
令和 3 年 4 月 1 日 

藤井 裕久 様 

 

NPO 法人 富山県自然保護協会   

理事長  川田  邦夫   

 

質 問 書（回答のお願い） 

 

 私たち富山県自然保護協会は昭和 37 年の設立から、人々の生活を支え県民・国民のかけ

がえのない財産である「ふるさと富山の自然」を見つめ保護する活動を、企業・団体・行政

と連携し協働ですすめてきました。今日では富山県内の市町村をはじめ 350 以上の個人・

団体が会員として活動に参画しています。具体的には自然環境の調査・研究および現地での

生態系保全活動（外来植物対策や緑化復元など）、講座や講演会、写真展による人材育成と

普及啓発、大規模開発に対する関係機関への提言など、時代に応じて必要とされる課題に取

組み実践しています。 

 

 現在、富山市内の山域、有峰県立自然公園において、有峰林道東岸線を対象とした未舗装

林道の拡幅・舗装化工事が富山県の公共事業として計画されており、現地に生息するハクバ

サンショウオ（富山県指定希少野生動植物、富山県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類、環境省レッ

ドリスト絶滅危惧 IB 類、国際自然保護連合レッドリスト絶滅危惧）への悪影響が避けられ

ないことから市民らの関心事となっています。工事予定地一体はハクバサンショウウオの

国内最大規模の繫殖地ですが、工事が実施されればそのほとんどが消失すると考えられま

す。また、ハクバサンショウウオの他にも多くの希少野生動植物が生息している国内有数の

豊かな森林であるため他の動植物への影響も懸念されます。 

有峰湖周辺では現在、林業として木材の伐採や搬出は行われていません。また観光客を対

象とした商業施設が多数ある場所でもありません。そして、岐阜県側とは既存の舗装道路で

往来が可能で、有峰県立自然公園に居住者はおらず、工事予定の林道はライフラインではあ

りません。このように、林道整備の必要性については自然環境への影響以外の面からも疑問

が持たれ、事業見直しを求める意見が出ています。 

 

 富山市内の山麓域や平野部に目を向けると、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、カモシ

カ等による農業被害やツキノワグマによる人身被害など、野生動物との軋轢が近年恒常化

しており、被害に遭いづらい環境整備と人材育成等の、防除を中心とした駆除に頼らないバ

ランス良い被害対策の実現が必要です。行政と地域それぞれが役割を果たすことで「人と野

生動物が共生するふるさとづくり」を可能とし、これらに必要な市民の結束と活力は、高齢

化と過疎が進む社会にあって災害時などありとあらゆる場面において共助できる「元気な

地域コミュニティの創出」「自然を活かした地域振興」に結びつくと期待できます。 



 

 そこで、富山市の新たなリーダーを目指す方々が、富山市の有する自然環境や、希少種の

保護と鳥獣害対策など直面する喫緊の課題について、どのような理念や姿勢、具体的な政策

をお持ちであるかをお尋ねしたく、質問書をお送りする次第です。 

 選挙の告示を控え、ご多忙を極めておられることは重々承知しておりますが、以下の質問

にご回答いただけますよう、心から期待しております。 

 まことに勝手ながら、4 月 8 日（木）までにご回答くださるようお願い申し上げます（無

回答でもかまいません）。 

 なお、ご回答につきましては、当会の会員には勿論のこと、当会ホームページやマスコミ

などを通じて広く公表させていただきますのでご了解をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

特定非営利活動法人 富山県自然保護協会 

〒930-0805 富山市湊入船町 3 番 30 号 

（KNB 入船別館） 

TEL･FAX（076）441-0099 

 

 

 

質問１． 
富山市における自然保護、生物多様性保全、野生動植物との共生に関し

て、どのような理念、将来ビジョンをお持ちでしょうか。 

 
質問２． 

希少種ハクバサンショウオとその生息地である有峰地域の自然環境は、

富山市ひいては国民が有する貴重な財産ですが、保全は必要とお考えでし

ょうか。 

 
質問３． 

恒常化する鳥獣害への対策を成功させ、活力ある地域を維持し野生動植

物と共生する富山市としていくための、具体的な政策はお持ちでしょうか。



令和 3 年 4 月 1 日 

吉田 豊史 様 

 

NPO 法人 富山県自然保護協会   

理事長  川田  邦夫   

 

質 問 書（回答のお願い） 

 

 私たち富山県自然保護協会は昭和 37 年の設立から、人々の生活を支え県民・国民のかけ

がえのない財産である「ふるさと富山の自然」を見つめ保護する活動を、企業・団体・行政

と連携し協働ですすめてきました。今日では富山県内の市町村をはじめ 350 以上の個人・

団体が会員として活動に参画しています。具体的には自然環境の調査・研究および現地での

生態系保全活動（外来植物対策や緑化復元など）、講座や講演会、写真展による人材育成と

普及啓発、大規模開発に対する関係機関への提言など、時代に応じて必要とされる課題に取

組み実践しています。 

 

 現在、富山市内の山域、有峰県立自然公園において、有峰林道東岸線を対象とした未舗装

林道の拡幅・舗装化工事が富山県の公共事業として計画されており、現地に生息するハクバ

サンショウオ（富山県指定希少野生動植物、富山県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類、環境省レッ

ドリスト絶滅危惧 IB 類、国際自然保護連合レッドリスト絶滅危惧）への悪影響が避けられ

ないことから市民らの関心事となっています。工事予定地一体はハクバサンショウウオの

国内最大規模の繫殖地ですが、工事が実施されればそのほとんどが消失すると考えられま

す。また、ハクバサンショウウオの他にも多くの希少野生動植物が生息している国内有数の

豊かな森林であるため他の動植物への影響も懸念されます。 

有峰湖周辺では現在、林業として木材の伐採や搬出は行われていません。また観光客を対

象とした商業施設が多数ある場所でもありません。そして、岐阜県側とは既存の舗装道路で

往来が可能で、有峰県立自然公園に居住者はおらず、工事予定の林道はライフラインではあ

りません。このように、林道整備の必要性については自然環境への影響以外の面からも疑問

が持たれ、事業見直しを求める意見が出ています。 

 

 富山市内の山麓域や平野部に目を向けると、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、カモシ

カ等による農業被害やツキノワグマによる人身被害など、野生動物との軋轢が近年恒常化

しており、被害に遭いづらい環境整備と人材育成等の、防除を中心とした駆除に頼らないバ

ランス良い被害対策の実現が必要です。行政と地域それぞれが役割を果たすことで「人と野

生動物が共生するふるさとづくり」を可能とし、これらに必要な市民の結束と活力は、高齢

化と過疎が進む社会にあって災害時などありとあらゆる場面において共助できる「元気な

地域コミュニティの創出」「自然を活かした地域振興」に結びつくと期待できます。 



 

 そこで、富山市の新たなリーダーを目指す方々が、富山市の有する自然環境や、希少種の

保護と鳥獣害対策など直面する喫緊の課題について、どのような理念や姿勢、具体的な政策

をお持ちであるかをお尋ねしたく、質問書をお送りする次第です。 

 選挙の告示を控え、ご多忙を極めておられることは重々承知しておりますが、以下の質問

にご回答いただけますよう、心から期待しております。 

 まことに勝手ながら、4 月 8 日（木）までにご回答くださるようお願い申し上げます（無

回答でもかまいません）。 

 なお、ご回答につきましては、当会の会員には勿論のこと、当会ホームページやマスコミ

などを通じて広く公表させていただきますのでご了解をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

特定非営利活動法人 富山県自然保護協会 

〒930-0805 富山市湊入船町 3 番 30 号 

（KNB 入船別館） 

TEL･FAX（076）441-0099 

 

 

 

質問１． 
富山市における自然保護、生物多様性保全、野生動植物との共生に関し

て、どのような理念、将来ビジョンをお持ちでしょうか。 

 
質問２． 

希少種ハクバサンショウオとその生息地である有峰地域の自然環境は、

富山市ひいては国民が有する貴重な財産ですが、保全は必要とお考えでし

ょうか。 

 
質問３． 

恒常化する鳥獣害への対策を成功させ、活力ある地域を維持し野生動植

物と共生する富山市としていくための、具体的な政策はお持ちでしょうか。



令和 3 年 4 月 1 日 

高野 善久 様 

 

NPO 法人 富山県自然保護協会   

理事長  川田  邦夫   

 

質 問 書（回答のお願い） 

 

 私たち富山県自然保護協会は昭和 37 年の設立から、人々の生活を支え県民・国民のかけ

がえのない財産である「ふるさと富山の自然」を見つめ保護する活動を、企業・団体・行政

と連携し協働ですすめてきました。今日では富山県内の市町村をはじめ 350 以上の個人・

団体が会員として活動に参画しています。具体的には自然環境の調査・研究および現地での

生態系保全活動（外来植物対策や緑化復元など）、講座や講演会、写真展による人材育成と

普及啓発、大規模開発に対する関係機関への提言など、時代に応じて必要とされる課題に取

組み実践しています。 

 

 現在、富山市内の山域、有峰県立自然公園において、有峰林道東岸線を対象とした未舗装

林道の拡幅・舗装化工事が富山県の公共事業として計画されており、現地に生息するハクバ

サンショウオ（富山県指定希少野生動植物、富山県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類、環境省レッ

ドリスト絶滅危惧 IB 類、国際自然保護連合レッドリスト絶滅危惧）への悪影響が避けられ

ないことから市民らの関心事となっています。工事予定地一体はハクバサンショウウオの

国内最大規模の繫殖地ですが、工事が実施されればそのほとんどが消失すると考えられま

す。また、ハクバサンショウウオの他にも多くの希少野生動植物が生息している国内有数の

豊かな森林であるため他の動植物への影響も懸念されます。 

有峰湖周辺では現在、林業として木材の伐採や搬出は行われていません。また観光客を対

象とした商業施設が多数ある場所でもありません。そして、岐阜県側とは既存の舗装道路で

往来が可能で、有峰県立自然公園に居住者はおらず、工事予定の林道はライフラインではあ

りません。このように、林道整備の必要性については自然環境への影響以外の面からも疑問

が持たれ、事業見直しを求める意見が出ています。 

 

 富山市内の山麓域や平野部に目を向けると、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、カモシ

カ等による農業被害やツキノワグマによる人身被害など、野生動物との軋轢が近年恒常化

しており、被害に遭いづらい環境整備と人材育成等の、防除を中心とした駆除に頼らないバ

ランス良い被害対策の実現が必要です。行政と地域それぞれが役割を果たすことで「人と野

生動物が共生するふるさとづくり」を可能とし、これらに必要な市民の結束と活力は、高齢

化と過疎が進む社会にあって災害時などありとあらゆる場面において共助できる「元気な

地域コミュニティの創出」「自然を活かした地域振興」に結びつくと期待できます。 



 

 そこで、富山市の新たなリーダーを目指す方々が、富山市の有する自然環境や、希少種の

保護と鳥獣害対策など直面する喫緊の課題について、どのような理念や姿勢、具体的な政策

をお持ちであるかをお尋ねしたく、質問書をお送りする次第です。 

 選挙の告示を控え、ご多忙を極めておられることは重々承知しておりますが、以下の質問

にご回答いただけますよう、心から期待しております。 

 まことに勝手ながら、4 月 8 日（木）までにご回答くださるようお願い申し上げます（無

回答でもかまいません）。 

 なお、ご回答につきましては、当会の会員には勿論のこと、当会ホームページやマスコミ

などを通じて広く公表させていただきますのでご了解をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

特定非営利活動法人 富山県自然保護協会 

〒930-0805 富山市湊入船町 3 番 30 号 

（KNB 入船別館） 

TEL･FAX（076）441-0099 

 

 

 

質問１． 
富山市における自然保護、生物多様性保全、野生動植物との共生に関し

て、どのような理念、将来ビジョンをお持ちでしょうか。 

 
質問２． 

希少種ハクバサンショウオとその生息地である有峰地域の自然環境は、

富山市ひいては国民が有する貴重な財産ですが、保全は必要とお考えでし

ょうか。 

 
質問３． 

恒常化する鳥獣害への対策を成功させ、活力ある地域を維持し野生動植

物と共生する富山市としていくための、具体的な政策はお持ちでしょうか。



令和 3 年 4 月 1 日 

島 隆之 様 

 

NPO 法人 富山県自然保護協会   

理事長  川田  邦夫   

 

質 問 書（回答のお願い） 

 

 私たち富山県自然保護協会は昭和 37 年の設立から、人々の生活を支え県民・国民のかけ

がえのない財産である「ふるさと富山の自然」を見つめ保護する活動を、企業・団体・行政

と連携し協働ですすめてきました。今日では富山県内の市町村をはじめ 350 以上の個人・

団体が会員として活動に参画しています。具体的には自然環境の調査・研究および現地での

生態系保全活動（外来植物対策や緑化復元など）、講座や講演会、写真展による人材育成と

普及啓発、大規模開発に対する関係機関への提言など、時代に応じて必要とされる課題に取

組み実践しています。 

 

 現在、富山市内の山域、有峰県立自然公園において、有峰林道東岸線を対象とした未舗装

林道の拡幅・舗装化工事が富山県の公共事業として計画されており、現地に生息するハクバ

サンショウオ（富山県指定希少野生動植物、富山県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類、環境省レッ

ドリスト絶滅危惧 IB 類、国際自然保護連合レッドリスト絶滅危惧）への悪影響が避けられ

ないことから市民らの関心事となっています。工事予定地一体はハクバサンショウウオの

国内最大規模の繫殖地ですが、工事が実施されればそのほとんどが消失すると考えられま

す。また、ハクバサンショウウオの他にも多くの希少野生動植物が生息している国内有数の

豊かな森林であるため他の動植物への影響も懸念されます。 

有峰湖周辺では現在、林業として木材の伐採や搬出は行われていません。また観光客を対

象とした商業施設が多数ある場所でもありません。そして、岐阜県側とは既存の舗装道路で

往来が可能で、有峰県立自然公園に居住者はおらず、工事予定の林道はライフラインではあ

りません。このように、林道整備の必要性については自然環境への影響以外の面からも疑問

が持たれ、事業見直しを求める意見が出ています。 

 

 富山市内の山麓域や平野部に目を向けると、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、カモシ

カ等による農業被害やツキノワグマによる人身被害など、野生動物との軋轢が近年恒常化

しており、被害に遭いづらい環境整備と人材育成等の、防除を中心とした駆除に頼らないバ

ランス良い被害対策の実現が必要です。行政と地域それぞれが役割を果たすことで「人と野

生動物が共生するふるさとづくり」を可能とし、これらに必要な市民の結束と活力は、高齢

化と過疎が進む社会にあって災害時などありとあらゆる場面において共助できる「元気な

地域コミュニティの創出」「自然を活かした地域振興」に結びつくと期待できます。 



 

 そこで、富山市の新たなリーダーを目指す方々が、富山市の有する自然環境や、希少種の

保護と鳥獣害対策など直面する喫緊の課題について、どのような理念や姿勢、具体的な政策

をお持ちであるかをお尋ねしたく、質問書をお送りする次第です。 

 選挙の告示を控え、ご多忙を極めておられることは重々承知しておりますが、以下の質問

にご回答いただけますよう、心から期待しております。 

 まことに勝手ながら、4 月 8 日（木）までにご回答くださるようお願い申し上げます（無

回答でもかまいません）。 

 なお、ご回答につきましては、当会の会員には勿論のこと、当会ホームページやマスコミ

などを通じて広く公表させていただきますのでご了解をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

特定非営利活動法人 富山県自然保護協会 

〒930-0805 富山市湊入船町 3 番 30 号 

（KNB 入船別館） 

TEL･FAX（076）441-0099 

 

 

 

質問１． 
富山市における自然保護、生物多様性保全、野生動植物との共生に関し

て、どのような理念、将来ビジョンをお持ちでしょうか。 

 
質問２． 

希少種ハクバサンショウオとその生息地である有峰地域の自然環境は、

富山市ひいては国民が有する貴重な財産ですが、保全は必要とお考えでし

ょうか。 

 
質問３． 

恒常化する鳥獣害への対策を成功させ、活力ある地域を維持し野生動植

物と共生する富山市としていくための、具体的な政策はお持ちでしょうか。


