
事業主体

市

市

市

市

県

国

県・市

県・市

市

市

市

国

国・市

市

県・市

市

市

市

市

市

市

市

市

市・その他

林道整備事業 市

林道の保全 市

県

市

市

市

県・市

市

市

市

市

県

市

市

市

県・市

市・その他

市・その他

市

市

市

市

市

市

市

市・その他

市

市

市

2　土づくりなど品質向上対策の推
進

3　施設・機械整備の促進

4　米の需給調整システムの安定確保

県営土地改良事業（経営体育成型、防災減災等）、団体営土地改良事業等1　県営農地整備事業の促進

2　農村地域の水環境等の保全・
活用

3　中山間地域の保全・有害鳥獣
対策の推進

2　地域林業推進組織の経営基盤強化

3　森林施業（造林事業）の促進

1　森林基幹道などの整備促進

土壌改良対策事業

耕作放棄地対策事業

かんがい排水・湛水防除施設の保全

マイクロ水力発電の利活用

3　林業生産基盤整
備事業

4　県・市産材利用促進の普及啓発

5　森林病害虫防除対策による健全な人工林の育成強化

中山間地域等直接支払交付金事業

幹線林道朝日・大山線、山のみち福平東城線等事業

水田農業構造改革対策事業

革新的農業技術導入事業

2　農業基盤整備事
業

市行造林保育、県単森林整備、間伐事業の支援

新川森林組合の育成強化、林業従事者の確保、育成

かんがい排水・湛水防除施設の整備事業

有害鳥獣対策事業

住宅用材の地元産材利用に対する支援

森林病害虫等防除事業

1　産地ブランド化の推進

2　農林水産加工・販売施設の整
備及び有効活用の促進

宇奈月麦酒館の管理運営に対する貸付（宇奈月ビール(株)）

公共施設再編向けた宇奈月農村活性化センターの整備

公共施設再編に向けた宇奈月炊飯センターの整備

黒部名水ポークネームアップ事業

ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ整備事業

黒部漁港施設整備事業

種苗放流事業

5　生産・流通・販売
対策促進事業

3　漁港施設整備の推進

1　担い手育成の推進

2　漁業経営安定化の支援

4　栽培漁業の促進

5　観光産業との連携強化

4　漁業経営安定
化・近代化対策事業

宇奈月麦酒館等の施設改修

食育推進事業

5　くろべ牧場まきばの風の運営強
化

ヤリイカ等産卵保護施設設置事業

漁村活性化推進事業

3　価格安定・消費拡大の推進

4　地産地消と食育の推進

くろべ牧場まきばの風への運営支援

くろべ牧場まきばの風運営事業

くろべ牧場まきばの風施設整備事業

地産地消推進事業

生地の魚ＰＲ事業

野菜価格安定事業

漁業経営安定対策事業

新規漁業就業者支援事業

石田漁港整備事業

６次産業化支援事業

強い農業づくり交付金事業（ネギ集出荷処理施設整備等）

地域農業担い手育成推進事業

農道整備事業

農道の保全

多面的機能支払交付金事業

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

件
H29 5年後：H34 10年後：H39

地元産の住宅用材利用を推進し、林業基盤の充実を図る。
2 3

ＧＡＰ活動支援

カメムシ類防除対策事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名

施策区分 2-1 農林水産業の振興 記入担当者 担当課 農業水産課、農林整備課、くろべ牧場まきばの風

②産業・観光分科会

新規就農促進対策事業

1　農業生産体制支
援事業

集落営農強化促進事業

有害鳥獣被害面積

目標値

指定単位 現況値

農業経営法人化支援事業

施策中分類

個別事業ごとの役割分担

事業者等

　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業

担い手農地有効利用推進事業

農業経営組織化支援事業

機構集積協力金交付事業

1　担い手育成の推進（経営体質
の強化など）

担い手育成総合支援事業

有害鳥獣のエサとなる木の実や生ごみを戸外に放置しないようにしましょう。

事業者等 農業経営の将来ビジョンを描き、経営発展に向けた取組を実践しましょう。

地元産農林水産物の生産拡大と継続した地産地消に努めましょう。

事業者等 黒部ブランドの良質な米生産を推進しましょう。

事業者等 道の駅開業に向けた野菜等の生産規模拡大に努めましょう。

事業者等 魚価向上と販路拡大に努めましょう。

公共施設の有効活用を検討しましょう。

園芸ブランド産地強化事業

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

人
H29

品質のよい黒部ブランドを維持し、地元産のＰＲに努めましょう。

事業者等

事業者等

5年後：H34 10年後：H39

施策中分類 2　農業基盤整備事業

項目名

市民

目標値

漁業協同組合

漁業協同組合

漁村文化ミュージアムＩＫＵＪＩ協議会

集落営農、認定農業者、生産組織等

養豚組合

生産者、農業協同組合、事業者等

宇奈月ビール(株)

3　林業生産基盤整備事業

項目名 住宅用材の地元産材利用補助の件数

5

現況値 目標値 目標値の考え方

%
H29 5年後：H34 10年後：H39 水稲の生産調整で主食用米の生産量が減少傾向にあり、園芸作物等

の生産拡大と自給率の維持を図る。

施策中分類 1　農業生産体制支援事業

項目名 担い手の農地利用集積率

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

%
H29 5年後：H34 10年後：H39 耕地面積に占める担い手（認定農業者、集落営農組織など）の利用集

積面積の割合を拡大させる。62.0 75.0 90.0

目標値 目標値の考え方

a
H29 5年後：H34 10年後：H39

有害鳥獣による農地等の被害防止を推進し、農業基盤の充実を図る。
117 115 57

施策中分類 4　漁業経営安定化・近代化対策事業

項目名 漁獲量

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

ｔ
H29 5年後：H34 10年後：H39 高齢化により担い手や漁船が減少していく中、漁場環境を整え安定的

な漁獲量を確保する。532 550 550

交流拠点施設として来場者数の増加を図り、交流人口の増大を目指
す。105,374 130,000 150,000

目標値

指定単位

84.0 85.083.0

施策中分類 5　生産・流通・販売対策促進事業

項目名 くろべ牧場まきばの風Ｍｏｏガーデン来場者数

施策中分類 5　生産・流通・販売対策促進事業

項目名 食料自給率
森林組合

森林組合

森林組合

漁業協同組合

漁業協同組合

生産者、集落営農等

生産者、集落営農、農業協同組合等

生産者、集落営農、農業協同組合等

地区生産組合、農業協同組合等

農業協同組合等

集落営農等

認定農業者、農業協同組合等

生産者、地区生産組合等

土地改良区

役割分担

協働体制

認定農業者、集落営農

認定農業者、集落営農

集落営農、認定農業者

集落営農

集落営農

新規農業者

生産者、集落営農等

黒部フーズサプライ(株)

農事組合法人うなづき食工房

宇奈月ビール(株)

食育推進協議会

黒部市地産地消促進協議会等

漁業協同組合等

土地改良区

土地改良区

活動組織

土地改良区

土地改良区

協定集落

猟友会、有害鳥獣対策協議会

森林組合

漁業協同組合

資料４



事業主体

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市

事業者等 産学官の連携を強化し、新分野における産業創出や付加価値の高い商品づくりに努めましょう。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民・NPO 地元企業の製品や取り組みに関心をもちましょう。

市民・NPO 地元企業が有する技術や特色を理解し、地元での就職を検討しましょう。

事業者等 地元雇用を優先させて、市内の就労人口を増やしましょう。

2　新商品・新技術開発の支援

3　就労・雇用機会の拡大

2　経営安定化対策
事業

1　経営基盤の強化と設備の近代
化（融資制度の活用など）

中小企業融資保証料等に対する助成および事
業後継者の育成支援

市・その他

2　販路開拓の支援

1　工業活性化事業

1　新規誘致のための施策推進
立地促進のための助成および企業の本社機能の
本市への移転に対する支援

市・その他

県や販路開拓支援機関との連携強化

産業活性化フォーラムの実施（合同企業説明会）

事業者

ジェトロ富山、商工会議所

28 60 80
商工会議所、金融機関

若者・女性の起業支援 商工会議所、金融機関
件

H29 5年後：H34 10年後：H39 UIJターンによる市内企業への就業者を増加させ、市内企業の労働力
不足の解消に努める。

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

雇用促進機関等との連携による労働情報収集・提供活動

ハローワーク、商工会議所、事業者
項目名 UIJターン就業支援数

UIJターン就業支援 ハローワーク、商工会議所、事業者

職業能力の開発支援 商工会議所、県技術専門学院

ハローワーク、商工会議所、事業者 施策中分類 1　工業活性化事業

企業団地造成等新たな用地確保の調査・検討・造成 事業者 3 3 6

新技術開発助成（助成金） 商工会議所、事業者

目標値の考え方

件
H29 5年後：H34 10年後：H39 企業の本社機能の本市への移転により、本市での継続的な企業活動

を推進し、多様な雇用環境を拡大を図る。

目標値

指定単位 現況値 目標値

協働体制
項目名 企業の本社機能（管理部門を含む）の本市への移転に対する支援数

市内外企業への営業活動 商工会議所

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1　工業活性化事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ②産業・観光分科会
施策区分 2-2 工業の振興 記入担当者 担当課 商工観光課



事業主体

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市

事業者等 空き店舗は、交流や地域の活動拠点として、積極的な活用に努めましょう。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民・NPO 地元商店街を利用し、活気とにぎわいのあるまちづくりに努めましょう。

市民・NPO 地元のお店で買い物をし、地域での消費に努めましょう。

事業者等 商店街の連携により、活気とにぎわいのあるまちづくりを進めましょう。

8

2　経営安定化対策
事業

1　経営基盤の強化と設備の近代化（融資制度
の活用など）(工業活性化事業再掲）

中小企業融資保証料等に対する助成および事
業後継者の育成支援

市・その他 商工会議所、金融機関

3　起業に対する支援の充実 施策中分類 1　商業基盤整備事業

4　新商品・新技術開発の支援
項目名 若者・女性の創業支援数

5　就労・雇用機会の拡大（工業活
性化事業再掲）

目標値

指定単位 目標値

1　商業基盤整備事
業

1　中心市街地の活性化・空き店舗
対策の推進

2　商業関連団体への支援
商工会議所、中小企業相談所への活動支援およ
びくろべフェア開催事業への支援

市・その他

2　販路開拓の支援
（工業活性化事業再掲）

目標値の考え方

商工会議所、金融機関

県や販路開拓支援機関との連携強化 ジェトロ富山、商工会議所

職業能力の開発支援 商工会議所、県技術専門学院

若者・女性の起業支援

UIJターン就業支援 ハローワーク、商工会議所、事業者 H29 5年後：H34 10年後：H39
件 若者世代や女性の創業を支援し、重点エリアの賑わいを創出する。

4 4

産業活性化フォーラムの実施（合同企業説明会） ハローワーク、商工会議所、事業者 現況値 目標値の考え方

創業支援事業計画の策定および県創業支援資金保証料助成 商工会議所、金融機関、事業者

産業おこし推進事業補助金 商工会議所、事業者

雇用促進機関等との連携による労働情報収集・提供活動 ハローワーク、商工会議所、事業者

商工会議所、事業者
　主な指標と目標値（ＫＰＩ・重要業績評価指標）

空き店舗への出店者促進支援 商工会議所、事業者
件

H29 5年後：H34 10年後：H39 指定地域における空き店舗等を活用した新規出店を支援し、雇用と賑
わいを創出する。

まちの賑わい創出事業 商工会議所、商店街組合

目標値

指定単位 現況値 目標値

がんばる商店街支援事業 商工会議所、商店街組合 4 5 8

協働体制
項目名 空き店舗への出店者促進支援数

市街地の公共施設整備（駐車場、トイレ他） 商工会議所、商店街組合、町内会

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1　商業基盤整備事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ②産業・観光分科会
施策区分 2-3 商業の振興 記入担当者 担当課 商工観光課



事業主体

市・その他

市・その他

県・市・その他

市

市・その他

県・市・その他

その他

県・市・その他

県・市・その他

その他

県・市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市

市・その他

県・市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

まち歩きなどに積極的に参加し、ふるさとの魅力を再発見しましょう。

市民 地元の魅力を伝える観光ボランティアの活動に参加しましょう。

市民・事業者 来訪者をおもてなしの心で迎えましょう。

事業者 地元の魅力を事業活動の中で発信するよう努めましょう。

4　観光客受入体制
強化事業

1　観光ガイド等の充実

2　市民の観光に対する意識醸成

3　観光案内機能の強化

4　観光客受入推進体制の確立

5　観光データの共有化

5　広域観光推進に向けての連携
強化

6　黒部ルート一般開放の促進

2　外国人旅行者対
応事業

1　外国人旅行者にやさしい環境づ
くり

2　外国人旅行者向けの誘客促進

3　戦略的PR推進事
業

1　黒部市のイメージ統一・ブランド化

2　黒部市の魅力的な情報発信

1　観光資源有効活
用事業

1　「黒部峡谷」のキラーコンテンツ
化

2　黒部の魅力を活かした観光の推
進

3　冬季の魅力創出

4　体験型観光の推進

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民

993,530 1,130,000 1,500,000

目標値 目標値の考え方

人
H29 5年後：H34 10年後：H39

地域資源を活用した魅力創出により、観光客数の増加を目指す。
目標値

指定単位 現況値

観光案内所運営委託事業 観光局 施策中分類 ４　観光客受入体制強化事業

観光基礎データの収集・分析 観光局、旅館組合、観光事業者

観光局への体制支援
項目名 観光客入込数（主要４施設）

観光客おもてなし支援事業 観光局、商工会議所、旅館組合 218,414 350,000 500,000

市民の自主的な活動への支援 観光局、商工会議所

目標値の考え方

観光施設整備事業 黒部峡谷鉄道、関西電力　等
件

H29 5年後：H34 10年後：H39
利用しやすいホームページを作成し、アクセス数の増を目指す。

首都圏等でのミニアンテナショップの開設 事業者

観光パンフレット製作、出向宣伝事業 観光局、観光事業者

目標値

指定単位

観光と一体となった地場産品の商品開発支援 商工会議所、観光局、事業者
項目名 観光局ホームページアクセス数

観光局、観光事業者 施策中分類 3　戦略的PR推進事業

現況値 目標値

Free Wi-Fi等の受入環境の整備

インバウンド対策の実施

外国人受入体制の強化 観光局、観光事業者 22,375 50,000 70,000

立山黒部自然環境保全・国際観光促進協議会への支援 立山黒部自然環境保全・国際観光促進協議会
人

H29 5年後：H34 10年後：H39 オリンピック等による外国人観光客の増加が見込めるので、受入環境
を整備して宿泊者数の増を目指す。

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

都市と農村の交流 くろべ都市農村交流実行委員会
項目名 宇奈月温泉外国人観光客数

観光圏整備事業、各観光施設等との連携 観光局、新川地域観光開発協議会、にいかわ観光圏

アルペンライナーの運行支援

宇奈月温泉誘客対策 旅館組合、観光局、観光事業者

体験メニューの開発・販売 観光局、観光事業者 施策中分類 2　外国人旅行者対応事業

目標値の考え方

まち歩き推進、賑わい創出事業 まち歩き団体、観光局
人

H29 5年後：H34 10年後：H39
地域資源を活用した魅力創出により、宿泊者数を増加させる。

鐘釣・欅平園地等整備事業（ハード事業）

目標値

指定単位 現況値 目標値

とちの湯周辺整備 観光局 326,639 350,000 400,000

協働体制
項目名 宇奈月温泉宿泊者数

鐘釣・欅平園地等整備事業（ソフト事業）

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1　観光資源有効活用事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ②産業・観光分科会
施策区分 2-4 観光の振興 記入担当者 担当課 企画政策課、商工観光課


