) (R13)

富山県地球温暖化防止活動推進員数 人 4 5 10 市内の富山県地球温暖化防止活動推進員数と企業内で同様の役
割を担う人材

エコドライブを心がけている市民の割合 ％ 61.9 70 80 市民環境意識調査の「いつも取り組んでいると回答した数／有効回
答数

ＪＲ城端線の一日平均乗車人員数 （市内
乗車駅分）

人 1,691 1,700 1,700 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R1一日平均乗車人員数

市営バスの年間乗車人員数 人 102,964 120,000 120,000 市営バスの年間乗車人員数

公用車に占める低公害車や次世代自動車の
割合

％ 1.6 5.8 9.4 市の公用車に占める、低公害車・次世代自動車の割合

（3）二酸化炭素の吸収源対策の推進 間伐面積 ha 107 200 200 森林組合の単年度の間伐実施面積

（1）省エネルギー化の推進 市道の道路照明のＬＥＤ化 ％ 31 40 50 市道の道路照明のＬＥＤ化割合

住宅用等太陽光　発電の設置件数 件 655 800 1,000 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

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

１人１日あたりのごみ排出量（家庭系可燃ご
み）

グラム 448 353 353 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）

資源集団回収による回収量 ｔ 700 900 1,200 「南砺市資源再利用推進活動実施要綱」による登録団体の回収量

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

生ごみ処理機の購入助成件数 件 24 25 30 「南砺市生ごみ処理機購入補助金交付要綱」の交付件数

（3）ごみの資源化の推進 リサイクル率 ％ 10.1 17 25 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 55 45 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 246 246 246 市不法投棄監視員による年間巡回数

高温耐性品種の作付け割合 ％ 25 25 25 高温耐性品種の作付け割合

気候変動に適応した新品種・新品目の開発・
導入数

品 3 3 3 気候変動に適応した新品種・新品目の開発・導入数

（2）都市機能に関する適応 訓練を実施した自主防災組織の組織率 ％ 100 100 100 各地域にある自主防災組織が訓練を実施した割合

（3）人の健康に関する適応 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

（4）適応策における横断的取組 気候変動の影響への「適応」の意味を知って
いる市民の割合

％ 18.3 40 60 市民環境意識調査の「意味を含めて知っている」と回答した数／有
効回答数

指標一覧

４．気候変動適
応策の推進

（1）自然生態系等に関する適応

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

２．エネルギー
の有効活用の推

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

（4）適正処理・不法投棄対策の推進

環境指標の説明分野目標 施策目標 取組方向 主な行動指標 単位



現状 中間目標 目標

（R2） (R8) (R13)
環境指標の説明分野目標 施策目標 取組方向 主な行動指標 単位

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 90 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

（2）定発生源対策の推進 空気のきれいさに満足している市民の割合
（再掲）

％ 86.9 90 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 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

（2）工場・事業場対策の推進

（3）活排水対策の推進 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）

（4）地下水・土壌汚染対策の推進 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）

水道管の耐震化整備率 ％ 21.5 30 40 市内基幹管路耐震化率

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

（2）有害化学物質対策の推進

（3）ストック資産の活用 空き家バンクの契約件数 件 24 30 40 空き家バンクの契約件数

分野目標Ⅱ
安全・衛生

5.大気環境の保
全

（1）大気環境保全の充実

６.水環境の保全

（1）水環境監視の充実

（5）健全な水循環の確保

７．その他生活
環境の保全

（1）騒音・振動、悪臭対策の推進



現状 中間目標 目標

（R2） (R8) (R13)
環境指標の説明分野目標 施策目標 取組方向 主な行動指標 単位

（1）自然公園・自然環境保全地域等の保全 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）

自然環境保全地域の指定面積（再掲） 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 1,213 1,213 1,213 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

間伐面積（再掲） ha 107 200 200 森林組合の単年度の間伐実施面積

集団化団地数 団地 8 2 2 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

林道・作業道の延長 ｍ 968,524 1,112,289 1,236,289 林道と作業道の延長

（2）森林の自然災害防止機能の保全 間伐面積（再掲） ha 107 200 200 森林組合の単年度の間伐実施面積

耕作放棄地面積 ha 40 50 60 農地と認められる土地の耕作放棄地の面積

里山再生整備事業による整備面積（総計） ha 770 1,010 1,210 これまで実施した里山再生整備による総面積

エコファーマー数 経営体 490 490 490 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
251（R2）
585（H28）

700 800 市が行う農業体験イベントへの参加者数

（4）水辺環境の保全・活用 下水道接続率（水洗化・生活雑排水処理率）
（再掲）

％ 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）

里山再生整備事業による整備面積（総計）
（再掲）

ha 770 1,010 1,210 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 50 25 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 kｍ 288 408 508 鳥獣被害を防止するために設置した電気柵の設置距離

（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 市内の農村公園の総面積 ｍ2 28,469 28,469 28,469 南砺市農村公園条例に定める公園の総面積

（3）自然とのふれあいの機会の創出 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

分野目標Ⅲ
自然との共生

８．貴重で優れ
た自然の保全 （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

（3）農地環境の保全・活用

（5）野生生物との共生

１０．自然との
ふれあいの推進



現状 中間目標 目標

（R2） (R8) (R13)
環境指標の説明分野目標 施策目標 取組方向 主な行動指標 単位

（1）花と緑豊かなまちづくりの推進 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

清掃美化活動の参加者数 人 4,794 4,800 4,800 市内で行われている山・川・道路・市街地・村等の清掃美化活動の
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

％ 65 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

ＪＲ城端線の一日平均乗車人員数（市内乗車
駅分）（再掲）

人 1,691 1,700 1,700 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R1一日平均乗車人員数

市営バスの年間乗車人員数
（再掲）

人 102,970 120,000 120,000 市営バスの年間乗車人員数

消融雪施設の延長 km 146.5 153.3 160 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 118 120 121 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 247 255 260 市が保有し地域に貸付している小型除雪機械の台数

散居村景観保全協定の締結数 件 141 145 145 散居村景観保全協定の締結数

コガヤ年間生産量 束 12,000 15,000 15,000 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）

（2）歴史的・文化的遺産の保存・活用 文化財指定件数 件 242 245 247 国・県・市指定の文化財指定数

（3）小さな文化都市活動の振興 文化ホール等利用者数 人
53,806（R2）
101,864（H28）

110,000 110,000 井波総合文化センター、福野文化創造センターの年間利用者数

（4）郷土意識の醸成 南砺市全体の分野別説明教材の種類 種類 7 7 7 小中学校の社会科や理科で使用する南砺市に関する資料

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

（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

（1）魅力的な景観の保全・創造



現状 中間目標 目標

（R2） (R8) (R13)
環境指標の説明分野目標 施策目標 取組方向 主な行動指標 単位

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

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

とやま環境チャレンジ１０実施校数 回 2 2 2 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）

子ども体験活動の開催数（再掲） 回
14(R2)
50(H28)

50 50 子ども体験活動の開催数

富山県地球温暖化防止活動推進員数（再
掲）

人 4 5 10 市内の富山県地球温暖化防止活動推進員数と企業内で同様の役
割を担う人材

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）

富山県リサイクル認定制度の登録事業所数 事業所 6 6 6 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

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

まちづくりに参加している市民の割合 ％ 9.4 12 15 市や国、県が実施するまちづくり事業に参加したと答えた数

南砺市や地域に誇りや愛着を感じる市民の
割合

％ 67.6 68 70 市民意識調査の南砺市への「誇り」や「愛着」を感じていると回答した
数

（3）広域的な連携・交流体制の整備

（1）環境を配慮するしくみづくり エコファーマー数（再掲） 経営体 490 490 490 市内のエコファーマー数

（2）環境負荷低減に向けたサービスの利用促進

（2）環境にやさしい農林業の振興 林道・作業道の延長（再掲） ｍ 968,524 1,112,289 1,236,289 林道と作業道の延長

分野目標Ⅴ
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・環境学習の機会の提供

（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

１５．環境と経
済の好循環の推

進


