




わたしたちのまちは、庄川の清らかな流れにはぐくまれた砺波平野の
散居と、花や緑に恵まれたふるさとです。
わたしたちは、力をあわせ、世界に開かれた活気あふれるまちづくり
を進めるため、この憲章を定めます。
 
一　花や緑を愛し　美しいまちをつくります
一　勤労を喜び　産業をはぐくむ　元気なまちをつくります
一　互いに助けあい励ましあう　あたたかいまちをつくります
一　笑顔があふれる　健康で明るいまちをつくります
一　教養と文化を高め　こころ豊かなまちをつくります

　優しく美しいチューリップの花と、豊かな庄川の清流に恵まれた私た
ちは、 この美しい郷土に誇りと愛着を持ち自然を大切にし、四季を通じ
て花を育て花と語り、花を愛する産業と文化のまちづくりをめざします。
　砺波市は、ここに、「フラワー都市」を宣言し、花を通じて友情と信
頼の輪を広げます。

　私たちのまち砺波は、牛嶽に連なる青く清い山々、母なる清流庄川、
扇状地に広がる散居景観などの貴重な自然を今に残しています。
　しかし、地球温暖化など地球規模で進む環境問題への対応が求められ
ています。
　やすらぎとうるおいを与えてくれる水や緑を守り、育み、いつくしむ
心を未来に伝えていくことは、私たちの責任です。
　よって、砺波市はここに「環境都市」を宣言します。

１　おいしい空気や身近な水環境を守ります
１　山々の緑や屋敷林・散居の景観を育みます
１　限りある資源を大切にし、環境にやさしく行動します
１　ふるさとの環境やかけがえのない地球の大切さを学びます
１　多様な自然をとうとび、地域をこえたつながりを大切にします

市の花　チューリップ

市の花木　エドヒガンザクラ

市の鳥　ヒヨドリ

市の木　スギ

花と緑のまちづくりの理念

市　民　憲　章　(平成17年 3月18日制定 )

フラワー都市宣言　(平成17年 3月18日 )

環 境 都 市 宣 言 (平成17年 3月18日 )	
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計画策定の目的Ⅰ
　本市には、先人によって長い年月をかけて作り上げられ、守られ、伝えられてきた日本を代表する
農村の原風景があり、世界に誇り得る貴重な財産である散居村をはじめ、庄川の水辺、鉢伏山や牛嶽
などを含む庄東山地や芹谷野段丘などの豊かな自然を守り、育て、次の世代へ引き継ぐことが、私た
ちに課せられた責務です。
　平成18年度に策定した「新砺波市グリーンプラン」のもとに、市民、事業者、市が一体となって
緑花活動を推進したことから、地域緑花の中心的な役割を行うグリーンキーパー※が増加するとともに、
緑花活動が活発に行われてきました。さらに、地域の花壇設置数も増加し、様々な場所で緑花が行わ
れ、市民、事業者が積極的に参画する「花と緑のまちづくり」が着実に進んでいます。
　しかし、全国的に見られるように、本市においても人口減少が進行する中で、緑花に対する関心が
薄れ、新たな緑花の担い手の減少や現在の緑花の担い手の年齢の上昇等により、地域の緑花活動が
停滞することが懸念されます。
　このため、本市では「花と緑のまちづくり条例」に基づき、花と緑の郷土を守り、育て、次の世代
へ引き継ぐことを目的とし、市民、事業者、市が協働して「花と緑のまちづくり」を推進するため、
新たなグリーンプランを策定します。

「緑化」と「緑花」
　樹木や草花を植えて緑の美しい土地にすることを「緑化」といいますが、本市独自の計画、事業、
組織等においては、	市民・事業者と一体となった「花と緑のまちづくり」によって、快適な生活環境が
形成されることへの願いをこめて、「緑花」と表現します。

※グリーンキーパー／花と緑の銀行制度の中で、頭取は担当する地域における緑花運動の全般的な指導者、グリーンキーパーは花と緑の指導
員として、頭取と協力して、緑花技術の普及指導等を行う。
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緑花の機能Ⅱ

緑花の機能

  環境維持・改善の機能
　雨水流出調整機能や気温・日照・風などの微調節、酸素の供給や防塵、大気浄化など、人間や他の生物
の生存環境を維持し、向上させる大きな役割があります。また、地球温暖化の防止という観点では、緑花に
よるＣＯ2削減効果や温熱環境を改善させる役割があります。

  防災の機能
　避難地としての大規模公園緑地、火災時の延焼防止帯としての緑地、強風等を防ぐ防風林、騒音や光を
防ぎ分散する緩衝帯としての緑地など、非常時の災害や、都市公害から市民の生活を守る大きな役割が
あります。また、過密化した地域での小公園などは都市空間の余裕、ゆとりとしての役割も持っています。

1 環境を快適にする緑花
　限られた空間の中で、多くの人々が生活し、多様な活動が展開される都市では、生活に魅力を感じ、精神的
な充足感が得られる快適な環境が求められています。緑花は快適な環境をつくるための最も大きな要素の
一つです。わが国に限らず、世界の主要な都市では緑花空間を重視し、大きなスペースを確保しています。
　また、各種の国民意識調査や市民意識調査においても、生活空間と緑の関わりが重視され、緑豊かな
環境が望まれています。
　緑豊かな都市とは、公園緑地や街路樹などがたくさんあるだけではなく、美しく調和した街並みなど人々
が生活する上での快適性が確保されたものでなければなりません。そのためには便利で効率的な都市環境
と、緑花に代表される快適な自然環境をいかにバランスよく調和させるかが重要な鍵となります。

環境維持・
改善の機能 防災の機能 景観の機能 精神的

充足機能
健康・

レクリエーションの
機能

気象の微調節 吸塵・防塵 生態系の形成

防　　災 防　　風 防音・減光・緩衝植栽帯

産業地の憩いの空間

休　　息 散　　策

ふれあい 季節感 やすらぎ うるおい

遊び空間

住宅地の修景

気象の微調節 吸塵・防塵 生態系の形成

防　　災 防　　風 防音・減光・緩衝植栽帯

産業地の憩いの空間

休　　息 散　　策

ふれあい 季節感 やすらぎ うるおい

遊び空間

住宅地の修景
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  景観の機能
　道路の沿道景観としての街路樹、商業地におけ
る憩いの空間や街並みのアクセントとしての緑花、
住宅地における修景緑地など、景観づくりに緑花は
欠かせない役割を持っています。

  健康・ レクリエーションの機能
　市民生活にとって休息や憩いの場となる広場、樹陰や散策、ジョギング、子供の遊び空間としての樹林や
公園等は身近な健康活動、レクリエーションの場としての役割を持っています。

  精神的充足機能
　室内に飾られる生花や観賞用植物、ベランダや窓辺の花など、日常生活空間の身近なところで花や緑が
愛され、親しまれています。さらに、花や緑はそこにあることによって“水や空気”を連想させ、野鳥の声を
聞き、昆虫が飛び交うといった“自然”をも想起させてくれます。
　このように緑花は単に観賞用の対象のみではなく、我々人間にとって同じ生物として、心のやすらぎや
精神的な落ち着きを感じさせる役割を持っています。

　緑花は自然の対象物だけではなく、市民の生活と深い関わりを持っています。街路樹や生け垣は人為的
に植栽され、そのあり方はいくつかの様式化されたデザインを持つものに発展しています。庭木、盆栽、
室内を飾る草花などは、鑑賞の対象やその育成の仕方及び形態が注目され芸術作品にまでになっており、
これらは日本人の生活のなかで育てられてきた文化の一つです。また、自然の花や緑もその姿や季節の
変化が絵画や詩歌にあらわされ、古くから愛されてきました。
　さらに、樹木は、神社や寺などの長い年月を経た巨木が地域の象徴として愛されたり、信仰の対象と
なったりしているように、そこに住む人々の感性や人間性を表すとも言われ、文化と深く関わっています。

気象の微調節 吸塵・防塵 生態系の形成

防　　災 防　　風 防音・減光・緩衝植栽帯

産業地の憩いの空間

休　　息 散　　策

ふれあい 季節感 やすらぎ うるおい

遊び空間

住宅地の修景

気象の微調節 吸塵・防塵 生態系の形成

防　　災 防　　風 防音・減光・緩衝植栽帯

産業地の憩いの空間

休　　息 散　　策

ふれあい 季節感 やすらぎ うるおい

遊び空間

住宅地の修景

気象の微調節 吸塵・防塵 生態系の形成

防　　災 防　　風 防音・減光・緩衝植栽帯

産業地の憩いの空間

休　　息 散　　策

ふれあい 季節感 やすらぎ うるおい

遊び空間

住宅地の修景

2 文化としての緑花
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社会情勢や環境の変化に応じて見直し

第２次砺波市総合計画第２次砺波市総合計画

“となみ創生”まちづくり総合戦略
砺波市都市計画マスタープラン
砺波市景観まちづくり計画
砺波市農業振興地域整備計画など

砺波市関連計画

第２次砺波市グリーンプラン

市民・事業者・市との協働による花と緑のまちづくり市民・事業者・市との協働による花と緑のまちづくり

平成29年度平成29年度 平成38年度平成38年度

計画の位置付け等Ⅲ
1 計画の位置付け

２ 計画の期間

　本計画は「第２次砺波市総合計画」の基本理念を踏まえ、快適で安心できる市民生活を実現するため、
市民、事業者、市の協働による花と緑のまちづくりの基本的な指針を示すものです。
　また、「“となみ創生”まちづくり総合戦略」や「砺波市景観まちづくり計画」など本市の関連計画との
整合を図るとともに、見直しを加え本市のグリーンプランとします。

　計画期間は、平成29年度から目標年次の平成38年度までの10年間とします。また、社会情勢や環境の
変化に対応するため、必要に応じて見直しを行います。
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1 緑花の現状

２ 緑花の課題

　市街地では、土地区画整理事業が行われた地区では街区公園などの公共緑地が整備されています。
　また、市内の各所の公園、地域の花壇、道路の植樹帯などでの地域住民による彩り豊かな花の植栽や、
樹木の管理が行われています。
　農村部では、庄川が育んだ肥よくな平野に伝統的家屋と屋敷林が点在する散居村であり、良好な景観を
保持しています。しかしながら、住宅団地の造成や都市化による農地の減少、生活様式の変化等による屋敷
林の伐採等による緑地の減少が見られます。

　本市では、「グリーンプラン」や「花と緑のまちづくり条例」に基づき、各種団体の活動や公共施設の整備
など緑花の推進は図られてきていますが、今後、さらに都市化が進展していく中で、潤いある生活環境の
創出のため、散居景観の保全や住宅地、道路などの緑花が重要となっています。
　さらに、砺波市景観まちづくり計画の策定などにより、市民の環境や景観への関心が高まる中、緑花の
持つ様々な機能を再認識し、市民が主体となって市と連携を図りながら持続的に緑花活動を展開する仕組
みづくりが求められています。
　本市の人口は、国勢調査によると平成17年をピークに減少に転じており、第２次砺波市総合計画では、
人口減少の克服や地域経済の発展、活力ある地域社会の形成を目指し取り組むこととしていますが、緑花
については、緑花に対する関心が薄れ、新たな担い手の減少や、緑花の担い手の年齢の上昇等により地域
の緑花活動が停滞することが懸念されます。
　こうした中で、緑花技術の普及指導を推進するため、これまでも花と緑の指導員であるグリ－ンキ－パ－
の育成を図っていますが、新たな緑花の担い手の確保に向けた取組みが必要となっています。
　今後は、緑花施策の充実はもとより、個人の緑花意識の醸成、地域全体での緑花活動の活性化、緑花に
ふれあう機会の創出など、様々な取組みを多様な場面で展開していくことが必要です。	

緑花の現状と課題Ⅳ
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「花と緑のまちづくり」の将来像

～  庄川と散居が織りなす花と緑のまち  ～
もっと元気  ほっと安心  ずっと幸せ   “やっぱり砺波”

計画の基本方針Ⅴ
　本市は、緑豊かで自然に恵まれた市です。「散居」は、この豊かな緑の代表であり、歴史的な遺産です。ま
た、チューリップをはじめとした花々は、私たちの生活にやすらぎとうるおいを与えてくれるとともに、本市を
訪れる人々にとって大きな魅力となっています。
　一方、花と緑のまちづくりは、市民、事業者が積極的に緑花に関わり活動することで、花と緑で彩られた美
しい郷土づくりにつながっていきます。
　市民が健康でうるおいのある生活を営むには、豊かで美しい花と緑に包まれた良好な環境を守り育てて
いくとともに、レクリエーション、精神的充足や癒やしなど、花と緑の持つ機能や効用を積極的に活用してい
く必要があります。
　また、この花と緑の郷土を貴重な社会的財産として、末永く子孫に伝えていくことが求められます。
　以上のことから、市民、事業者、市の協働による「花と緑のまちづくり」を基本とする、自然と人が共生し
た元気で安心できる快適な「砺波市」の実現を目指します。

　将来像は、本市の基本理念を踏まえた最上位計画である「第２次砺波市総合計画」と統一し、
清流「庄川」と豊かな「里山」、そして「散居」に育まれた「花と緑のまち」を将来に継承するとと
もに、全ての市民が住み良さや幸せを実感し、いつまでも暮し続けたい「選ばれるまち砺波」を
理想の姿としています。
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番号 項　　目 単　位
前回計画

H27 実績値
今回計画

H17 実績値 目標値 H38 目標値

① 市内花壇設置数 箇　所 84 90 128 128 

② グリーンキーパー数
人 232 250 328 315 

人 / 人口千人 4.7 　　ー 6.7 6.7 

③ 都市公園面積
ha 88.2 88.2 98.4 99.5 

㎡ / 人 17.8 17.8 20.0 21.2 

④ 市道緑花延長 km 43.9 51.0 50.2 51.0 

⑤ 森林面積 ha 3,446 3,450 3,460 3,460 

⑥ 保安林面積 ha 374 380 408 415 

⑦ 林道延長 km 34 37 38 38 

⑧ 花と緑のコンクール参加数 件 ー ー 23 27 

⑨ 記念樹交付件数 件 ー ー 197 245 

⑩ 里山再生整備事業面積 ha/ 年 ー ー 16 20 

⑪ みどりの森再生事業面積 ha/ 年 ー ー 3 10 

⑫ 散居景観モデル事業自治会数 件 ー ー 6 24 

⑬ 散居景観保全事業協定数 件 ー ー 125 146 

具体的な目標

※実績値は平成28年３月末数値

Ⅵ
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緑花の展開
第 2編第 2編
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緑花推進組織の充実
フラワー都市交流
花と緑の国際交流
地域緑花団体への支援

緑花推進施設
花と緑の推進支援制度
花と緑の募金運動

緑花計画の策定
花と緑の協定

公共施設の緑花
公園の緑花
学校等の緑花
道路の緑花
水辺の緑花
住宅地の緑花
商業地の緑花
工業地の緑花

散居景観の保全
森林の保全
樹木・樹林の保全
社寺林の保全
緑地の保全
緑のリサイクル

緑花生産者の確保・育成
緑花産業の育成
特産性緑花木等の普及・生産・開発

花と緑の人材育成
緑花技術と維持管理

緑花情報の発信
緑花イベント等の開催
花と緑の生涯学習
児童生徒等の緑花学習
緑花功労者の顕彰

花いっぱい運動の推進
自然環境の活用
花と緑の癒やし効果の活用

緑花施策の体系

花と緑を
すすめる

推 進 活 動

基 本 理 念

推 進 基 盤

計 画

拠 点 整 備

保 全 活 用

産 業 振 興

育 成 管 理

意 識 高 揚

ふ れ あ い

花と緑を
はぐくむ

花と緑に
ふれあう

市
民
憲
章
　
花
や
緑
を
愛
し
　
美
し
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

主 要 施 策 施 策 区 分 具体的施策

Ⅰ
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緑花活動の活性化重点施策

　本市の「花と緑のまちづくり」を推進する上で、緑花活動の活性化を図るため、特に重点的かつ
優先的に実施すべき施策を「緑花活動の活性化重点施策」として３つの施策を設定し、積極的に取り
組みます。

 その１ 花と緑のまちづくりに取り組む人材の育成
　地域での緑花活動が活性化されるよう地域のコミュニケーションを活性化し、新たな緑花の担い手
と指導者の育成を推進します。

 その２　事業者の緑花活動への参画の促進
　地域の緑花活動の活性化を図るため、企業などの事業者が積極的に緑花へ参画できるよう地域緑花
団体との橋渡しを行う緑花パートナー制度の構築に取り組みます。

 その３　活動事例の紹介など情報発信の強化
　市民、事業者の緑花に対する関心を高め、積極的な緑花への参画を促進するため、市ホームページ
や広報、各種メディア等を活用し、各地区の緑花推進協議会などの優良な活動事例をお知らせすると
ともに、各種団体が相互に緑花に関する情報交換を行うことができる体制を強化するなど、情報発信
の強化を図ります。

《主な取組み》
①新たな緑花の担い手育成
・児童を対象とした緑花体験学習の推進
・花とみどりの少年団の設置校の増加
・地域での緑花活動の推進　
・老人クラブを対象とした講習会の開催　
・環境保全推進委員会の取組みの促進
　　　　　　
②緑花の指導者の育成　
・緑花技術の継承　
・新人グリーンキーパー等を対象とした研修会の開催
・情報交換等による情報の共有

《主な取組み》
①地域の緑花活動に事業者が参加できる環境づくり
・緑花パートナー制度の構築及び推進
・地域の花壇づくりへの参画
・各種講座、イベント、講習会の案内
　　　　　　②地域の人々がふれあう花壇づくり　
・事業者を交えた三世代での花壇づくり

《主な取組み》
①情報発信の強化
・市のホームページでの活動紹介　
・各種団体が自由に情報提供を行う体制の整備
・各種団体が情報交換等を行える交流の場の構築
・市広報・各種メディアを活用した情報発信

《効  果》
①新たな担い手の発掘
②緑花活動に対する関心の高まり
③将来の緑花担い手の緑花意識
　の高揚
④緑花技術の向上

《効  果》
①事業者が参画できる環境の整備
②地区を越えた緑花活動の拡大
③緑花活動に対する関心の高まり
④新たな担い手の発掘

《効  果》
①市民・事業者の緑花意識の高揚
②緑花活動に対する関心の高まり
③市民・事業者の参画の機会の増加
④新たな担い手の発掘

Ⅱ
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推進活動 推進基盤 地域計画

花と緑をすすめる

  ①花と緑の推進活動

緑花推進組織の充実
●砺波市緑花推進市民会議
・緑花団体、花と緑の銀行、観光、企業、教育、文化、地域団体、報道

機関、行政機関等で構成し、組織の活性化を図るとともに、市民総
参加による緑花を推進します。

●花と緑の銀行砺波支店
・緑花施設の整備や種苗、樹木等の配布、花と緑のコンクール等を開催するとともに、各地区地方銀行

頭取※と連携して市民の自主的な緑花活動を支援します。
・グリーンキーパーの育成を図り、緑花の普及を促進します。
・退職者等の新しい活躍の場として、花と緑の指導者や地域の緑花活動の担い手としての積極的な参画を

促進します。

●砺波市緑化推進委員会※

・緑の保全や緑化運動の推進組織で、｢砺波花とみどりの少年団」活動の助成を行っています。

●（公財）砺波市花と緑と文化の財団
・「となみチューリップフェア」の企画・運営、「砺波チューリップ公園」や「チューリップ四季彩館」の運営、

花と緑の展示や各種教室の開催を通じ、時代のニーズにあわせた花と緑の普及と情報提供を行います。

　花と緑のまちづくり条例に基づき市民・事業者・市の協働による緑花運動を進めます。
　地域住民の声を反映し、地域の自然環境や個性を活かした住民の合意による緑花協定の締結
を促進します。
　また、花と緑の銀行※砺波支店などの緑花推進組織とともに、地域の各種緑花団体との連携
を図り、市民が様々な形で積極的に花と緑のまちづくりに参画できる基盤づくりを進めます。

※花と緑の銀行／県民総参加による花と緑の県づくりの推進母体として、昭和 48 年に設立。（公財）花と緑の銀行本店は県中央植物園内に
あり、本市は砺波支店（事務局；（公財）砺波市花と緑と文化の財団）として、本店と連携し地域の緑花活動を推進している。

※ 花と緑の銀行地方銀行頭取／花と緑の銀行制度の名称で、頭取は担当する地域における緑花運動の全般的な指導者。
※ 緑化推進委員会／森林の整備及び緑化の推進を目的に県内すべての市町村に設置されている。

1 花と緑をすすめる

花と緑のフォーラム・砺波市緑花推進市民会議

緑花の具体的施策Ⅲ

（１）展開の方向

（２）具体的な方策
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フラワー都市交流　
●フラワー都市交流連絡協議会
・花を街づくりのシンボルにし、花にまつわる行事

を通じて活力とやすらぎのある住みよいまちづ
くりを目指す全国の9都市が集まり、毎年、相互
の市民交流団などによる交流を行っています。

・交流を通じて、先進的事例の習得などから緑花
推進の意識の高揚を図ります。

・フラワー都市交流を今後も促進していくととも
に、チューリップのまち「砺波」の魅力を引き続
き情報発信します。

花と緑の国際交流
●花と緑の国際交流
・産業、経済、教育等の各分野で市民が中心となった国際交流を進める

中で、今後も花や緑を通じた国際親善の輪を広げていきます。

地域緑花団体への支援
●地区緑花推進協議会
・自治会や婦人会、高齢者グループ、グリーンキーパーなどを中心に、緑花推進協議会が市内21地区で組織

され、緑花活動を通じて、快適で健全な社会づくりや地区の活性化に寄与しており、今後も活動を支援します。

●自然愛好グループ
・環境保護の推進と人の生活と自然環境との調和を図ることの重要性から、エコロジストの養成や組織の

育成に努めます。

●環境保全推進委員会等
・自治会等の地域住民によって組織されており、多面的機能支払交付金による農地や水路の保全活動や、

遊休農地の有効活用といった農村の環境保全活動を行っており、農村の美しい景観を形成する緑花活動
を促進します。

●（仮称）緑花パートナ－団体
・各種団体や市内企業など事業者を緑花活動に取り組むパートナ－として、地域の緑花活動の活性化を
　図ります。

北海道中富良野町 ラベンダー 山形県長井市 あやめ
岐阜県大野町 ばら 静岡県下田市 すいせん
兵庫県宝塚市 すみれ 山 口 県 萩 市 つばき
福岡県久留米市 つつじ 鹿児島県和泊町 ゆり
富山県砺波市 チューリップ

中富良野町
（ラベンダー）

北海道

富山県

山口県

福岡県

鹿児島県

兵庫県 岐阜県

静岡県

山形県
砺波市

（チューリップ）
萩市（つばき）

久留米市
（つつじ）

和泊町
（ゆり）

長井市
（あやめ）

下田市
（すいせん）

大野町（ばら）宝塚市（すみれ）

姉妹・友好交流都市
・トルコ共和国　　　ヤロバ市
・中華人民共和国　　盤錦市
・オランダ王国　　　リッセ市
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 ②花と緑の推進基盤

緑花推進施設
●砺波チューリップ公園(昭和39年命名）
・砺波市特産で市の花でもあるチューリップをテーマとした四季折々の花を楽しむことのできる都市公園

です。
・7.9ヘクタールの公園が広がり、春には700品種、300万本のチューリップが美しい「となみチューリッ

プフェア」や、夏には色鮮やかなカンナが咲き誇る「となみカンナフェスティバル」が開催され、冬には
「KIRAKIRAミッション」など様々なイベントにより、訪れる人々を楽しませます。 

・公園内外には日本最大級の五連揚水水車やチューリップ四季彩館、砺波市美術館、砺波郷土資料館、
旧中嶋家などがあります。

●チューリップ四季彩館(平成8年建設）
・平成28年にリニューアルし、チューリップについて学習できる博物

館機能と、チューリップの花が一年中観賞できる植物園の機能を
有している施設です。

・花と緑の各種講座、相談業務、企画展示、市民に親しまれる催し物
の開催など、花に関する情報発信をしています。

●庄川水記念公園（平成2年建設）
・庄川の「水」をキーワードに自然や文化、地場産業に関する施設を

集めた公園です。庄川の豊かな自然や治水、利水から親水に至る
歴史について学べる全国でも珍しい水資料館や、地形の高低差を
利用し、水の力で動くモニュメントの大噴水が設置されています。

・「親水」をテーマとしたイベントの開催や、庄川の豊かな水と恵ま
れた自然の緑に関する情報発信をしていきます。

・美しく魅力ある市の拠点として庄川沿いの桜並木や芝生広場などの維持管理に努めます。

●富山県花総合センター（昭和61年建設）
・エレガガーデンの愛称で親しまれ、日本一の花と緑の県づくりを推進する富山県の施設です。
・園芸植物を中心とした展示を行い、研修施設としても利用されています。

●県民公園頼成の森（森林科学館・水生植物園）
・森林科学館（平成3年建設）は、年間を通じて森林・林業の体験学習、研修の場として活用されるととも

に、公園施設の紹介などを行っています。
・水生植物園（平成4年建設）は、600品種70万株のハナショウブをはじめ、スイレン、アジサイ、カキツバタ

などが植栽されており、6月には「頼成の森花しょうぶ祭り」が開催されています。

緑花の具体的施策Ⅲ

リニューアルしたチューリップ四季彩館

満開の桜が美しい庄川沿いの桜並木
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●となみ散居村ミュージアム（平成18年建設）
・となみ野田園空間博物館※の拠点施設として、砺波地方の歴史民俗文化の情報発信を行い、屋敷林・

伝統的家屋「アズマダチ・マエナガレ」の紹介などにより、散居景観の保全と伝統文化の継承に対する
住民意識の高揚を図り、地域活性化に努めています。

●緑花施設のネットワーク化
・市内には花卉

き

球根類を中心とした研究施設である富山県農林水産総合技術センター園芸研究所など
緑花関連施設が設置されています。

・緑花関連施設相互の連携を強化し、各種イベントや講座の開催など情報のネットワーク化、共有化に努め
ます。

花と緑の推進支援制度
●条例等に基づく推進支援制度
・花と緑のまちづくり条例（平成16年制定）や景観まちづくり条例（平成26年制定）に基づき、地域緑花を

推進するための助成措置など各種推進支援施策を展開します。
　　●花と緑の協定及び助成 ・・・協定地区への苗木、花苗の配布
　　●花と緑のモデル区域 ・・・モデル区域への苗木の配布
　　●保存樹等の指定  ・・・指定交付金の交付
　　●生け垣設置補助  ・・・生け垣の植栽に要する樹木及び資材の購入費の補助
　　●記念樹の交付  ・・・苗木等の交付
　　●緑の相談員設置  ・・・樹木の保全や育成に関する相談と指導
　　●散居景観モデル事業 ・・・10メートル以下の樹木の剪定、落ち葉処理費用、景観まちづくりに関
　　　　　　　　　　　　　　　　する協定締結に向けた活動費用及び締結後の協定の運営費用の補助
・散居景観保全事業の活用を推進します。
　　●散居景観保全事業 ・・・屋敷林の枝打ち及び間伐に要する費用、屋敷林の育成に要する費用、
　　　　　　　　　　　　　　　　散居景観の保全・創造に要する費用への補助

花と緑の募金運動
●募金運動
・砺波市緑化推進委員会が中心となり、花と緑の普及啓発、森林整備の推進を目的とした「緑の募金」運動が行

われています。
・砺波花とみどりの少年団等の緑花活動に助成をしています。

※となみ野田園空間博物館／「となみ野」は砺波平野の別称であり、美しい散居村が広がる豊かな自然や伝統文化を持つ砺波平野全体を博
物館とする構想を意味している。
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 ③花と緑の計画

緑花計画の策定
●緑の基本計画
・「緑の基本計画」は、主に都市公園の整備や公共公益施設における緑化に関する方針を定めるほか、都市計画

制度によらない緑化の取組みについても体系的に定める目的で市が策定するものであり、社会情勢の変化や
取組みの進捗にあわせ、適時に見直すものです。

・計画に基づき、市街地、農村部、庄川河川敷、山間部をゾーン分けし、地域の特性に応じた公園や緑地の整備を
行います。

花と緑の協定
●花と緑の協定
・花と緑のまちづくり条例に基づき、町内会や集合住宅等、一定のまとまりのある地域を単位として、住民合意に

よる花と緑の協定の締結を推進します。

●花と緑のモデル区域の指定
・分譲住宅においては緑花協定の締結を進め、花と緑の調和のとれた住環境の創出に努めます。
・造成されたまとまった区域(3,000㎡以上）で、特に花と緑の推進を図る必要がある区域を「花と緑のモデル

区域」として指定します。

緑花の具体的施策Ⅲ
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拠点整備 保全活用 産業振興 育成管理

花と緑をはぐくむ

  ①花と緑の拠点整備
公共施設の緑花
●市庁舎等
・敷地内の花壇などに市の花や季節の花々を植栽し、「花のまち

となみ」にふさわしい施設づくりに努めます。

●社会教育施設
・社会教育施設では、周辺環境との調和を図りながら、質の高い緑花を進めます。また、住民に身近な公民

館などにおいては、地域に親しまれる緑花を進めるとともに、緑花活動の場としての活用を促進します。

●社会福祉・医療施設
・施設内では花鉢や観葉植物を設置するなど、やすらぎのある空間創出に努めます。
・市民に親しまれる施設となるよう緑地や花壇等を設けるように努めます。

●市営住宅
・入居者が敷地内の広場・緑地を利用し、花と緑に親しむことができるよう自主的な緑花活動を促進します。

●駅周辺
・城端線のイメージアップや、市の玄関口としてふさわしい印象を与えるよう砺波駅前広場及び駅南広場

周辺の緑花に努めます。また、ＪＲ職員ＯＢをはじめ、城端線もりあげ隊や周辺住民が中心となって市内
各駅の環境整備を図ります。

　本市の豊かな自然や美しい景観を構成する重要な要素である屋敷林や多彩な花壇等を後世に引
き継ぐため、市民、事業者、市が協働で地域花壇、田園空間、森林等を育てます。講習会や地域での
緑花活動を通じて、新たな緑花の担い手と緑花を普及指導するグリーンキーパーを育成します。

公共施設の緑花

２ 花と緑をはぐくむ
（１）展開の方向

（２）具体的な方策
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●環境負荷を低減する取組み
・屋上緑花や、緑のカーテンなどの壁面緑花を推進し、二酸化炭素（CO2）

の削減を目指します。

公園の緑花
●緑花拠点としての公園
・「砺波チューリップ公園」や「砺波総合運動公園」など、緑花の拠点で

ある都市公園の維持管理を適切に行います。
・花や緑、豊かな水を活かした「花のまちとなみ」にふさわしい「砺波チューリップ公園」の再整備を進めます。

●地域の特性を考慮した公園づくり
・農村部においては、散居景観との調和を考慮し、地域住民の健康増進と憩いの場、野鳥や小動物などの豊か

な自然とのふれあいにも配慮した公園緑花に努めます。
・山間部では、水生植物園、山野草園など豊かな自然を生かした特色のある緑花空間の整備に努めます。

学校等の緑花
●自然に親しみ体験する緑花
・花壇づくりなどにより児童生徒の自主的な緑花活動を促進します。
・野生生物の生息空間であるビオトープを創出するなど、自然と
　ふれあい、観察し、学ぶことができる施設の整備に努めます。

●世代間交流の場としての緑花
・学校花壇づくりなどの緑花活動を通じて、世代間交流や地域住民の

交流を促進します。

道路の緑花
●景観形成のための緑花
・本市を訪れた方に「花のまちとなみ」を印象づけるような基幹道路の

緑花に努めます。
・その他の道路についても、路肩や交差点の植樹帯を利用した草花の

植栽等緑豊かな都市景観の創出に努めます。
・交通安全対策にも配慮した、街路樹の剪定や防除等の適切な維持管理

を行います。

ボランティアによる球根の植付け

椎茸取りで世代間交流

地域住民による花の植付け

緑花の具体的施策Ⅲ
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●住民参加による花の道
・チューリップ街道実行委員会による国道156号の花のプランター設置や地区住民による国道359号暫定2車

線の未供用部分を活用した緑花等により、魅力あるまちづくりを進めます。観光で訪れた方々をたくさんの
美しい花々でお出迎えするよう地域住民による地域の特性を生かした「花の道づくり」を協働で進めます。

・国、県の「道路愛護ボランティア制度」※などを活用し、緑花意識の高揚
を図ります。

・住民、事業者、市などが連携した緑花活動を促進します。

水辺の緑花
●河岸緑地の保全
・地域と連携し、桜づつみモデル事業等により整備した桜堤の除草等の

維持管理に努めます。
・市指定文化財である松川除等の保全に努めます。

●農業用水路の緑花
・農業生産基盤施設としての機能を損なわないように配慮しつつ、周辺の

環境に調和し、多自然型工法※を取り入れた整備に努めます。
・老朽化した農業水利施設については、散居景観の保全や生物多様性の保全に着目しながら、長寿命化や

機能保全を図り、シバザクラといったカバープランツを用排水路等水辺に植栽し、地域の協力を得ながら
安全で親しみのある景観創出に努めます。

●湖・沼・堤の緑花
・レクリエーションの場として整備する場合は、魚や昆虫、鳥、植物等が

生息する貴重な空間となるよう保全に努めます。

●増山城跡公園の整備
・県定公園・とやま水源の森に指定されている増山湖から和田川上流に

至る地域は、豊かな水と緑と動植物に恵まれており、その豊富な自然の保護と整備を図ります。

●牛嶽・三段の滝周辺の保全
・牛岳県定公園の公園資源要素の一つになっている「三段の滝」の上の山腹には、エドヒガンザクラ、ヤマザクラ

など自生するサクラが多く、近くにはヤグルマソウ、オオハンゴンソウ、ザゼンソウなどが群生しており、保護に
努めます。

※道路愛護ボランティア制度／ボランティア活動に意欲を持つ企業や地域住民団体等が、道路愛護ボランティアとして登録し、道路の一定区
間の清掃や緑花活動を行う制度。国では「ボランティア・サポート・プログラム」という。

※多自然型工法／河川や用水の整備の際に、コンクリートの三面張りではなく、川を蛇行させたり、中洲などを設けたりして、生き物にやさ
しい環境をつくる工事工法のこと。

チューリップ街道実行委員会による花壇づくり

国道359号バイパスに咲き誇るヒマワリ

岸渡川を鮮やかに彩るシバザクラ
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住宅地の緑花
●家庭内緑花の推進
・個人住宅の庭なども地域の重要な緑花空間として位置づけ、道行く人も楽しめるような花づくりや生け垣

づくりを促進します。
・チューリップ切花等を季節の花の装飾や贈答など、日常生活の中で生花を観賞し、楽しむ文化を醸成します。

●住宅団地の緑花
・住宅団地において花と緑のまちづくり条例に基づく「花と緑の協定」の締結を促進します。
・宅地開発については、防災や土地利用、緑花など周辺地域の景観を損なわず、散居景観に配慮した花と緑に

あふれる住宅地となるよう必要な指導と助言を行います。
・民間住宅と連携し、本計画に基づいた花や緑にあふれる快適な住環境づくりに努めるとともに、農村部等に

ある空き家の有効活用に努めます。

商業地の緑花
●花と緑の魅力ある商店街の創出
・店先空間にプランターを配置し、花と緑の魅力と活力に満ちた商店街の

賑わいづくりを促進します。
・市民参加によるポケットパーク※やプランターのほか植樹桝を利用した

花壇の適切な維持管理などの意識啓発に努めます。

●郊外型商業地の緑花
・郊外などの新たな商業地においては、緑地帯の確保や敷地内の植栽

など、周辺の散居景観との調和を図ります。
・環境対策の観点からも、屋上緑地や駐車場素材の検討を提起していきます。

工業地の緑花
●環境保全のための緑花
・工場立地法や花と緑のまちづくり条例、景観まちづくり条例等に基づき、緑地面積の確保や自然との調和の

とれた緑花を推進します。
・市内の各企業における緑花の日常管理などの推進を啓発するとともに、勤労者福祉の観点から緑花意識の

高揚に努めます。

駅前商店街の緑花

※ ポケットパーク
　道路わきや街区内の空地などわずかの土地を利用した小さな公園または休息所。地域の生活環境を良くすることを重視し、気軽に休める

憩いの場となっている。

緑花の具体的施策Ⅲ
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 ②花と緑の保全活用

散居景観の保全
●散居村の保全
・貴重な歴史的・文化的資産である散居景観を守り育てるため、周辺市

や県と連携し、散居景観の保全活用を図ります。
・散居景観の保全とその活用を促進するため、全国散居村連絡協議会

及び全国散居村サミットの活動を通じて、散居形態を有する全国の
自治体との情報交換や交流連携に努めます。

・散居村展望台やとなみ散居村ミュージアムなどにより散居景観を
観光・交流資源として活用するとともに、魅力ある散居景観の保全に対する市民意識の向上を図り、地域
活性化につなげます。

・美しい散居景観を保全するため、景観まちづくり計画で位置づけた区域ごとに、周辺環境と調和のとれた
良好な景観形成を推進します。

・少子高齢化や生活様式の変化などにより空き家が増えている中で、良好な散居景観の保全や維持管理の
ため、地域と連携して空き家対策に努めます。

・カイニョと呼ばれる屋敷林や伝統的家屋などの散居景観の維持保全活動への理解や支援制度の拡充の検
討を図り、散居村での暮らしに誇りを持ち、その魅力を市内外へ広く発信しながら、次の世代に引き継ぐよ
うに努めます。

・砺波散村地域研究所において、全国的にも稀で貴重な散居村や散居景観など地域に関する調査・研究を
進め、市内外への情報発信に努めます。

●屋敷林の保全
・屋敷林は歴史的にも古く、砺波平野を代表する景観であり、大変貴重

な財産です。散居景観を構成する重要な要素である屋敷林を今後も
保全していくため、その効用と効果の理解を深めるとともに、維持
管理技術の継承をできるよう取組みに支援を行います。

・屋敷林の活用や屋敷林の維持保全を担う人材等の発掘、登録、育成、
組織づくりに対して支援を行います。

・富山県西部森林組合や造園業者などと連携し、植栽・補植・間引き・
枝打ち等を行い、屋敷林の保全管理について適切な指導に努めます。

・生活様式の変化の中で失われつつある屋敷林の保全と維持管理のため、地域コミュニティと一体となっ
て、 自然豊かなまちづくりを目指します。

●屋敷林の更新
・美しい散居景観を維持するため、風雪被害に対する支援を行うとともに、枯損した屋敷林の更新を促進します。

伝統的家屋を守る屋敷林

屋敷林の植樹
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●農地の保全
・農業振興地域整備計画に基づいた計画的な土地利用を進め、散居景観の重要な要素である農地の保全に

努めます。
・地域の実情に即し、遊休農地や転作田などを活用し、花と緑の景観を保全する作物の栽培を促進し、良好

な田園空間の形成に努めます。
・多面的機能支払交付金を活用した遊休農地等における地域住民による花苗の植栽等、魅力ある農村の

景観形成を促進します。

森林の保全
●木材生産のための森林
・良質な木材を生産するため、枝打ち、間伐等を適期に実施されるよう林業生産活動を支援します。
・施業集約化を図る中で林道・作業道の整備を進め、低コストでの木材運搬を促進します。
・効率よく森林施業を実施するため、適切な林道の維持管理や林業技能者及び後継者の育成に努めます。

●自然環境としての森林保全
・無秩序な開発から森林を守り、動植物の育成地域の確保のほか、荒廃林を整備し、美しい緑を保全します。
・林業における生産性向上と山村地域の活性化を図るとともに、森林の有する公益的な機能（水源涵

かん

養
よう

・
山地災害防止・土壌保全・快適な環境形成・保健文化等）を確保するため、保安林の保全や治山事業等の
実施による森林整備を進めます。

・松くい虫やカシノナガキクイムシ等の森林病害虫の防除事業に取り
組み、美しい森林環境の整備に努めます。

・森林振興団体、花とみどりの少年団、森林ボランティア、森林組合等
と連携し、豊かな森林を守り育てることや森林保全の活動に対して
支援を図ります。

●里山の保全
・市民と市が協働し地域に密着した里山を再生するとともに、人工林の公益的な機能の向上を図るよう

森林の保全を進め、人と動物の棲み分けが誘導されるように努めます。

●レクリエーションの森林づくり
・市民が自然と親しみ、ふれあいながら自然を観察し、野外レクリエーションに興ずることができる森林の整備

に努めます。

●野鳥や昆虫とふれあえる森林づくり
・実のなる木など、動植物が生息しやすい環境の確保を促進し、鳥や昆虫、動物などが観察できる森林の

保全に努めます。

地区森林振興会による里山保全活動

緑花の具体的施策Ⅲ
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●市民の山の保全
・市民が気軽に自然とふれあい、散策できる場所として、既存の雑木林の保全に努めます。

●牛嶽遊歩道の整備
・平成17年に砺波市庄川町の一部である牛嶽が県定公園に指定されて

います。また、「グリーンシャワーの降る森」の名称で「とやま森林浴
の森」にも選定されており、気軽に森林を訪れて森林浴を楽しめるよ
う、昭和54年の置県100年の記念事業として整備された牛嶽遊歩道
の維持管理を行います。

樹木・樹林の保全
●天然記念物の保全
・歴史的・文化的に価値の高い天然記念物に指定されている樹木を後世に引き継ぐため、今後とも適切に

維持保存に努めます。
　　●厳照寺の門杉（昭和40年10月1日指定）   福岡172（県指定）
　　●綽如杉（昭和37年5月28日指定）    井栗谷6585-1（市指定）
　　●栃上神社の社叢（平成8年6月17日指定）   塩谷928（市指定）
　　●市谷牛嶽神社の社叢（平成8年6月17日指定）　  市谷183（市指定）
　　●隠尾八幡宮の社叢（昭和62年3月30日指定）   庄川町隠尾（市指定）
　　●伝恩光寺跡の二本杉（昭和62年3月30日指定）  庄川町庄（市指定）
　　●庄川のエドヒガンザクラ群生地（昭和62年3月30日指定） 庄川町庄（市指定）
　◇ふるさと文化財として
　　●西の大ケヤキ（平成23年１月26日登録）   広上町108-2
　　●五鹿屋のイロハカエデ（平成23年１月26日登録）  五郎丸119-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●保存樹等の保全
・民有地の樹木等で景観の良好なものや、学術的に重要なものは、花と緑のまちづくり条例に基づき保存

樹林として指定し、保全に努めます。
・指定標識の設置等を通じて、所有者や地域住民の理解を深めるとともに、広く市民に向けてその重要性

について啓発に努めます。
・保存樹等保全委員会や緑の相談員とともに、保存樹パトロールや樹勢回復等の保全に努めます。

●植生の保全活動
・本市において絶滅が危惧される希少生物の砺波市版レッドデータブック等を活用しながら、市の貴重な

財産として保護保全に努めます。

牛嶽遊歩道の整備
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社寺林の保全
●社寺林の保全と育成
・歴史的、文化的価値の高いものや植生が貴重な社寺林は、後世に引き継ぐために文化財や保存樹として

指定し、重要性を普及・啓発します。
・案内看板や標柱を設置して周知に努めるとともに、砺波市ホームページ上のデジタルミュージアム「砺波

正倉」を随時更新し、情報発信する中で、より多くの市民に親しみやすくわかりやすく普及・啓発し、後世
への継承を図ります。

●弁財天公園の緑花
・庄川流域を洪水から守る水神として人々に古くから崇敬されてきた「庄川の弁財天社」を中心に、庄川左

岸に広がる河川公園が市民のレクリエーション・憩いの場となるよう保全に努めます。

緑地の保全
●市街地等の緑地の保全
・公園、公共施設、道路、地域花壇等を活用した緑地の保全に努めます。

●庄川河川敷の保全
・庄川河川敷の中流から上流部河原には、フジバカマ、メドハギやオニグルミの木等希少な植物の植生が

見られ、その保護・保全に努めます。
・水生植物・昆虫・動物などが多数生息する緑地であり、水の再生にとっても重要な自然空間として保全に

努めます。

緑のリサイクル
●緑のリサイクルシステムの推進
・台風などで倒木した杉などの活用についての研究を促進します。
・「低炭素・循環・自然共生」を目指し、屋敷林の剪定枝、落ち葉を堆

肥等に利用する再資源化を促進します。

●リサイクルプランター等の利用促進
・環境にやさしい紙製（古紙再生）、陶製、木製（間伐材利用等）などの

リサイクル可能なプランターなどのガーデニング資材の利用を促進し
ます。

児童の球根掘り取り体験

緑花の具体的施策Ⅲ
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●花の再活用の推進
・花や緑の保全に対する経費を節減するため、種子の採取や球根の分球をするなどの花の再活用を推進

し、緑花資源の有効利用と拡大を図るとともに、市民の緑花の再活用に対する普及・啓発に努めます。

 ③花と緑の産業振興

緑花生産者の確保・育成
●担い手の確保・育成
・新規担い手育成関連事業を活用し、新規担い手の育成と栽培技術の早期習得を促進します。
・地域農業の担い手となる認定農業者や集落営農組織の協業化・法人化を進めるとともに、新たな就農

希望者向けの啓発、実地体験研修や認定就農者に対する実践研修などを推進します。

●将来の担い手の育成
・学校教育における緑花体験学習の実施など、子どもたちの緑花への関心を高める実践的な緑花研修に

取り組みます。

緑花産業の育成
●花卉

き

生産・販売
・チューリップ球根の品質向上に必要な土づくりを支援するとともに、

ネット栽培への取組みを推進するなど生産体制の構築に努めます。
・（公財）砺波市農業公社を活用し、専用機械の共同利用の促進等、

生産体制を支援します。
・「となみチューリップフェア」及び「となみチューリップ球根まつり」等

のイベントでの物産の直売や販売提案による消費拡大、関連機関と
連携した情報発信・ＰＲ等の強化に努めます。

●木材の生産・販売
・市産材の安定供給を図るため、低コスト化を目指し、高性能林業機械の導入、施業の集約化等の生産

体制を支援します。
・富山県と連携・協力し、市産材の利用及び活用をイベント等でPRし、販売や加工品の開発等による消費

拡大に努めます。

チューリップ球根生産のためのネット栽培機械
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特産性緑花木等の普及・生産・開発
●チューリップ球根の生産・販売
・意欲あるチューリップ球根生産農家を育成するため、チューリップ球根生産者や関係機関の技術指導を実

施するとともに、新規生産組織が栽培学習に取り組む場合に必要となる初度的経費を支援します。
・チューリップ球根の生産拡大を図るために、集落営農組織など新たに球根生産に取り組む生産者を発掘

し、育成するよう、技術的、設備的な支援を行います。
・チューリップ球根の生産拡大に向けて、ほ場の土壌改良や球根の

品質向上に対して、土づくりによる地力の増強などを支援します。
・イベント等を通じ消費者等へのＰＲや、花育活動等を通じてチュー

リップ球根の活用を促進します。
・チューリップ球根の新たな販路開拓を目指すために、台湾をはじめと

した海外への輸出を支援します。

●チューリップ切花の生産・販売
・となみブランド認定品目として地域資源を生かした特産振興作物で

あるチューリップ切花の生産拡大・販路拡大を支援します。
・消費者や小売店等を対象とした、マーケティングや一般消費者等への

ＰＲ活動強化による需要拡大を促進します。

●鉢物類の生産・販売
・鉢物類の需要拡大を目指し、消費者ニーズに的確に対応した生産・

出荷体制の強化を促進します。

●ゆずなどの特産品の普及・生産・販売
・庄川ゆずまつり等イベントを活用して、生ゆず及び加工品の販売と、新たな加工品開発による販路拡大に

努めます。
・庄川ゆずの原種を保存するため、優良苗木の育成を支援します。
・ふく福柿やりんご、ぶどうなどの果樹について、安定した収穫量の生産と加工体制の構築、販路拡大を

促進します。

●市の木・花木の普及・生産・販売
・本市が主な生産地である「マスヤマスギ」の苗木生産をはじめ、

新植・保育等を促進するとともに、富山県西部森林組合の「もりもり
ハウス」や緑花イベント等でその苗木、加工品などの販売を通じ
普及と供給を促進します。

・市の花木「エドヒガンザクラ」の普及を図れるよう、接木、挿木、播種、
ひこばえの採取などの方法により苗木の継続的な確保を促進します。

台湾で美しく咲いた砺波市産のチューリップ

チューリップ切花のＰＲ

エドヒガンザクラの植樹

緑花の具体的施策Ⅲ
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●緑花商品の開発・研究
・「花のまちとなみ」のイメージアップのため、緑花商品の開発・研究を進めるとともに、高品質化・ブランド

化を目指します。

 ④花と緑の育成管理

花と緑の人材育成
●家庭での緑花活動の促進
・家庭での緑花意識を高めるため、家庭で気軽に楽しめる花や緑の

講習会の充実を図るとともに、花と緑の相談窓口の設置、緑花情報
や各種講座の提供など、花と緑に関する普及・啓発に努めます。

・本市の花と緑のまちづくりに長年携わってきた市民や、新たに移住さ
れた市民に対し、魅力ある緑花活動への参画を促すため、幅広い
園芸講座の充実を図ります。

●地域での緑花活動の推進
・自治会や婦人会、高齢者グループに加え、若い世代の参加を促し、地域全体での緑花活動が活性化するよ

う各地区の花と緑の地方銀行と協力するとともに、指導者の派遣や花苗の重点的配付などの支援を行い
ます。

●グリーンキーパーの育成・発掘
・地域緑花の指導者として、経験年数や能力に応じた研修体系による

グリーンキーパーの育成を図るとともに、子どもから高齢者まで幅広
い緑花活動での交流を通じて、新たなグリーンキーパーの発掘に
努めます。

●緑花ボランティアの育成と活動支援
・地域花壇をはじめ公園、街路、公共施設の緑花など、市民参画による緑花

活動を推進するため、緑花ボランティアの登録制度等や、その組織化に
ついて調査・研究に努めます。

●花とみどりの少年団の増加
・将来の散居景観の保全や地域の緑花を担う子どもたちが花や緑に親し

み、愛し、守り育てる活動を通じて、ふるさとの自然の素晴らしさを
学び、守り育てる心を育むため、花とみどりの少年団の設置校の増加に

　努めます。

グリーンキーパーの指導による花壇づくり

グリーンキーパーによる花苗づくり

砺波花とみどりの少年団による植樹
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※樹木医／樹木の診断及び治療、後継樹の保護育成並びに樹木保護に関する知識の普及及び指導を行う専門家（一財）日本緑化センターが
実施する樹木医資格審査に合格し、樹木医として登録される。

※宿根草／花が終わっても枯れず、翌年も芽を出す植物群をいう。 １年じゅう葉が緑のものを多年草、休眠中は葉が枯れ、地下部に茎（地下
茎）だけ残るものを宿根草、として分けることもある。

●緑花パートナー制度の創設
・企業や各種団体が参画し、美しい景観を保ち、地域の緑花活動の継続・活性化を図れる仕組みづくりを進

めます。

緑花技術と維持管理
●市民参画による維持管理
・市が進める緑花において、計画段階から維持管理まで、市民や事業者の参画を得て進められるよう努めます。

●緑花技術指導者の育成
・地域住民の自主的な維持管理が進むよう、グリーンキーパー等緑花指導者の育成と技術の向上に努めます。
・緑花関係者の会議を開催するなど、情報交換する機会を設けます。
・樹木医※や緑花生産者向けの技術指導者の育成を促進します。

●緑花技術の継承
・花と緑の質的向上、継続した技術の継承のため、花と緑の地方銀行頭取やグリーンキーパーの研修を行

うとともに、実践を通じて得られた高度な技術を地域に広く伝えていくため、地区での講習会開催などの
緑花活動を促進します。

●緑花相談体制の充実
・緑地や花壇の管理を効率的に進めるため、相談体制を充実し、緑花グループや自治会等の管理団体の

管理技術の向上を促進します。

●連携・協力体制づくり
・緑花生産者や緑花グループ等との情報ネットワーク化を進められるよう、種苗供給のみならず、維持管理

等の技術指導面でも連携協力ができる体制の確立に努めます。

●維持管理経費・作業労力の軽減
・緑花活動の指導者や担い手の高齢化が進んでいることから、維持管理経費や労力の軽減が図られるよ

う、花壇等での宿根草※や花木の使用を促進します。

●講習会の開催
・花と緑の銀行と連携して地区老人クラブ等での花の講習会を開催するなど、地区の新たな緑花の担い手

の発掘と、地域の緑花技術の向上に努めます。
・地域の緑花技術の向上を図るため、地区での講習会の開催を支援していきます。

緑花の具体的施策Ⅲ
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  ①花と緑の意識高揚

緑花情報の発信
●緑花情報サービス
・インターネットを活用し、チューリップ等花の開花状況や様々な緑花

イベントなどの情報提供、園芸相談や緑花Ｑ＆Ａなど双方向の情報
交流に努めます。

・ホームページ等を活用し、地区緑花推進協議会、地域緑花団体など各種団体が園芸技術や活動状況など
自由な情報発信・情報交換できる場を提供します。

●広報誌・各種メディア等による情報発信
・市広報やチューリップ四季彩館で発行する情報誌、ポスター、パンフレットなどを通じて、各種の施策を普及し、

緑花活動の活性化と意識の高揚に努めます。
・ＣＡＴＶやＦＭ局など、地域密着型のメディアやラジオ、テレビ、新聞等を利用した花と緑に関する情報提供に努めます。
・市内の個人や団体が管理している身近な花壇活動の情報や魅力を市のホームページ等により情報発信し、市民

が地域での緑花活動へ参加することを促すとともに、各種団体が視察見学や意見交換を行う場を通じて交流
の促進に努めます。

・市内の花壇地図等を活用して身近な花壇の情報を発信するなど、緑花の担い手の交流に努めます。
・市広報、各種メディアを活用し、各地区の緑花推進協議会、地域緑花団体、地区環境保全委員会、緑花パート

ナーなど優良な緑花活動を紹介するなどして、市民の意識高揚に努めます。
・各種園芸講座や花と緑の教室の開催について広く周知を図ります。

　身近な花壇づくりから自然豊かな森での森林浴など、様々な場所で花と緑とのふれあいから、
花と緑のもつ癒やし効果を実感し、その活用を図れるように努めます。
　地域の緑花活動をホームページなどで情報発信し、市民や各緑花団体の意識の高揚に努めます。
　家庭、学校、地域が一体となって花と緑の活動や体験を行う中で、花と緑に親しみ、花と緑を愛し、守り育て
る心を次の世代へ引き継げるように、地域の交流や世代の交流を促進し、地域緑花の活性化に努めます。

３ 花と緑にふれあう

意識高揚 ふれあい

花と緑にふれあう

私たちの夢花壇

（１）展開の方向

（２）具体的な方策
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●モデルガーデン等の設置
・チューリップ四季彩館や富山県花総合センターにおける各種花の常設展示などを通じ、ガーデニングの

情報発信を行います。
・市民参加による「私たちの夢花壇」など具体的事例を紹介し、魅力ある花壇づくりの情報発信に努

めます。

緑花イベント等の開催
●花イベントの開催
・四季を通じて、花の市のイメージアップのための多彩な行事を開催するとともに、広く市民参加を促し花

の魅力を伝え、緑花に対する意識の高揚に努めます。
　　●春を呼ぶチューリップ展（2月中旬）
　　●庄川峡桜まつり（４月上旬～中旬）
　　●となみチューリップフェア（4月下旬～5月上旬）
　　●せんだん山水仙そば祭り（4月下旬～5月初旬）
　　●頼成の森花しょうぶまつり（6月中旬～下旬）
　　●となみカンナフェスティバル（8月）
　　●となみ夢の平コスモスウッチング（10月上旬～中旬）
　　●となみチューリップ球根まつり（10月上旬）

●花と緑のコンクール
・花と緑のコンクール等を通じ、緑花への関心の高まりや栽培維持管理技術の向上を推進します。
　　●チューリップ切花品評会（4月～5月）
　　●花と緑のコンクール（7月～8月）
　　●菊花展（11月）
　　●花卉

き

品評会（12月）

●花と緑の見学会
・花の植生地や緑花施設、優良な実践活動地域の見学及び意見交換等を行い、花と緑に対する理解と知識

を深め、緑花意識の高揚と緑花活動の促進に努めます。
　　●市政バス
　　●県政バス

●保存樹の見学会
・良好な景観を維持し、学術的に重要な樹木や樹林である保存樹の見学会を開催し、保存樹の維持保全活

動への理解を広め、次の世代へ引き継ぐよう努めます。

緑花の具体的施策Ⅲ

花と緑のコンクール最優秀賞花壇
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●屋敷林の見学会
・美しい散居景観を構成する屋敷林の見学会などを通じ、屋敷林の重

要性・魅力を広め、維持保全活動への理解を図り魅力ある散居景観
を守り育てます。

●記念樹の交付
・花と緑に包まれた美しいまちづくりの推進及び快適な環境の創造を

図るため、結婚・誕生・新築を祝い、記念樹を交付します。

●植樹・育樹行事の参加
・毎年、とやま森の祭典（植樹祭・育樹祭）が開催されています。子ど

もから大人までが気軽に参加し、自然の尊さや森林の重要性、花や緑
の効用が実感できるよう周知を図ります。

花と緑の生涯学習
●緑花学習拠点施設
・チューリップ四季彩館では、花や緑に親しみ、花や緑に関する知識を気軽に学ぶことができるよう、相談

窓口や常設・企画展示など、緑花学習の拠点施設としての充実を図ります。

●花と緑の教室の開催
・花と緑を学習し潤いある生活空間づくりを実践されるよう、市民向けの各種緑花教室や園芸講座の充実

を図るとともに、ホームページなどへの掲載により周知に努めます。

●花と緑の出前講座
・地区において緑花講習会等が開催されたときに、講師派遣、教材

提供、カリキュラムの指導等を行えるよう調査・研究に努めます。

●緑花団体等の交流の促進
・「花と緑のフォーラム」など緑花イベント等を活用するなどし、緑花

グループや緑花関係団体、グリーンキーパーの情報交換・交流が図れ
るように努めます。

●三世代交流としての緑花活動
・子どもたちと父母、祖父母の幅広い年齢の地区住民が、花壇づくり等

を通じて交流できるような緑花活動の充実を図ります。

親子での屋敷林見学会

記念樹の交付

チューリップを学ぶ児童

花と緑の教室
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●生涯環境学習
・地球環境問題に対する関心が高まる中で、環境の維持・改善等、

緑花の持つ様々な機能の普及啓発に努めます。
・自然とのふれあいや、家庭・地域における緑花活動を通じて、広く

環境問題を考える機会が得られるように努めます。

児童生徒等の緑花学習
●緑花体験学習の推進
・児童生徒等が、花壇づくりや学校農園、一人一鉢栽培、森林野外学習等の緑花体験学習を促進します。
・子どもが自ら考え、行動しながら成長できるよう、学校花壇づくり等の活動の中で花や緑を育てる楽しみ

を地域の方から学んだり、地域の方とのふれあいや交流を深めたりする活動の充実に努めます。

●園児の花と緑のふれあいの推進
・人格形成の重要な時期である乳幼児期に感性や情操豊かな子どもに

育つ取組みとして、園児が、園庭でのアサガオなどへの水やりや公園
等での草花摘みなど「花や緑」を身近に感じ触れ合う環境づくりに努
めます。

●緑花意識の高揚
・学校花檀コンクールや緑花に関するポスター・作文・標語の募集などを通じ緑花意識の高揚を図ります。

●イベント参加による緑花学習
・となみチューリップフェアに向け、市内の児童が砺波チューリップ

公園周辺で行うチューリップ球根の植え込み体験を今後も継続
します。

・フェア期間中は公園内でのボランティア活動、チューリップ球根
掘り取り体験などを通じた緑花学習を推進します。

・各種イベントを通じ、児童の緑花体験学習を促進します。

●花とみどりの少年団の育成
・炭焼きや椎茸の植菌、巣箱づくり等の体験学習や花壇づくりなどを通じて、自然とのふれあいや森林への

理解を深める機会の確保に努めます。
・花とみどりの少年団活動等を通じ、花や緑に対する関心を高めるとともに、幼少期から地域や学校と連携

し、花や緑にふれあい、育む教育の充実に努めます。

三世代交流による緑花活動

学校での花苗植えの体験

児童によるチューリップ球根の植付け

緑花の具体的施策Ⅲ
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緑花功労者の顕彰
●緑花運動推進者の顕彰
・緑花運動を実践した優秀な個人・団体等に対し功績を称え、市民の

緑花運動に対する意識の高揚を図ります。

●緑花優秀事例の紹介・顕彰
・花と緑のコンクールの優良者の功績を称えるとともに事例を広く

紹介し、緑花活動の推進に努めます。

  ②花と緑とのふれあい

花いっぱい運動の推進
●緑花キャンペーンの実施
・花のある風景や散居村を題材とした写真コンクールや緑花ポス

ター、標語コンクールなどの緑花キャンペーンを開催するなど、緑花
への機運向上に努めます。

●街に緑を、通りに花を運動の推進
・生け垣の設置やベランダへの花鉢の配置、通りへの花プランターの配置を行うことにより、花や緑にあふ

れる都市空間づくりに寄与する運動を促進します。

●既設花壇のリフレッシュ
・地域の緑花運動の拠点である既設の花壇を、周囲の景観とうまく調和した自然風花壇にリフレッシュす

る取組みや、拡張整備等を促進します。

自然環境の活用
●身近な自然の活用
・散居村の屋敷林や水辺の緑などの自然観察会を通じて、身近な自然

を見直す機会として、ビオトープ等の整備を促進します。

●体験農園の活用
・散居村の中での都市住民を対象とした農業体験ツアーを通じて、

都市と農村の交流を図ります。

花の道最優秀賞花壇

幼稚園近くのビオトープ

農業体験ツアー



36

●夢の平レクリエーション地帯の通年活用
・となみ夢の平スキー場は、春のスイセン、夏の森林浴とバーベキュー、秋のコスモス、冬のスキーなど市民

の憩いの場として１年を通じて親しまれています。これらの自然環境を生かした、花と緑にふれあう市民
の癒やし空間として活用していきます。

花と緑の癒やし効果の活用
●花と緑のセラピー
・花と緑の癒やし効果を活用した花と緑のセラピー※が定着し、実践されるよう、指導者の育成や実践マ

ニュアルの作成等推進体制が構築できるように調査・研究していきます。

●高齢者対策としての緑花
・高齢者の生きがいづくりとして、各種園芸活動を通じて花と緑にふれあう機会の創設に努めます。
・高齢者がこれまで培ってきた花や緑の知識や経験を若い世代に伝える世代間交流や、健康の保持・増進

のための緑花活動やレクリエーション活動、知識や教養を高めるための生涯学習としての花や緑にふれあ
う活動など、高齢者が地域社会に参画する活動を促進します。

●みんなにやさしい花壇づくり
・車椅子で園芸作業ができる高さのある花壇・プランターなどのモデルガーデンを調査・研究し、障害者や

高齢者にやさしい花壇づくりに寄与できるよう努めます。

※花と緑のセラピー／園芸によって心身の状態を改善すること。植物を育てることによって、心と体の元気を取り戻し、さらには周囲の人々と
の交流のきっかけを得ることが目的である。

緑花の具体的施策Ⅲ



計画の推進
第３編第３編
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協  働

計画の推進体制
　本計画を着実に推進するため、市民、事業者、市が、施策や取組みを理解し、それぞれの役割を担いなが
ら協働により計画の推進を図ります。

　本計画を円滑に推進していくためには、市民、事業者、市が連携し協働で「花と緑のまちづくり」を実行し
なければなりません。市のホームページや広報などに活動事例を紹介し、市民、事業者の緑花意識の高揚を
図り、本市の緑花活動の活性化を進めます。

市　 民 事 業 者

市

・家庭での緑花
・地域・市民団体での緑花活動への参画
・緑花施策への協力
・公共空間の緑花管理など

・事業活動の中での緑花
・緑花施策への協力
・景観と調和した敷地内の緑花
・地域貢献としての緑花活動など

・緑花施策の策定及び実施
・公共施設の緑花
・緑花推進のための支援、普及、啓発
・国や県へ緑花協力要請など

Ⅰ



付属資料
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　( 目的 )

第 1 条　この条例は、花と緑に包まれた美しいまちづくりを進めることにより、自然と調和の

　とれた生活環境を創造するための必要な事項を定め、市民の健康で快適な生活に寄与するこ

　とを目的とする。

　( 市の責務 )

第 2 条　市は、花と緑に包まれた美しいまちづくりの推進 ( 以下「花と緑の推進」という。) を

　図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

　( 市民及び市民団体の責務 )

第 3 条　市民は、自ら花と緑の推進に努めるとともに市及び市民団体の行う花と緑の推進に関

　する施策に協力しなければならない。

2　市民団体は、自ら活動する区域における花と緑の推進に努めるとともに、市の行う花と緑の

　推進に関する施策に協力しなければならない。

　( 事業者の責務 )

第 4 条　事業者は、事業活動の実施に当たり、花と緑の推進に必要な措置を講ずるとともに市

　の行う花と緑の推進に関する施策に協力しなければならない。

　( 公共施設等における花と緑の推進 )

第 5 条　市長は、市が設置し、又は管理する公共施設等における花と緑の推進に努めなければ

　ならない。

2　市長は、国又は他の地方公共団体等 ( 以下「国等」という。) が設置し、又は管理する公共

　施設等について、その花と緑の推進に努めるよう国等に対して協力を要請するものとする。

　( 住宅における花と緑の推進 )

第 6 条　市民は、自らが居住する住宅における花と緑の推進に努めなければならない。

　( 事業所等における花と緑の推進 )

第 7 条　事業者は、自らが設置し、又は管理する事業所等における花と緑の推進に努めなけれ

　ばならない。

　( 散村及び屋敷林の保全 )

第 8 条　市は、市民と一体となり、学術的及び景観的に貴重な散村及び屋敷林を保全し、緑あ

　ふれる快適な生活環境の創造に努めなければならない。

　( 空き地における花と緑の推進 )

第 9 条　空き地の所有者又はその土地の使用の権利を持つ者は、その空き地の良好な環境を確

　保するとともに、花と緑の推進に努めなければならない。

　( 開発行為に伴う花と緑の推進 )

第 10 条　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 29 条の規定による許可を受けなければな

　らない開発行為をしようとする者は、あらかじめ当該区域の花と緑の推進について市長と協

　議し、必要な助言又は指導を受けなければならない。

砺波市花と緑のまちづくり条例
平成 16 年 11 月１日
条 例 第 150 号
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2　市長は、前項に規定する開発行為以外の開発行為をしようとする者に対し、必要な助言又は

　指導を行うことができる。

　( 諸制度の活用 )

第 11 条　市長は、花と緑の推進のため、関係法令に基づく諸制度の活用を図るものとする。

　( 花と緑の協定 )

第 12 条　市長は、特に花と緑の推進を図る必要があると認めるときは、市民団体と花と緑の

　推進に関する協定 ( 以下「花と緑の協定」という。) を締結することができる。

2　前項の規定により、花と緑の協定を締結したときは、市長は市民団体と一体になって積極的

　に花と緑の推進を図るものとする。

　( 花と緑のモデル区域の指定 )

第 13 条　市長は、特に花と緑の推進を図る必要があると認める区域を花と緑のモデル区域と

　して指定することができる。

2　市長は、花と緑のモデル区域内において、関係者と一体になって他の模範となるように花と

　緑の推進を図るものとする。

　( 保存樹等の指定 )

第 14 条　市長は、良好な景観を維持し、学術的に重要な樹木及び樹林を保存するため、その

　所有者の同意を得て、保存樹及び保存樹林 ( 以下「保存樹等」という。) として指定すること

　ができる。

2　保存樹等の所有者は、保存樹等について、枯損の防止等その保全に努めなければならない。

　( 啓発及び指導、助成等 )

第 15 条　市長は、花と緑の推進に関して必要な知識の普及、指導及び助言に努めなければな

　らない。

2　市長は、花と緑の推進に関して必要な助成を行うものとする。

　( 財政措置 )

第 16 条　市長は、花と緑の推進のため実施する事業について、財政上必要な措置を講ずるも

　のとする。

　( 委任 )

第 17 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　　  附　則

　( 施行期日 )

1　この条例は、平成 16 年 11 月 1 日から施行する。

　( 経過措置 )

2　この条例の施行の日の前日までに、合併前の砺波市花と緑のまちづくり条例 ( 平成 5 年砺波

　市条例第 11 号 ) の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によ

　りなされたものとみなす。
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砺波市　「花と緑」のあゆみ
和　暦 月 内　　容

平成 16 11 新砺波市誕生

平成 17 4 新市誕生記念 2005となみチューリップフェア開幕

5 牛嶽山開き開催される

7 市の「花・チューリップ」「木・スギ」「花木・エドヒガンザクラ」「鳥・ヒヨドリ」が制定される

11 合併１周年記念植樹　市内 52 か所に植樹

平成 18 6 となみ散居村ミュージアムオープン

10 オーストラリアで開催の世界チューリップサミットでとなみのフェアを PR

10 庄東小学校「花とみどりの少年団」全国表彰

平成 19 3 新砺波市グリーンプラン策定

3 一般社団法人　砺波市観光協会設立

4 農地・水・環境保全向上対策支援事業スタート

4 富山県「水と緑の森づくり税」スタート

10 第８回全国散居村サミット in 砺波　開催

平成 20 5 イギリス「世界チューリップサミット」参加

平成 22 11 庄川桜づつみモデル事業完工

平成 26 3 砺波市景観まちづくり計画策定

4 砺波市景観まちづくり条例施行

4 公益財団法人　砺波市花と緑と文化の財団発足　

4 多面的機能支払交付金事業スタート

11 砺波市合併 10 周年を迎える

平成 28 12 砺波産チューリップ球根を 26 年ぶりに海外へ輸出
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旧砺波市　「花と緑」のあゆみ
和　暦 月 内　　容
昭和 27 4 第 1回チューリップフェア始まる
昭和 29 4 砺波市が誕生

11 チューリップ球根を皇室に献上
昭和 34 4 第 10 回県植樹祭開催（正権寺庄山地内）
昭和 38 10 砺波チューリップ公園整備着工
昭和 43 4 児童交通公園（砺波チューリップ公園内）完成
昭和 44 5 第 20 回全国植樹祭を頼成山で開催　天皇・皇后行幸啓
昭和 45 4 となみチューリップフェア入場者が 30万人を超える
昭和 47 4 チューリップタワー竣工式
昭和 50 4 県民公園「頼成の森」オープン
昭和 53 4 第 1回全国球根生産者大会開催
昭和 54 10 砺波チューリップ公園大規模拡張工事着手（４か年）
昭和 55 5 となみチューリップフェア入場者過去最高の38万人
昭和 56 5 城端線フラワーライン推進協議会設立
昭和 58 4 フラワー都市交流始まる（砺波市・山形県長井市・静岡県下田市・鹿児島県和泊町）

10 皇太子ご夫妻来市　砺波青少年の家ご訪問（立山町で全国育樹祭）
昭和 59 4 フラワー都市宣言
昭和 60 10 第 1回富山県育樹祭を頼成山で開催
昭和 61 4 砺波チューリップ公園整備完成式

4 となみチューリップフェア入場者過去最高の 49万人
6 頼成の森で第 1回花しょうぶ祭り開催
8 砺波チューリップ公園で第１回カンナ祭り開催

昭和 62 3 緑花推進市民会議開催、グリーンプラン策定
4 県花総合センター（愛称エレガガーデン）開館

昭和 63 3 市の花木に白木蓮・酔芙蓉・金木犀・山茶花を選定
9 夢の平で第１回コスモスウォッチング開催

平成２ 4 総合運動公園、庄川緑地完成
平成３ 7 （株）フラワーランドとなみ設立

8 頼成の森に森林科学館オープン
11 新グリーンプラン策定
11 庄川左岸、建設省の「桜づつみ」モデル事業完成

平成５ 3 花と緑のまちづくり条例公布・施行
4 砺波総合運動公園（チューリップスタジアム）竣工
6 庄川の水文化と自然環境を考えるフォーラム開催
6 頼成の森水生植物園竣工

平成６ 8 第１回全国散居村サミット開催
平成７ 10 フラワー都市交流に兵庫県宝塚市加入
平成８ 4 チューリップ四季彩館開館

4 全国都市緑化フェア開催
この年、カナダ、オタワ市との花交流始まる

平成９ 5 カナダのチューリップフェスティバルに参加
平成 11 4 フラワー都市交流に岐阜県大野町加入
平成 12 4 日蘭交流 400 周年記念チューリップフェア

10 チューリップフェア運営を花と緑の財団に移管
11 全日本菊花連盟全国大会開催

平成 13 4 チューリップサミット開催（フェア50 回記念）、「花の国際親善宣言」採択
5 となみ野地区田園空間整備推進協議会発足
10 第１回となみチューリップ球根まつり開催

平成 14 3 新グリーンプランとなみ策定
5 フラワー都市交流に山口県萩市加入

平成 15 6 文化庁から、文化的景観に砺波平野の散居村が選定される
10 第６回全国散居村サミットin 砺波開催

平成 16 11 新砺波市誕生
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旧庄川町　「花と緑」のあゆみ
和　暦 月 内　　容
昭和 27 6 庄川町誕生
昭和 46 10 陸上自衛隊施工の鉢伏・牛嶽自動車道が完成
昭和 47 5 町制 20 周年記念庄川町植樹祭を行った
昭和 48 4 庄川町「花と緑の銀行」設立

10 町の花木決定（花 - 山吹・花木 - 江戸彼岸桜・木 - 柚子）
昭和 49 5 庄川町で富山県植樹祭（牛嶽山麓で）

10 三条山遊歩道完成
昭和 50 11 「新緑と紅葉の庄川峡」北陸観光百選に１位入賞
昭和 54 12 「牛嶽ふるさと歩道」完成
昭和 57 6 庄川中学校体育館に町のマーク入りの記念花壇完成

11 庄川小学校「親子菊作り活動」富山県菊花連盟会長賞受賞
昭和 58 10 第 1回富山県 ｢花街道コンクール」で雄神老人クラブが最優秀賞受賞
昭和 59 4 町「花と緑の銀行」に「グリーンキーパー」設置

10 弁財天公園「コスモス街道」２年連続最優秀賞に輝く
昭和 60 3 「瓜裂清水」が全国名水百選に選定（環境庁）

8 第 1回庄川町水まつりを開催
11 「庄川峡千本桜」植樹に 200 名参加

昭和 61 6 庄川水記念公園１次オープン（噴水や壁泉が完成）
6 砺波地区第 1回植樹祭　町水記念公園で開催
6 町誕生記念植樹

昭和 63 1 「グリーンシャワーの降る森（牛嶽遊歩道）」が「とやま森林浴の森」に指定
9 庄長寿会が県花と緑の銀行理事長表彰

平成元 4 「コスモス街道」の弁財天公園が「とやま花の名所」に選定
4 「みどりの日」制定を記念し　庄川水記念公園などで江戸彼岸桜植樹
4 町が「富山県花と緑の銀行」の助成で「一鉢運動」展開（～平成 12 年度）
9 砺波嵐山桜保存会が設立

平成２ 7 庄川水記念公園完成　水資料館「アクアなないろ館」開館
平成３ 3 富山県「うるおい環境づくり」に水記念公園が選定

4 「とやまの滝」に庄川町から「三段の滝」「腰切の滝」が選定
6 婦人ボランティアグループ「タンポポ」が『くらしと水』を刊行
7 「川を語る懇談会」が庄川町で開催

平成４ 3 松岸得之助氏「（財）日本さくらの会」から桜功労者として表彰
5 牛嶽山開き開催（第 1回）
6 町制施行40 周年記念式典開催「みどりの町」宣言
6 町老人クラブ連合会　ケアポート庄川の花壇造成
8 第 1回全国川サミット庄川町で開催（町制施行40 周年記念事業）

平成５ 10 舟戸公園に遊歩道完成
平成６ 8 砺波嵐山（向山）の樹木が赤茶色に立ち枯れの被害
平成７ 9 町に　但田恒夫氏の遺志で「桜基金」を設置
平成８ 5 砺波嵐山桜保存会　鵡川町訪問

10 富山県育樹祭　水記念公園で開催
平成９ 1 砺波嵐山保存会がフランスへ江戸彼岸桜の苗木を贈呈　現地の愛好家により植樹

4 砺波嵐山保存会、県外の桜の植樹管理見学
7 パリから江戸彼岸桜贈呈の返礼に届けられた「マロニエ」の種根付く
7 舟戸橋付近庄川右岸に「サイカチ」特定群落確認（町で保存方法検討）
11 県内暴風被害相次ぐ　金屋で老大木が倒れる

平成 10 4 「みどりの日」を記念して閑乗寺遊歩道で記念樹　姉妹都市鵡川町の「町木」イチイの苗木植樹
4 「ふれあい緑化」整備補助制度設置
10 「あしたの森・庄川」北日本新聞社と共催　ケアポート庄川周辺で植樹

平成 11 3 桜保存会　積雪被害の桜並木を補修
4 ガールスカウト　発団 10 周年を記念し植樹
4 庄川左岸幹線水路上遊歩道　完成を記念して植樹
7 庄川左岸幹線水路上遊歩道　「ふれあい花街道」完成
9 美しい田園空間をめざして散居村保存調査開始
11 サイカチの群生で町教育委員会が報告書提出

平成 12 2 環境庁「名水百選」の評価見直し発表（環境庁）
3 砺波嵐山桜保存会　「日本さくらの会」功労表彰を受賞

平成 14 4 町制施行 50 周年　もみじ植樹　庄川右岸みどりの広場
平成 16 10 庄川ふれあいセンターにおいて閉町記念式典挙行

11 新砺波市誕生






