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富山県環境政策課

１ 立山連峰と富山湾
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（１） 日本海地域における富山の位置・姿

日本列島の重心

人口 １０６万４，００９人

２０１５年１０月１日現在

Ｎ

標高３，０００ｍ級の立山連峰から水深１，０００ｍの富山湾まで、
高低差４，０００ｍのダイナミックな地形
◆ 植生自然度 ３０％ （全国３位、本州１位）

◆ 豊かできれいな水 昭和及び平成の名水百選に全国最多の８件

豊かな
自然環境

（２） ～標高3,000ｍから海底1,000ｍ～ ①立山連峰
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立山は平成14～18年
その他は昭和45～平成12年の平均

（２） ～標高3,000ｍから海底1,000ｍ～ ①立山連峰

富山湾

対馬暖流の影響大、
魚類の餌となるプランク
トンが豊富

富山湾は沿岸から一気に
深くなる特異な海底地形

（２） ～標高3,000ｍから海底1,000ｍ～ ②富山湾
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立山連峰 3,000m

高低差４，０００mのダイナミックな地形

降水・降雪

海底 -1,000m

富 山 湾

豊富な水が流れる扇状地

河川水

伏流水

扇 状 地

高低差4,000m

地下水

～ 沿岸表層水層 ～

～ 対馬暖流層 ～

～ 日本海深層水 ～

（２） ～標高3,000ｍから海底1,000ｍ～ ②富山湾

海底から真水が湧き出す
１万年前の海底林が現存

富山でしか味わえない
最高のすし「富山湾鮨」

・富山湾は「天然の生簀」、海の幸が豊富、「新鮮」、「美味しい」

ホタルイカ「富山湾の神秘」
[旬] ３月-５月

シロエビ「富山湾の宝石」
[旬] ４月-11月

きときとの魚

紅ズワイガニ
[旬] ９月-５月

ブリ「富山湾の王者」 ぶりしゃぶ
[旬] 12月-２月

（２） ～標高3,000ｍから海底1,000ｍ～ ②富山湾
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まとめ ～山と海に育まれてきた富山～

２ 富山湾の環境保全
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イタイイタイ病の被害と公害防止の取組

知事表敬

◆ イタイイタイ病に関する主な動き

○明治中頃～ 神通川流域の農漁業被害が新聞報道

○大正時代
～昭和初期

○1966年 住民が「イタイイタイ病対策協議会」を結成

○1967年 県が神通川流域住民の健康実態調査を開始
県が独自にはじめてのイタイイタイ病患者を認定

○1968年 イタイイタイ病弁護団を結成、１次訴訟提訴

○1971年 富山地裁判決 患者側勝訴、企業側控訴

○1972年 名古屋高裁金沢支部判決 患者側全面勝訴

○1979年 国による流域住民の健康調査に加え、
県単独で対象者を拡大

～以降、発生源対策、汚染農地対策等を実施～

○2013年 被害団体と原因企業の間で全面解決合意
２審の勝訴を伝える新聞写真
（展示ガイドブックより）

＜住民と原因企業との取決め＞
被害者への賠償、公害防止、汚染土壌

の復元に関する 誓約書、協定書を締結

イタイイタイ病について
・ 腰や肩、ひざなどの全身の痛み

→ 骨折を繰り返す。
・ 寝こんでからも意識は正常。

「イタイ、イタイ」と苦しみ、衰弱し死に至る。
●性別・・・圧倒的に女性に多く発症
●年齢・・・35歳から更年期頃にかけて、

特に、出産経験者に多く発症

全身の耐え難い痛みに顔をゆがめる女性患者
（展示ガイドブックより）

イタイイタイ病が発生

イタイイタイ病の克服と未来志向型の情報発信

天皇皇后両陛下ご視察（2015.10.24）

蘇った肥沃な農地

住民、企業、行政の
徹底した努力で、
環境被害を克服

県の取組み

企業の取組み ◆ 設備の改善

排出設備の改善・増強、緊急貯水槽設置

住民の取組み

◆ 立入調査の実施

公害防止協定に

基づき、1972年以来

毎年、住民や専門家

が立入調査を実施。

◆ 汚染農地対策の実施（1980年～2012年）

・汚染農地1,686.2ha

・2012年に復元工事完成（33年間、総事業費407億円）

◆ イタイイタイ病資料館の設置（２０１２年）

◆ 流域住民の健康調査（１９６７年～）

・イ病の教訓に学び、国内外に情報発信。

（日、英、中、韓、ロ、仏など8ヶ国語のパンフを作成）

→ 環境と健康を大切にするライフスタイル

の確立を目指す。

被害団体と原因企業の間で

全面解決合意（2013.12）

・国調査に加え県単独で対象者を拡大（1979年～）

Ｇ７環境大臣会合時視察

（2016.5.16）

清流を取り戻した神通川

（50歳以上） （45歳以上）
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指 標 名 等
富山県の過去の状況 富山県の

現状
（2014年度）

全国の状況
（2014年度）1975年頃 1989年度

大気環境基準の達成率

大気観測局のうち環境基準を

達成している観測局の割合

二酸化硫黄
50％

（1973年度）
100％ 100％ 99.6％

二酸化窒素
100％

（1973年度）
100％ 100％ 100％

水質環境基準の達成率

水質調査地点のうち環境基

準を達成している地点の割合

河川
81％

（1976年度）
96％ 100％ 93.9％

海域
85％

（1976年度）
93％ 100％ 79.1％

湖沼 ― 100％ 100％ 55.6％

富山県の環境は極めて良好であり、基準見直し後も高水準を維持

27河川51水域中、７河川13水域の環境基準類型指定 を１つ上位に見直し（2010、2011年）

見直し後も達成率100％を維持

Ａ類型(2mg/L) ⇒ AA類型(1mg/L) ２水域

Ｃ類型(5mg/L) ⇒ B 類型(3mg/L) ３水域 ※ 基準値はBODについて記載

Ｂ類型(3mg/L) ⇒ A 類型(2mg/L) ５水域

Ｄ類型(8mg/L) ⇒ Ｃ類型(5mg/L) ２水域

Ｅ類型(10mg/L) ⇒ Ｄ類型(8mg/L) １水域

水質の全項目100％達成は全国で唯一

現在の富山の環境基準達成状況

海岸漂着物問題

北海道知床半島

長崎県対馬

※対岸諸国でも同様の問
題が発生している。
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日本国内の海岸漂着物の状況（2009～2013）
我が国の海岸漂着物の量は平均で年間56万トン程度とされている。（環境省推計）

年度 2009 2010 2011 2012 2013 平均

漂着物量（トン） 459,227 589,898 566,012 578,672 581,728 555,108

出典:環境省「2014年度漂着ごみ対策総合検討業務報告書（2015年３月）」

都道府県ごとでは、日本海側や島しょ、対馬海流
の影響を受ける地域などの漂着量が多い傾向が
見られる。

②石川県

③長崎県 ⑥茨城県

④沖縄県

都道府県ごとの海岸漂着物量（推計値）（2009～2013の平均値）

①富山県は、年ごとの変動はあるが、
全国的に見ると漂着物量は少ない

（トン）

富山県における海岸漂着物量（推計値）

（トン）

[能登半島を含む]

[太平洋側]

[島しょ]

[対馬海流の影響]

①富山県

6,382

35,351

1,719

14,041

1,140

1,140

1,801
1,914

1,424

142

418

（mm）

海
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漂
着
物
量

台
風
に
よ
る
降
水
量

海岸漂着物量

台風による降水量

[内海]
2,991

⑤兵庫県

能登半島

※⑤瀬戸内海側への漂着量のみ

※

川を流れるごみの状況

袋、ペットボトル、空き缶、
食品トレイ、発泡スチロール など…

７日間でたたみ21畳分の面積に

調査 河川からのごみ流出実態等調査
河川にオイルフェンスを設置し、流下するごみの量、種類を調査

（２河川で実施）
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漂着物の流出地割合

①富山県

78％

４％ 18％

日本の各海岸の漂着物の流出地別割合
（ペットボトルの国内外割合）

日本国内

海外

不明

⑥

出典:環境省「2014年度漂着ごみ対策総合検討業務報告書（2015年３月）」
及び富山県「海岸漂着物発生状況調査（2013年３月）」を基に富山県が作成
②～⑥は「不明」を除外して算出

①
②

③

④ ⑤

②石川県羽咋市

（能登半島の西側）

３４％

28％

33％

1％ 1％
3％

③ 長崎県対馬市

（対馬海流の影響）

51％

28％

16％

3％ 2％

④ 沖縄県石垣市

（島しょ）

82％

7％
3％

4％ 4％

⑤ 兵庫県淡路市

（内海）
２％

９８％

98％

⑥ 茨城県神栖市

（太平洋側）

８２％

１2％

2％

3％

1％

日本

韓国
中国
台湾
ロシア
その他

県内の海岸漂着物の状況（１）

主な海岸の漂着物の状況

六渡寺海岸

小境海岸

島尾・
松田江浜

海老江海岸
浜黒崎海岸

荒俣～高塚

大町海岸

経田海岸

生地海岸

芦崎さわやか海岸

朝日海岸

八重津海岸

岩瀬浜

雨晴海岸

脇海岸

（調査日 平成24年３月21日～23日）
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富山県の海岸漂着物の状況（２）

出典:富山県・NPEC「海辺の漂着物調査報告書 2015年度」

・富山県の場合、海岸漂着物の８割近くが県内由来
・その事実を知らない県民が少なくない
・プラスチック、発泡スチロールの多さが課題

近年、注目されているマイクロプラスチック等の
発生抑制や県民への周知
が重要な課題

【県民アンケート】

Ｑ. 富山県に漂着するごみの多くは
どこから流れてくると思いますか？

出典:「富山県海岸漂着物対策推進協議会アンケート調査（2015）」

回答 割合

県内から 37％

隣県から 1％

海外から 38％

わからない 24％

【富山県、石川県、全国の漂着物の主な内容】

いずれも人工の漂着物のうち、プラスチックと
発泡スチロールの合計が９割を超えている。

29％
（281個）

5％
（545個）

100ｍ2あたりの人工漂着物の内訳

64％
（617個）

計967 計9,904

7％
（69個）

76％
（7,494個）

19％
（1,865個）

富山県
（5地点の平均）

全国
（日本海側26地点の平均）

日本周辺海域（東アジア）では、
・北太平洋の16倍
・世界の海の27倍

出典:環境省資料より抜粋（2015年データ）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発泡ｽﾁﾛｰﾙ
その他

【海域別のマイクロプラスチックの個数（１kｍ2あたり）】

（）は合計の個数

石川県
（能登半島西側の1地点）

計237

77％
（183個）

15％
（36個）

8％
（18個）

マイクロプラスチック問題
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海岸漂着物の円滑な処理の推進

主体 取組内容

海岸管理者等
（多くが県）

・沿岸市町や地域住民、民間団体の連携
のもと、円滑な処理を推進

市町
・地域住民などの海岸美化活動の支援
・海岸管理者等と連携した回収・処分

地域住民、民間団体
・積極的な海岸清掃の取組み
・幅広い地域での参加の呼びかけ

＜市町・地域住民等と連携した処理＞

＜清掃直後＞

＜県による流木等の回収＞

＜市町や地域住民等による清掃活動＞

＜清掃９日後＞

＜繰り返し漂着するごみ＞

円滑な処理の推進にあわせ
発生抑制対策が必要

国の補助金を活用し実施

河川流域連携モデル事業（小矢部川モデル）

発生抑制の取組み （１）

上流域から海岸までの清掃活動

○上流域と連携した海岸リレー清掃活動を展開

のべ約９万人が参加、ごみ回収量約９３万トン

＜海岸漂着物フォーラム＞
＜関係者の役割や

活動について協議＞

○海岸漂着物の量が多い小矢部川流域をモデルに、
住民、事業者、行政等が連携実施

＜環境フェアの開催
（1万人が参加）＞

＜海岸清掃親子バスツアー＞

（１）上流域と下流域が連携した取組み

（２）環境教育及び啓発の取組み

＜漂着物アート製作体験会＞ ＜学習用副読本＞

啓発

○2017年5月には全国植樹祭を前に県内18海岸で
「かがやく水と緑をつなぐ清掃美化活動」を実施

教育
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（青字の囲みはマイクロプラスチックの発生抑制にも貢献
）

【登録店舗数】
・2013.10.20(開始時) 53社511店舗
・2017. 3月末 74社1,113店舗・６商店街

発生抑制の取組み （２）

【取組店舗数】

・2008. 4. 1 28社208店舗

・2017. 3月末 54社549店舗

レジ袋無料配布廃止 に加え、資源回収、弱冷暖房など低炭素化等

の取組みを県民と協働で行う「とやまエコ・ストア制度」を創設

（全国初）

取組みの輪の拡大：全国16県に取組み拡大

マイバッグ持参率

95％(2016年)

（エコ・ストア加盟店ベース）

(取組開始時)

（２）漂着ごみ発生の原因抑制など

レジ袋の無料配布廃止の取組み（2008年４月～）

「とやまエコ・ストア制度」の創設（2013年10月～）

刈草などの川・用水への流出防止

・刈草を川や用水に流さないようリーフレットで呼びかけ

・刈草が川に流れにくい配慮について動画で配信

・農協等による農業用廃プラスチックの回収活動の推進

全国初の県下全域での実施

＜店頭での協力呼びかけ＞

＜店頭に設置された

資源物回収ボックス＞

トレー、ペットボトル、
牛乳パック等の回収
など３Ｒの推進

レジ袋削減
９年間で１３億枚削減

＜用水に大量に流れる刈草＞ ＜啓発リーフレット＞

年間でトレー約730t
ペットボトル約940tを回収

・パリ協定の早期発効に向けた各国の取組みを強化

・気温上昇を抑制する長期戦略を2020年より前に国連に提出

セッションで、富山県における海岸漂着物の円滑な
処理や発生抑制対策、国際環境協力(①NOWPAP
の活動支援、②県が
環日本海環境協力
センターを設置し、
その活動を支援等)
などを説明。(石井知事)

〇海洋ごみ

【具体例】 食品ロスの削減、食品廃棄物のリサイク
ルやエネルギー源としての利用など

〇気候変動及び関連施策

〇資源効率性・３Ｒ
「富山物質循環フレームワーク」の採択

人工衛星によるリモート
センシング技術を活用

北西太平洋地域海行動計画

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
（2015年９月国連サミットで採択）

・2030年までに世界全体の１人当たりの食品廃棄物を半減

＜日本の現状（2017年農水省資料）＞
・約1,700万ｔの食品廃棄物、うち約621万ｔが食品ロス

※世界の食糧援助量は約320万ｔ、

世界で餓死する人は1日約24,000人

大臣会合の成果が「G7首脳宣言」にも盛り込まれた
「富山」：レジ袋無料配布廃止、とやまエコ・ストア制度、

小型家電リサイクルを評価

テーマ
①気候変動、②海洋ごみ、③資源効率性・３Ｒ、

④生物多様性、⑤都市の役割など

Ｇ７富山環境大臣会合の開催 （2016年５月15、16日）
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○富栄養化の調査
→海洋の水質についての

モニタリング手法を開発

○藻場マッピング
→藻場の分布域やその

変化の把握

○モニタリングガイドラインの作成
→調査方法（ごみの分類、メッシュの

大きさ）の共通化、調査結果の
データベース化・発信

→各国の法制度や計画の検討時に
基礎データとして調査結果を活用

○優良事例集の作成、ウェブサイトの開設
→河口部でのごみフェンス設置や、

上下流域連携などの優良事例を
発信

→本県提案の漂着物アート展が
各国の環境教育に活用

国際協力の推進（１）

○国連環境計画（UNEP）が提唱し、日本・中国・韓国・ロシアが参加する
北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）地域調整部の運営を支援

○環日本海環境協力センター（NPEC）の活動を支援
・ 人工衛星によるリモートセンシング技術を活用した沿岸環境評価
・ 海洋ごみ調査データの収集・関連情報の発信 など <国連旗>

<藻場の調査>

北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ)

海洋ごみに関する活動リモートセンシング技術の活用

<優良事例集>

<モニタリングガイドライン>

東日本大震災で被害を受
けた藻場の復元にも活用

<植物プランクトンの濃度分布>

2007年12月、日中韓三カ国環境大臣会合の富山県での開催にあわせて、
北東アジア環境パートナーズフォーラムを併催

「北東アジア環境パートナーシップとやま宣言（2007とやま宣言）」を採択

日中韓露の経済界、学界、自治体から参加

(1)広域的な環境モニタリング体制
及びネットワークの構築

(2)環境保全のための技術情報の共有 (3)国際環境協力を担う人材の育成

○日本､中国､韓国､ロシアで
海辺の漂着物調査漂着物
アート制作

○北東アジア地域自治体連合
（NEAR)環境分科委員会等を
通じた情報共有

○北東アジア地域の
青少年の環境体験・交流

○環境技術研修員の受入富山県が事務局

<漂着物調査> <漂着物アート制作> <環境体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ><国際フォーラム><NEAR環境分科委員会> <技術研修員の受入>

初の地方開催

○北東アジア地域の自治体が協力し、北東アジア地域自治体連合を設立

○富山県は、NEAR環境分科委員会のコーディネート自治体として、本県で会議を開催するなど北東

アジア地域の環境保全をリード

北東アジア地域自治体連合（NEAR)

４カ国22自治体（日本、韓国、モンゴル、ロシア）が参加（中国はオブザーバー参加）

６カ国の73自治体が参加
（日本、中国、韓国、モンゴ
ル、ロシア、北朝鮮）

1994年設立、事務局は韓国慶尚北道
ＮＥＡＲ(ニア)

国際協力の推進（２）
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Ｇ７富山環境大臣会合の成果を踏まえ、「北東アジア自治体環境専門家会合(５月23日)」で採択

「北東アジア自治体環境専門家会合とやま宣言（2016とやま宣言）」の骨子

１ 地球環境問題への積極的貢献
＜有益な環境情報の共有化＞

２ 市民協働、環境教育の推進
＜グローバルな環境人材の育成＞

３ 国際的な対話、実施の定期的確認

＜NEARの活用、イニシアティブ
の発揮など＞

①気候変動、生物多様性に関す
る共同調査（温暖化指標生物(スナ

ガニ)の生息状況等）

② 海 岸 漂 着 物 の 調 査 継 続 、
Ｇ７ 「富山物質循環フレームワー

ク」の観点からも、レジ袋、トレイ
、ペットボトルなど、ごみの発生抑
制や回収・リサイクルを推進

③大気汚染の調査、森づくりなど
自然環境保全

①気候変動、生物多様性、海洋ごみ

などに関する調査、環境保全活動

を市民協働で実施

②青少年の環境保全体験交流プロ

グラムなどの実施

③大学などの研究機関における、

環境負荷低減に向けた研究・技術

開発、環境人材の育成

①国際フォーラム等の開催による

環境技術等の意見交換

②新たな環境調査手法、先進的な

環境施策に関する情報交換・発信

（人工衛星によるリモートセンシング技術活用）

③政策対話、宣言実施の定期的確認

（NEAR（ニア）を活用した政策対話の

継続、イニシアティブの発揮、宣言の

実施状況の定期的確認）

本年度の主な国際環境協力事業本年度の主な国際環境協力事業

<スナガニ>新 環日本海生物多様性共同調査事業

海岸生物（スナガニ）の分布の共同調査など

新 環日本海生物多様性共同調査事業

海岸生物（スナガニ）の分布の共同調査など

新 北東アジア青少年環境グローバルリーダー育成事業
ロシア沿海地方で実施

新 北東アジア青少年環境グローバルリーダー育成事業
ロシア沿海地方で実施

○ 漂流・漂着ごみ対策推進事業○ 漂流・漂着ごみ対策推進事業

① ごみを捨てない、流さない

② 外にごみになるものを放置しない

③ 刈草は流さないように心がけ、適正に管理する

④ 外出やレジャーの際はごみを持ち帰る

⑤ 事業活動により生じたごみは適正に処分し、放置しない

⑥ イベント等では器材等の適切な管理やごみの適正な処分を行う

① こまめに自宅周辺の清掃、ごみ拾いを行う

② 団体、地域住民による清掃活動に参加する

③ 「捨てない」「きれいにする」「考える」活動の輪を周りに広げる

④ 海岸で行われる清掃活動に参加する

わたしたちができること（１）
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① 買い物にはマイバッグを持参し、レジ袋を断る

② 地域や小売店舗での資源物回収に参加・協力する

③ 市町村が定める分別方法や、マナーを守りごみを排出する

④ 事業活動に伴って生じる廃棄物の減量化や適正処理を行う

① 海岸漂着物の実態や海洋ごみが及ぼす影響について理解する

② 海岸漂着物に関する調査や学習に参加し自覚を深める

③ 川や水辺に関心を持ち、水環境の保全活動に参加する
 

とやま川の見守り隊

とやまエコ・ストア制度

わたしたちができること（２）

海王丸パークから新湊大橋越しに立山を望む

 私たちの未来や次世代に、豊かで美しい自然
環境を守り伝えていきましょう


