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■ 前期基本計画の構成 

 

本計画は、基本構想で定めた６つのまちづくりの基本方針を実現するための 36の施策区

分で構成しており、各施策区分では「現況と課題」「施策の展開方針」「施策の内容」「市民・

ＮＰＯ※・事業者等へのメッセージ」を示しています。 

特に「施策の内容」においては、基本事業と具体的な事業メニューを明らかにし、施策

の進捗状況や成果を測るための主な指標と目標値を設定しています。 

 

現況と課題 

施策を取り巻く現在の状況と目標達成のための課題について記載しています。 

施策の展開方針 

施策の目的や目標を明確にするため、施策の目標像を記載しています。 

施策の内容 

施策の展開方針を実現するための基本事業と事業メニューについて、計画期間や役割

分担のほか、主な指標とその目標値を記載しています。 

（「主な指標と目標値」における数値の「現状(2017 年(平成 29 年))」欄は、当該年において把握できる直近の数

値(原則として平成 28年度実績)を記載しています。） 

市民・ＮＰＯ※・事業者等へのメッセージ（役割） 

施策の実現に向けて、市民・ＮＰＯ※・事業者等に取り組んでほしいことをメッセージ

として記載しています。 

■前期基本計画の構成図■ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＮＰＯ：「Nonprofit Organization（民間非営利組織＜団体＞）」の略。教育・社会福祉・環境保全・国際交流など、

多様な分野において利潤をあげることを目的としない活動を行う組織・団体。協同組合・自治会・社会福祉法人・ボ

ランティア団体・市民活動団体・特定非営利活動法人等が該当 

６
つ
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方
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施策 

施策 

施策 

施策 

現況と課題 

施策の展開方針 

全 36施策 

市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ（役割） 

施策の内容 

主な指標と目標値 

事業評価 基本事業 

事業メニュー 
達成度の確認 



 

 

 

 

 

 

第第１１章章 

自自然然とと共共生生しし、、安安全全でで安安心心ししてて暮暮ららせせるるままちちづづくくりり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策区分】 

①自然環境の保全 

②河川・海岸環境の保全と整備 

③森林環境の保全と活用 

④水の保全と活用 

⑤循環型社会の形成 

⑥消防・防災体制の充実 

⑦交通安全・防犯対策の充実 
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第３部 前期基本計画 

 

１－１ 自然環境の保全 

 

【現況と課題】 

○自然環境の保全と継承 

本市は、日本一のＶ字峡で知られる黒部峡谷や黒部川に

形成された扇状地、そして天然の生簀と称される富山湾な

ど、山から海までが一体となった豊かな自然環境を有して

います。 

これら地域が誇る固有の財産を後世に継承するため、広

域的かつ一体的に自然環境保全への取組を推進していく

必要があります。 

特に、本市の自然環境の豊かさを象徴する黒部峡谷にお

いては、立山黒部環境保全協会黒部支部等による自然環境保全活動が実施されており、今後も継

続して多くの市民、登山者、観光客の意識啓発を図り、活動への参画を推進していく必要があり

ます。 

また、私達の暮らしに恩恵を与えてくれる山・川・海の大地とそれに関わる生態系や人間の営

みとの関わりを考えるなど、富山県東部で取り組んでいるジオパーク※活動を推進し、自然との共

生について学ぶ機会を創出することが求められます。 

○公害の監視強化 

大気汚染や水質汚濁等は、本市の豊かな自然環境を破壊

し、私達の暮らしに大きな影響を及ぼすことから、これま

でも定期的に大気汚染・水質汚濁等を監視し、事業者に対

し環境保全の指導を推進してきました。 

今後も継続的なモニタリング調査を充実させていくと

ともに、市民・事業者・行政の連携による監視体制の強化

が求められます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
豊かな自然と共に生きる、環境にやさしいまち 

・官民連携により、市民の環境保全に対する意識醸成や自主的に美化活動ができる環境整備を

図ります。 

・安全な生活環境を守るため、公害対策の充実を推進します。 

・中部山岳国立公園（黒部峡谷）での清掃活動  

・拠点施設での立山黒部ジオパークの展示講演会の開催 

・プラネタリウム番組立山黒部ジオパーク映画の製作・上映   等 

これまでの主な取組 
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第２次黒部市総合振興計画 

 

【施策の内容】 

①環境保全・美化対策事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 

計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇地球温暖化※対策の推進 

  地球温暖化※防止対策普及啓発事業、地球温暖化※防止計画策定事業  
○ ○ 県・市 

・小学校、保育所、幼稚園 

・とやま環境財団 

◇環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の推進 
  ＥＭＳの取組 

○ ○ 市  

◆国立公園（黒部峡谷）の自然保護と環境保全の推進 
  国立公園内環境保全事業 

○ ○ 国・県・市 

その他 

・立山黒部環境保全協会黒部支部 

・黒部峡谷ナチュラリスト研究会 

・宇奈月方面遭難対策協議会 

◇県立自然公園（僧ヶ岳）の自然保護と環境保全の推進 
  僧ヶ岳県立自然公園環境保全事業 

○ ○ 県・市 

・内山財産区 

・黒部山岳会 

・僧ケ岳保勝会 

◇野生鳥獣保護・生息管理の推進 
  地域巡回事業 

○ ○ 市  

◆ジオパーク※活動の推進 

  ジオパーク※推進事業、地域観光ギャラリー展示空間の運営 等 
○ ○ 市・その他 

・立山黒部ジオパーク※協会 

・立山黒部ジオパーク※支援自治体会議 

・吉田科学館振興協会 

・観光局 

・地域学芸員 
 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

黒部峡谷への入山者数 人/年 355,346 375,000 400,000  

地球温暖化※やエコライフの意識が高まったと

感じた人の割合 
％ 85 90 95 

環境教育受講後に行う児童･保護者アンケート

で、受講前より地球温暖化
※
やエコライフに対

する意識が高まったと回答した割合 

 

②公害対策事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇公害発生防止対策の充実 
  各種公害調査事業 

○ ○ 市  

◇監視・指導体制の強化 
  環境審議会の運営、旧不燃物処理場環境対策事業 

○ ○ 市 
・黒部市環境審議会 

・新川広域圏事務組合 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

公害苦情処理件数 件/年 10 ８ ５  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・自然環境や景観保全に関心を持ちましょう。 

・動植物の保護および管理に努めましょう。 

・環境負荷のかからないエコライフを心掛けましょう。 

・郷土の誇りである黒部峡谷、僧ヶ岳の自然を未来に引き継ぎましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・地域資源を保全しながら活用し、次世代に繋ぐジオパーク※活動を進めましょう。 

・環境問題に配慮した事業活動に努めましょう。 



 

51 

第３部 前期基本計画 

 

１－２ 河川・海岸環境の保全と整備 

 

【現況と課題】 

○総合的な土砂管理の促進 

黒部川は日本でも有数の土砂流出の激しい河川であり、

過去には上流域から流下してくる土砂により河床が上昇し、

平野部で洪水氾濫を繰り返してきました。近年では、砂利

採取や河床掘削、砂防施設の建設等によって、氾濫が抑え

られる一方、海岸が侵食され、河川や海岸の環境、防災等

に様々な影響を及ぼすことが懸念されています。 

このため、国をはじめとする関係機関によって、河川上 

流から海岸までの総合的な土砂管理が進められており、引き続き、本市の環境や市民の安全性を

確保するために必要な土砂対策を促進していくことが求められます。 

○河川改修の促進と環境整備 

本市は、市民の安全性を確保するため、黒部川や黒瀬川

の河川改修を促進するとともに良好な河川環境の保全に向

け、地域住民や行政等の関係者が連携して河川除草や浚渫※

等の美化活動に取り組んできました。 

今後も河川改修の促進や市民との協働※による美化活動

を推進しつつ、親水空間の整備や活動団体への支援等に取

り組み、河川環境を保全していくことが求められます。 

○海岸整備の促進と環境整備 

下新川海岸は、富山湾特有の「寄り回り波」という高波

による越波や海岸侵食の被害が懸念されます。また、海岸

防災林の松枯れが断続的に発生し、海岸からの強風および

強風による飛砂や飛塩を防止する機能が低下しています。 

市民の人命や財産を守るため、海岸整備の促進や海岸防

災林の整備と管理を推進するとともに、海岸環境を保全し

ていくことが求められます。 

 

 

 
 

※浚渫：港湾・河川等の水深を深くするため、水底をさらって、土砂等を取り除くこと。

・総合土砂管理※対策（連携排砂）の実施    ・河川の改修、維持管理 

・越波対策や海岸侵食対策の実施        ・河川、海岸の環境美化活動 等 

これまでの主な取組 

 



 

52 

第２次黒部市総合振興計画 

 

【施策の展開方針】 

地域に愛される、安全で美しい河川・海岸を有するまち 

・関係機関との連携により、災害に強く、本来の自然生態系に配慮した河川・海岸の整備事業

に取り組みます。 

・美しく、地域に愛される河川・海岸を目指し、地域住民とともに美化清掃を推進します。 

 

【施策の内容】 

①砂防事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 

計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆黒部川上流域等崩壊対策事業の促進 
  黒薙川等での砂防事業、小規模急傾斜地崩壊対策事業 等 

○ ○ 国・県・市 
・黒部川治水同盟会 

・尾山大谷川改修促進協議会 

◆黒部川総合土砂管理※の促進 
  黒部川土砂管理調査 

○ ○ 国  

 

②河川事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆河川改修事業の促進 
  黒部川、黒瀬川等の河川改修 等 

○ ○ 国・県・市 
・黒瀬川改修促進期成同盟会 

・片貝川長大橋建設促進協議会 

◇黒部川の水環境改善の促進 
  黒部川水辺の賑わい創出の取組 

○ ○ 市  

◇河川環境保全・美化活動の推進 
  準用河川の維持管理 等 

○ ○ 県・市 ・市内河川愛護団体 

◇親水空間の整備促進 
  黒部川環境整備 

○ ○ 国  

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

高橋川を愛する会参加者数 人/年 60 375 875  

 

③海岸事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆下新川海岸直轄事業の整備促進 
  下新川海岸整備 

○ ○ 国  

◇海岸防災林の保全・整備の推進 
  海岸防災林の保全・整備 

○ ○ 市  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・河川・海岸の環境美化に努めましょう。 

・海岸防災林の役割を知り、保全に努めましょう。 
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第３部 前期基本計画 

 

１－３ 森林環境の保全と活用 

 

【現況と課題】 

○森林の多面的機能の維持・発揮 

森林は、土砂災害防止機能や水源涵養機能、生物多様性

保全機能のほか、レクリエーション機能、物質生産機能等

の多面的な機能を有しています。しかしながら、近年では

産業構造の変化や人口減少・少子高齢化の進行を背景に、

森林の多面的な機能を維持することが困難な状況にあり、

土砂災害や洪水等の多発が懸念されています。 

これらの山地災害から市民の人命や財産を守り､豊かな 

生活環境の保全を図るため、適切な森林整備による多面的機能の維持・発揮や保安林の改良に取

り組むなど、自然災害を未然に防止する対策が求められます。 

○市民協働※による森づくり活動の推進 

本市の山間部に広がる里山地域は、豊かな自然とそこに

住む人々の営みが美しい景観を形成し、人々にやすらぎを

もたらしていました。しかしながら、近年は集落人口の減

少や高齢化の進行等により、森林の管理が行き届かず、野

生鳥獣との棲み分けが不明確になるなど、里山環境が悪化

しつつあります。 

本来の豊かで美しい森への回復に向け、市民の森林に対 

する理解や関心を高め、協働※による里山整備や森づくり活動を推進することが求められます。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
森に親しみ、安全な暮らしを実現するまち 

・水源涵養や土砂災害防止機能など、森林の公益的機能を維持・発揮するため、治山事業等を

推進し、健全な森林の育成を図ります。 

・地域一体となった間伐等の里山整備や森に親しむ環境教育など、市民協働※による森づくり活

動を推進します。 

・里山整備事業の実施            ・針広混交林の拡大 等 

これまでの主な取組 
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第２次黒部市総合振興計画 

 

【施策の内容】 

①治山事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇治山工事の推進 
  崩壊山地、渓流等の整備・保全 

○ ○ 市  

◇水源涵養の推進 
  水源森林総合整備事業 

○ ○ 市 ・森林組合 

◇保安林改良の推進 
  保安林改良事業 

○ ○ 市 ・森林組合 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

保安林面積 ｈａ 5,877 5,882 5,887 累計 

 

②豊かで美しい森づくり事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇里山整備の推進 
  里山再生整備事業 

○ ○ 市  

◇森林環境整備の促進 
  嘉例沢森林公園・森林浴の森周辺の整備 

○ ○ 市  

◇多様な森づくりの推進 
  みどりの森再生事業 

○ ○ 市 ・森林組合 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

里山再生整備事業整備面積 ｈａ 65 68 71 累計 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・美しい景観を提供するとともに、水を育み、災害を防止する森林を大切にし、

守り育む活動に積極的に参加しましょう。 
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第３部 前期基本計画 

 

１－４ 水の保全と活用 

 

【現況と課題】 

○水環境の保全 

本市は、環境省の「名水百選」に選定された湧水群をは

じめ、豊富な水資源を有しており、これまでも市内小中学

校等と連携した環境保全活動や環境教育に取り組んできま

した。 

今後も引き続き、水質の保全や地下水の涵養等をはじめ、

水環境の保全に関する取組と市民意識の高揚を図り、全国

に誇れる本市固有の財産を将来にわたって守り伝えていく

ことが求められます。 

○名水の発信力強化と有効活用 

本市は、立山黒部ジオパーク※を軸とした「名水の里く

ろべ」の魅力発信や名水を活かした商品開発・販売に対す

る支援、名水のイメージを活用した企業誘致に取り組んで

きました。 

今後も、黒部名水会等の関係団体と連携しながら「名水

の里くろべ」としての知名度やイメージを高める発信力を

強化するとともに、農業、商工業、観光等のあらゆる分野 

において水資源の有効活用を図り、名水の里としての魅力を高めていくことが求められます。 

 

 

  
 

【施策の展開方針】 
市民が誇れる、名水の里にふさわしいまち 

・全国に誇れる名水の里として、継続的な水質調査や市民の意識啓発に取り組み、水環境の保

全を図ります。 

・「名水の里くろべ」のＰＲを推進するとともに、名水を活かした特産品の開発や企業誘致、

各種産業における水資源の活用など、本市の豊かな水を活かしたまちづくりを推進します。 

・市内小中学校等と連携した環境保全活動の実施 ・水資源を活用したＰＲ事業の実施 

・地域観光ギャラリー展示空間の整備                                              等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①水環境保全整備事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇水辺環境や清流の保全 
  水辺環境保全事業 

○ ○ 県・市 

その他 

・富山一級水系水質汚濁連絡対策 

協議会 

◇水環境保全意識の高揚 
  全国名水サミットの開催、水質保全意識の高揚 

○ ‐ 市 ・全国水環境保全市町村連絡協議会 

◇水環境保全団体等の活動支援 
  水の少年団活動支援 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・黒部市水資源対策協議会 

・黒部川地域地下水利用対策協議会 

・くろべ水の少年団 

◇水に関するイベントおよび全国ＰＲの推進 
  黒部川水のフェスティバル・アクアパークフェスティバル等の開催  

○ ○ その他 

・黒部川・水のコンサート＆フェステ

ィバル実行委員会 

・アクアパークフェスティバル実行委

員会 

◇水資源の保全 
  地下水等水質監視 等 

○ ○ 市 
・黒部名水会 

・富山県立大学等 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

市内二級河川・準用河川等のＢＯＤ※値 ｍｇ/ℓ 1.6 1.0 0.5 単年度目標値 

 

②水資源利活用推進事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇水を活かした商品開発の推進 
  名水を活用した既存商品や新商品の販路開拓およびＰＲ 

○ ○ その他 

・観光局 

・事業所、商工会議所 

・黒部まちづくり協議会 

◆水を活かした企業誘致活動の推進 
  企業誘致活動における豊富な水資源のＰＲ 

○ ○ 市 ・商工会議所、事業所 

◇宇奈月温泉の研究・開発支援 
  医療等異業種交流による研究・開発 

○ ○ その他 
・商工会議所 

・医療関係機関 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

水資源の活用に取り組む企業数 企業 ５ ７ 10 累計 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・水の歴史を学び、恵まれた水資源の有効活用と水環境の保全に努めましょう。 

・豊かな水文化にふれ、水を生かした活動を通して、黒部の名水を広めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・恵まれた水資源の有効活用と保全に努めましょう。 

・地下水の循環利用を可能とする事業活動に努めましょう。 

※ＢＯＤ：「Biochemical Oxygen Demand」の略。河川水や工場排水の汚染物質（有機物）を微生物によって分解するときに消費

する酸素量。 
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１－５ 循環型社会※の形成 

 

【現況と課題】 

○再生可能エネルギー※の利活用 

近年、地球温暖化※の進行等を背景にゲリラ豪雨をはじめ

とする自然災害が多発しており、全国的に地球環境問題に

対する意識が高まっています。本市においては、宮野用水

路や黒瀬川を利用した小水力発電※所の整備、民間団体によ

る地熱等を利用した再生可能エネルギー※の調査研究など、

地球環境にやさしい低炭素社会の構築に向けた取組が進め

られています。 

東日本大震災の教訓を踏まえ、持続可能なエネルギーに対する重要性が増すなか、環境にやさ

しい再生可能エネルギー※に対する市民意識のさらなる向上を図りつつ、太陽光・小水力・地熱等

を有効に利活用する取組を推進していくことが求められます。 

 

○バイオマス資源の有効活用 

バイオマス資源は、稲わらや製材くず等の農林資材、畜

産廃棄物、食品残渣、下水道汚泥等の生物由来の有機性資

源であり、本市においては、家庭からの廃食用油を用いた

バイオディーゼル燃料化や籾殻育苗マット※への活用等を

進めてきました。また、間伐材や河川における流木、河原

に繁茂する雑木等も利用可能な資源として、畜産資材や堆

肥等への有効利用が図られており、特に流木・雑木は希望

者に無償提供され、燃料としての利用も進められています。 

さらに、下水道バイオマスエネルギー※利活用施設では、下水道汚泥や食品残渣から発生するバ

イオガスを乾燥汚泥化するための熱源や発電の燃料として活用されており、乾燥した汚泥は発電

燃料や肥料として全量を資源化しています。 

今後も、地球温暖化※の防止や循環型社会※の構築のため、市民や事業者の意識向上を図るとと

もに、バイオマス資源の質の向上や採算性を見据えたシステムの構築が求められます。 

 

※籾殻育苗マット：水田の副産物である籾殻を育苗用培養土としてリサイクルしマット状にした農業製品で、軽労化を図るもの。 



 

58 

第２次黒部市総合振興計画 

 

○３Ｒ※（リユース・リデュース・リサイクル※）の推進 

本市は、新川広域圏事務組合ごみ処理施設において適正

に廃棄物を処理しており、これまで３Ｒ※（リユース・リデ

ュース・リサイクル※）の推進、市民の分別排出・適正処理

意識の啓発等を行っていますが、粗大物・不燃物および可

燃ごみの１日平均処理量は横ばい傾向にあります。 

今後も、可燃ごみとして排出される食品残渣の削減やご

みとして排出されている紙・プラスチック容器包装の再利 

用および再資源化を徹底するとともに、市外からの転入者等にもわかりやすく利用しやすい環境

を整備していくことが求められます。 

 

○ごみの適正排出の徹底と不法投棄の防止 

本市は、ごみの適正排出を促すため、ごみステーション

設置補助制度や収集制度の見直しに取り組んできました。

また、不法投棄を防止するため、地域・事業者・行政の連

携のもと監視に努めていますが、海岸・河川・山林への不

法投棄が見受けられます。 

今後も、家庭や事業所からのごみの適正排出の徹底と悪

質な不法投棄を防止するため、適切な制度の運用および指 

導強化に努めるとともに、引き続き、地域住民と連携したパトロールの実施や意識啓発の強化に

取り組んでいくことが求められます。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
地球環境にやさしい、循環型社会※を目指すまち 

・身近に存在する太陽光や農業用水、地熱等を再生可能エネルギー※として利活用する取組を推

進します。 

・下水道汚泥や食品残渣から発生するバイオガスを、発電や汚泥を資源化するための燃料とし

て利活用するバイオマス※利活用事業を推進します。 

・ごみの排出抑制、再利用、リサイクル※活動の強化および周知徹底による資源循環型社会※の

形成に努めます。 

・ごみの排出ルールの徹底および不法投棄の抑止を図ります。 
※３Ｒ：発生抑制(reduce:リデュース)・再使用(reuse:リユース)・再生利用(recycle:リサイクル)のこと。省工ネルギー・省

資源管理の手法。 

・宮野用水発電所、黒瀬川発電所の建設    ・バイオディーゼル用廃食油の回収 

・使用済み小型家電等リサイクル※品の回収   ・不法投棄防止に向けたパトロール 

・下水道バイオマスエネルギー※利活用施設の建設                  等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①再生可能エネルギー※利活用事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆小水力・太陽光・地熱等エネルギーの調査研究および利活用 
  水力エネルギーの利活用、太陽光エネルギー利活用事業 等 

○ ○ 市・その他 ・土地改良区 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

水力発電施設の整備箇所数 箇所 ４ ６ ８ 累計 

 

②バイオマス利活用事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇バイオマス（食品残渣廃棄物）の利活用の推進 
  食品残渣廃棄物利活用事業 

○ ○ 市  

◆下水道汚泥のバイオマスエネルギー※利活用の推進 

  下水道汚泥リサイクル※事業 等 
○ ○ 市 ・ＰＦＩ事業者 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

バイオマスエネルギー※に変換するための汚泥

量 
t/日 60 63 66  

廃食用油回収量 ℓ/年 950 1,100 1,300  

 

③ごみの減量化・リサイクル※推進事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇ごみの減量化・リサイクル※に対する意識啓発活動の推進 

  ごみ減量化・リサイクル
※
普及啓発事業 

○ ○ 市 ・環境衛生協議会 

◇ごみの減量化・リサイクル※活動の推進 

  資源物収集・運搬事業、リサイクル※推進団体活動支援  
○ ○ 市 

・環境衛生協議会 

・リサイクル※活動団体(学校、地域) 

◇ごみの減量化・リサイクル※を進める施設の充実 

  リサイクル
※
環境整備事業 

○ ○ 市  

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

一世帯当たり資源物年間排出量 ｋｇ/年 107 110 115  
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④ごみ収集・処理対策事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇ごみ収集・処理体制の充実 
  ごみ収集・運搬事業、環境美化団体活動支援 等 

○ ○ 市 
・黒部市廃棄物減量化等推進審議会 

・環境衛生協議会 

◇不法投棄防止対策の推進 
  不法投棄防止対策事業 

○ ○ 県・市 

その他 
・黒部警察署 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

市民団体による年間ボランティア清掃実施回数 回/年 50 60 70  

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・バイオマス資源の利活用による循環型社会※の推進と地球にやさしい環境づくり

を目指しましょう。 

・バイオマスエネルギー※利活用推進につながるディスポーザ※を設置しましょう。 

・ごみ収集のルールを守り、資源物は分別収集を徹底しましょう。 

・廃棄物の資源化に努めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・効率的なバイオマスエネルギー※利活用の推進に努めましょう。 

・廃棄物を発生させない、再利用可能な事業活動に努めましょう。 

 

■資源化・廃棄物処理量の推移■ 

  廃棄物回収量（ｔ） 資源化量（ｔ） 可燃物（ｔ） 不燃物（ｔ） 

2008 年度 
（平成 20年度） 

13,146 1,892 10,786 2,360 

2009 年度 
（平成 21年度） 

13,034 1,759 10,756 2,278 

2010 年度 
（平成 22年度） 

12,898 1,760 10,590 2,308 

2011 年度 
（平成 23年度） 

12,993 1,726 10,703 2,290 

2012 年度 
（平成 24年度） 

13,382 1,768 11,040 2,342 

2013 年度 
（平成 25年度） 

13,319 1,809 10,935 2,384 

2014 年度 
（平成 26年度） 

13,290 1,761 10,976 2,314 

2015 年度 
（平成 27年度） 

13,334 1,684 10,897 2,436 

出典：黒部市 

 
※ディスポーザ：台所で出る生ごみを細かく砕いて下水道に流す機械 
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１－６ 消防・防災体制の充実 

 

【現況と課題】 

○消防体制の充実と施設整備の推進 

本市は、住民の期待と信頼に応えられるよう、多様化す

る消防需要や大規模災害・都市型災害への迅速かつ的確な

対応のため、新川地域消防組合と連携し消防サービスの高

度化に取り組んでおり、救急救命士の養成、消防・救急車

両ならびに地域の実情に応じた消火栓・貯水槽の消防水利

の整備等を計画的に進めています。また、消防団屯所の修

繕・新築整備等を計画的に行っていくほか、地域消防組織

の強化を図るための各種支援に取り組んでいます。 

今後、高齢社会のさらなる進行や突発的な自然災害に対応できるよう、消防組合との連携をさ

らに強化し、消防広域化によるスケールメリット※をより効果的に生かすとともに、新宇奈月消防

庁舎の建設等による消防機能の強化、消防団員の確保に向けた取組をより一層充実することが求

められます。 

○地域防災力の向上 

近年、全国各地で多発する地震やゲリラ豪雨等の自然災

害を背景に、本市においても複数の自主防災会における防

災訓練や出前講座等の実施により、市民の防災・減災意識

が高まっています。また、ＣＡＴＶや防災ラジオ等による

緊急時の情報伝達や民生委員と自治振興会が連携して災害

時の避難行動支援体制を整備し、防災体制の強化を推進し

てきました。 

さらに、国内４都市との「災害時相互応援協定」のほか、企業・団体との防災協定を19協定締

結しています。 

今後も、市民の防災・減災意識のさらなる高揚と他都市および地域と連携した防災活動の推進

を図るとともに、あらゆる災害を想定した防災訓練の実施等により、地域防災力を高めていくこ

とが求められます。 

 

 

 

 

※スケールメリット：規模を大きくすることで得られる利益

・新黒部消防署の移転・新築    ・防災ラジオの普及 

・新川地域消防組合の発足     ・ハザードマップの作成 

・女性消防団員の分団化      ・都市間、市内企業との災害相互協定の締結 

・市ホームページによる防災気象情報の提供開始                 等 

これまでの主な取組 
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【施策の展開方針】 
自助・共助・公助の調和がとれた防災・減災のまち 
・高齢社会の進行に伴う救急事案の増大や突発する自然災害に対応するため、消防サービスの

高度化や消防団員の確保等により消防体制の強化を図ります。 

・効果的な情報発信に取り組むなど、周知・発信を強化し、火災予防に努めます。 

・「自分達の安全は自分達で守る」を基本に、市民の防災・減災に対する意識高揚を図ります。 

・自治振興会や民生委員等との連携強化により、要支援者情報のシステム管理と情報共有を図

ります。 

 

【施策の内容】 

①消防体制整備事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆消防体制の強化・充実（常備消防※） 

  消防署等の整備、常備消防※体制の整備 
○ ○ 市・その他 

・消防団 

・事業所 

◇地域消防組織の強化・充実（非常備消防） 
  消防団体制の整備、消防施設等の整備 

○ ○ 市・その他 
・消防団 

・事業所 
 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

消防水利（消火栓、貯水槽）の充足率 ％ 86 87 90  

「消防団応援の店」登録事業所数 事業所 16 25 35 累計 

②防災対策事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆地域防災体制および防災基盤の整備推進 
  防災行政無線のデジタル化、総合防災訓練の実施 等 

○ ○ 市・その他 

・自治振興会 

・自主防災組織※ 

・民生委員、事業所 

◆自主防災組織※の育成支援 

  自主防災組織
※
の資機材整備、自主防災組織

※
の活動支援 等 

○ ○ 県・市 

その他 
・自主防災組織※ 

◇防災情報システムの充実 
  全国瞬時警報システム（J-Alert）・防災行政無線の適切な運用 等 

○ ○ 市  

◆災害に対する意識啓発活動の推進 
  出前講座等による防災・減災意識の高揚 等 

○ ○ 市  

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

防災士資格取得支援者数 人/年 73 98 123 累計 

避難カードの作成 町内 0 ８ 13 累計 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・日頃から火災予防と防災・減災に対する意識高揚に努めましょう。 

・消防団に積極的に参加し、自分たちのまちを守りましょう。 

・住宅用火災警報器の設置に努めましょう。 

・応急手当に関する知識を習得し、大切な人の命を救いましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・各事業所での火災予防に努めましょう。 

・従業員の消防団加入や「消防団応援の店」の登録など、消防団活動への理解と

協力に努めましょう。 
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１－７ 交通安全・防犯対策の充実 

 

【現況と課題】 

○交通安全への意識の高まり 

本市は、市交通安全協会や黒部警察署等の関係機関と連

携し、高齢者・児童に対する参加・体験・実践型の交通安

全教室や交通安全キャンペーンを開催するほか、ＣＡＴＶ

やホームページ等を活用した広報活動、カーブミラーや道

路標識等の交通安全施設の整備に取り組み、市民の交通安

全意識の高揚と交通安全対策の充実を図ってきました。し

かし、近年では、交通死亡事故件数に歯止めが効かない状 

況が続いており、特に、高齢者が命を失う交通事故が多くなっています。 

今後も引き続き、市民の交通安全に対する意識啓発や地域の交通安全活動の推進、通学路等に

おける交通環境の充実を図るとともに、高齢者の運転免許証自主返納制度を推進するなど、交通

安全対策を充実していくことが求められます。 

 

○多様化・巧妙化する犯罪情勢 

近年、犯罪の多様化・巧妙化が進み、子どもや高齢者を

狙った犯罪が多くなっています。本市では、市防犯協会や

黒部警察署等の関係機関と連携し、各校区の実態に沿った

防犯連絡所の整備やカギかけキャンペーンを実施するほか、

ＣＡＴＶやホームページ等を活用した広報活動、自主防犯

団体に対する研修会、防犯灯の整備に取り組み、市民の防

犯意識の高揚と防犯対策の充実を図ってきました。 

また、市内全地区において、自主防犯団体等により犯罪が起きやすい危険個所の点検や通学路

における児童・生徒の見守り活動等も行われています。 

今後も引き続き、市民の防犯に対する意識啓発や地域防犯活動を推進していくほか、住民のプ

ライバシー保護を念頭に置いた防犯カメラの設置拡充を図るなど、市民・行政・警察が一体とな

って、広域化・複雑化する犯罪に効果的な防犯対策を進めていくことが求められます。 
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○消費者トラブルの未然防止と早期解決 

本市は、消費者トラブルを未然に防止するため、県消費

生活センター等の関係機関と連携し、情報共有や消費生活

に関する知識の啓発普及を実施するほか、全国消費生活情

報ネットワークシステムを活用して、市民からの相談に対

応しています。 

今後は、多様化・複雑化する消費者トラブルの早期解決、

特殊詐欺の被害防止のため、相談員のスキルアップや窓口 

体制の強化および市民への情報発信の充実を図ることが求められます。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
交通事故や犯罪のない安全・安心なまち 

・交通安全に対する意識啓発や交通安全活動、交通安全施設の整備など、交通事故の根絶に向

けた市民協働※による総合的かつ長期的な対策を推進します。 

・地区安全なまちづくり推進センター、防犯協会、自主防犯団体並びに警察との連携・協力の

もと、地域ぐるみで防犯活動や防犯施設の整備に取り組み、各種犯罪被害の抑止を図ります。 

・消費者トラブルの未然防止、早期被害救済のため、関係機関との情報共有を図り、相談窓口

体制の強化、周知を図ります。 

・高齢者運転免許自主返納支援事業の実施   ・交通安全教室の開催 

・防犯灯のＬＥＤ化             ・消費生活専門相談員の配置 等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①交通安全対策推進事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇交通安全に対する意識啓発活動の推進 
  交通安全教室の開催、交通安全広報活動の実施 

○ ○ 市・その他 

・交通安全協会 

・老人クラブ連合会 

・黒部警察暑 

◇地域交通安全活動の推進 
  高齢者運転免許証自主返納事業、交通安全協会等への活動支援 等 

○ ○ 市・その他 

・黒部警察署 

・交通安全協会 

・地区交通安全推進協議会 

◇交通安全施設の整備促進 
  カーブミラー・交通安全看板等の設置 

○ ○ 市 ・交通安全協会 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

高齢者運転免許証自主返納者数 人/年 103 150 200  

 

②防犯対策推進事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇防犯に対する意識啓発活動の推進 
  自主防犯団体等に対する研修会の開催 

○ ○ 市・その他 ・防犯協会 

◇地域防犯活動の推進 
  地区安全なまちづくり推進センターおよび自主防犯団体の整備と育成支援 等 

○ ○ 市・その他 
・防犯協会 

・地区安全なまちづくり推進センター 

◇防犯施設の整備促進 
  通学路危険箇所への防犯灯の整備 等 

○ ○ 市 ・自治振興会 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

刑法犯認知件数 件/年 127 120 110  

 

③消費者生活対策事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇消費者相談の充実 
  消費生活問題に関する広報啓発活動 等 

○ ○ 市 ・県くらしのアドバイザー 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

消費者生活相談出前講座等の参加人数 人/年 330 500 650  
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【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・市民一人ひとりが交通マナーを守り、安全運転に努めましょう。 

・夜間、薄暮時に外出する際は、反射材を活用しましょう。 

・カギかけを徹底し、防犯意識の高揚に努めましょう。 

・悪質商法を見破る知識や情報を学び、被害防止に向けた対処法を身に付けまし

ょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・交通安全運動に参画し、安全運転の徹底、飲酒運転を根絶しましょう。 

・各種団体と連携し、地域の防犯活動を強化しましょう。 

・消費者にとってわかりやすい商品説明と品質の維持に努めましょう。 

 

 

■高齢者運転免許自主返納支援事業（70歳以上）支援件数■ 

支援内容 
2012 年度

（平成24年度） 

2013 年度

（平成25年度） 

2014 年度

（平成26年度） 

2015 年度

（平成27年度） 

2016 年度

（平成28年度） 

タクシー利用券 41  42  47  89  77  

えこまいか 6  8  9  10  11  

ゴールドパス 0  0  1  2  2  

電動アシスト自転車 6  4  3  0  7  

コミュニティバス※         2  

コミュニティタクシー※         0  

デマンドタクシー※         4  

合  計 53  54  60  101  103  

出典：黒部市 

 

 

■刑法犯認知件数■ 

支援内容 
2011 年度

（平成23年度） 

2012 年度

（平成24年度） 

2013 年度

（平成25年度） 

2014 年度

（平成26年度） 

2015 年度

（平成27年度） 

刑法犯認知件数 152  190  177  210  166 
出典：黒部市 

 
※コミュニティタクシー：平日のみ（土・日曜、祝日休み）運行するコミュニティバス。ルート上に設置してあるバス停で手を

挙げるなど、運転手に合図をして乗車でき、運転手に降りたい停留所を伝えることで降車できる。また、復路に限り、ルート

上で自由に降車することも可能 

 

※デマンドタクシー：田家野－中山エリア・前沢－宮野エリアで月・水・金曜、村椿・大布施エリア・荻生エリアで火・木・土

曜に運行する予約式乗り合いタクシー（祝日は運休） 


