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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 
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第第２２章章 

地地域域のの活活力力をを生生みみ出出すす産産業業育育成成ののままちちづづくくりり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策区分】 

①農林水産業の振興 

②工業の振興 

③商業の振興 

④観光の振興 



 

69 

第３部 前期基本計画 

 

２－１ 農林水産業の振興 

 

【現況と課題】 

○農業の振興 

本市は、黒部川扇状地の肥沃な土地と北アルプスの雪解

け水で育った黒部米をはじめ、白ネギ、さつまいも、丸い

も、もも、りんご、黒部名水ポーク等の農畜産物を生産し

ており、これまで農業生産基盤や基幹営農施設の整備をは

じめ、担い手の育成・確保や経営規模拡大の奨励など、生

産体制の強化に努めてきました。しかしながら、近年の米

価低迷による農業所得の減少や農業者の高齢化、担い手不

足等により、市内の総農家数は減少し、耕作放棄地の拡大や農業基盤の維持管理への支障が懸念

されているほか、中山間地域におけるサルやイノシシ等による農作物への被害も顕在化していま

す。 

今後、担い手経営の強化・機械整備等に対する支援をはじめ、高収益作物の生産拡大、ＩＣＴ※

とロボット技術を活用した効率的経営等に取り組むとともに、農村地域の水環境や中山間地域の

保全、有害鳥獣害対策等を推進するなど、持続可能な農業経営の実現に向けた対応が求められま

す。 

○林業の振興 

本市の森林面積は 20,647ha を占めており、そのうち、

国が管理する国有林は 11,680ha（約 60％）、民有林は

8,967ha（約 40％）となっています。これまでも、林業就

業者の高齢化や木材価格の低迷等が続くなか、施業効率を

高めるための森林基幹道の整備や森林施業の実施、担い手

育成のための支援等に取り組んできました。 

今後、地域産材の適切な供給および利用の確保により、

林業・木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適

正な整備と快適で豊かな市民生活の実現に寄与することが求められます。 
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○水産業の振興 

本市は、天然の生簀と称される富山湾に面し、黒部漁港

と石田漁港の２つの漁港を有しています。しかしながら、

水産資源の減少や安価な輸入水産物の普及、漁業就業者の

高齢化など、厳しい経営環境が続いています。また、近年

の異常気象による高波や高潮への対応のほか、衛生管理の

向上を図るための整備も必要視されています。 

今後、漁港施設の整備や経営の安定化に向けた支援に取り組むとともに、海洋レクリエーショ

ン施設をはじめとした観光産業との連携を強化し、水産業の振興を図ることが求められます。 

○生産・流通・販売対策の促進 

本市は、「黒部米」をはじめ、黒部名水ポークや宇奈月ビ

ール、干しいも「黒部はるか」、くろべ牧場まきばの風にて

製造された乳製品など、多種多様な特産品を有しています。

全国的にも、特産品の地域ブランド化に関する取組や消費

者の食の安全性に対する意識が高まっており、産地間競争

の激化が予想されています。 

今後、他の産地との差別化を図り、農林水産物の生産・

消費の拡大を促すため、これら魅力高い資源のＰＲ強化や

ブランド力の向上、ＪＧＡＰ※等取得による安全な農林水産物を供給するとともに、６次産業化※

を推進するなど、直売施設への供給や新たな特産品の開発が求められます。また、市民が本市の

恵まれた食や農林水産業への理解を一層深めるために、地産地消※と食育※を推進していくことが

求められます。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
大自然の恵みを活かした、活力あふれる持続性ある農林水産業のまち 

・担い手育成や生産組織を強化し、安定的で持続可能な農林水産業の経営を支援します。 

・農林水産業の生産基盤整備を推進します。 

・鳥獣被害対策の実施により、人と野生鳥獣との棲み分けの明確化を進めます。 

・消費者ニーズに応える高品質で安全な農林水産物を提供します。 

・農林水産物の地産地消※と食育※の取組を推進します。 
※食育：「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てること。 

※ＪＧＡＰ：農場や JA（農協）等の生産者団体が活用する農場管理の基準。農薬・肥料の管理など、食の安全や環境保全に関

する多くの基準が定められている。

・ＪＡカントリーエレベーター精米施設改修  ・宇奈月ビール醸造設備の増強 

・市内林道整備               ・石田漁港、フィッシャリーナの改修整備 

・くろべ漁業協同組合製氷･冷凍冷蔵施設整備  ・学校給食の地場産農産物の使用普及  等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①農業生産体制支援事業 

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 

◆担い手育成の推進（経営体質の強化等） 
  担い手農地有効利用推進事業、農業経営法人化支援事業 等 

○ ○ 国・県・市 

その他 

・認定農業者 

・集落営農 

・新規農業者、生産者 等 

◇土づくり等品質向上対策の推進 
  土壌改良対策事業、カメムシ類防除対策事業 等 

○ ○ 市・その他 

・生産者 

・集落営農 

・地区生産組合、農業協同組合 等 

◆施設・機械整備の促進 
  強い農業づくり交付金事業、地域農業担い手育成推進事業 等 

○ ○ その他 

・集落営農 

・認定農業者 

・農業協同組合 等 

◇米の需給調整システムの安定確保 
  水田農業構造改革対策事業 

○ ○ 県・市 

その他 

・生産者 

・地区生産組合 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） 

担い手の農地利用集積率 ％ 64 75 90 
担い手(認定農業者･認定新規就農者・集落営農)

の経営面積／耕地面積 

 

②農業基盤整備事業 

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 

◆県営農地整備事業の促進 
  県営土地改良事業、団体営土地改良事業 

○ ○ 市 ・土地改良区 

◆農村地域の水環境等の保全・活用 
  農道整備事業、かんがい排水・湛水防除施設の整備 等 

○ ○ 市 
・土地改良区 

・活動組織 

◆中山間地域の保全・有害鳥獣対策の推進 
  中山間地域等直接支払交付金事業、有害鳥獣対策事業 等 

○ ○ 市・その他 

・協定集落 

・猟友会 

・有害鳥獣対策協議会 
 

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） 

有害鳥獣被害面積 a/年 117 115 57  

 

③林業生産基盤整備事業 

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 

◆森林基幹道等の整備促進 
  林道整備事業、林道の保全 等 

○ ○ 県・市  

◇地域林業推進組織の経営基盤強化 
  新川森林組合の育成強化、林業従事者の確保・育成 

○ ○ 市 森林組合 

◇森林施業（造林事業）の促進 
  市行造林保育、県単森林整備 等 

○ ○ 市 森林組合 

◇県・市産材利用促進の普及啓発 
  地元産住宅用材の利用に対する支援 

○ ○ 市 森林組合 

◇森林病害虫防除対策による健全な人工林の育成強化 
  森林病害虫等防除事業 

○ ○ 県・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） 

住宅用材の地元産材利用補助の件数 件/年 ２ ３ ５  
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④漁業経営安定化・近代化対策事業 

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 

◇担い手育成の推進 
  新規就業者支援事業 

○ ○ 県・市 

その他 
・漁業協同組合 

◇漁業経営安定化の支援 
  漁業経営安定対策事業 

○ ○ 県・市 

その他 
・漁業協同組合 

◆漁港施設整備の推進 
  漁港施設整備事業、フィッシャリーナ整備事業  

○ ○ 県・市 ・漁業協同組合 

◇栽培漁業※の促進 
  種苗放流事業、ヤリイカ等産卵保護施設設置事業 

○ ○ 県・市 

その他 
・漁業協同組合 

◇観光産業との連携強化 
  漁村活性化推進事業 

○ ○ 市・その他 
・漁村文化ミュージアムＩＫＵＪＩ 

協議会 
 

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） 

漁獲量 ｔ/年 532 550 550  

 

⑤生産・流通・販売対策促進事業 

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 

◆産地ブランド化の推進 
  園芸ブランド産地強化事業、黒部名水ポークネームアップ事業  

○ ○ 市・その他 

・集落営農 

・認定農業者 

・生産組織、養豚組合 等 

◇農林水産加工・販売施設の整備および有効活用の促進 

  ６次産業化※支援事業 等 
○ ○ 市・その他 

・農業協同組合 

・宇奈月ビール(株) 

・漁業協同組合 等 

◇価格安定・消費拡大の推進 
  野菜価格安定事業 

○ ○ 国・県・市 

その他 
 

◇地産地消※と食育※の推進 

  食育※推進事業、地産地消※推進事業 等 
○ ○ 市・その他 

・食育※推進協議会 

・農業協同組合 

・黒部市地産地消※促進協議会 

・漁業協同組合 等 

◆くろべ牧場まきばの風の運営強化 
  くろべ牧場まきばの風の運営支援、施設整備 

○ ○ 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） 

食料自給率 ％ 83 84 85 
地域産供給熱量(Kcal/人･日)／総供給熱量

(Kcal/人･日) 

くろべ牧場まきばの風Ｍｏｏガーデン来場者数 人/年 105,374 130,000 150,000  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・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。 

・地元産農林水産物の地産地消※に努めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・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。 

・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。 

・魚価向上と販路拡大に努めましょう。 

・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。 

・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。 

 

※栽培漁業：稚魚や稚貝(ちがい)を海等に放し、人工的に成長させてから捕る漁業。 
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２－２ 工業の振興 

 

【現況と課題】 

○企業誘致の推進と工業用地の確保 

本市は、工業の振興を図るため、企業の本社機能の移転

に対する支援制度や資金融資のあっせん、利子補給および

保証料への助成制度等を設けるなど、企業立地の促進に努

めてきました。また、関係機関と連携し、就労・雇用機会

の拡大を図るとともに、新商品開発の支援に取り組んでき

ました。北陸新幹線開業を契機に本市への進出を希望する

企業が増加しています。 

今後も市内の工業の活性化を促すため、各種施策の充実を図るとともに、企業が進出しやすい

環境づくりを目的とした新たな企業団地を周辺住民の理解を得ながら、整備していくことが求め

られます。 

○経営基盤の強化に向けた対策の推進 

本市は、市内企業の経営の安定化を図るため、販路開拓

に向けた支援や中小企業融資保証料等に対する助成に取り

組んでいますが、十分な支援に至っていない状況にありま

す。 

今後も、経営基盤の近代化や新規事業化に向けた支援等

をより一層充実させていくことが求められます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
県東部の工業拠点にふさわしいまち 

・生まれ育ったふるさとで安心して働けるまちづくりを推進します。 

・豊富な水資源や自然災害が少ないことなど、本市の特性を活かした企業立地を推進します。 

・既存の伝統的な産業・技術の継承や後継者の育成をはじめ、企業の経営体質の強化を図ると

ともに、近代化や新規の事業化に向けた支援を推進します。 

・新企業団地の整備             ・新商品開発や販路拡大施策の実施 

・職業能力開発技能訓練の奨励        ・本社機能移転の支援       等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①工業活性化事業 

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 

◆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本社機能移転に対する支援 等 

○ ○ 市・その他 ・商工会議所、事業者 

◇新商品・新技術開発の支援 
  新商品・新技術開発に対する支援 

○ ○ 市・その他 ・商工会議所、事業者 

◇就労・雇用機会の拡大 

  ＵＩＪターン
※
就業支援、職業能力開発支援、若者・女性の起業

※
支援 等 

○ ○ 市・その他 

・ハローワーク 

・商工会議所、事業者 

・県技術専門学院 

・金融機関 
 

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） 

市外から市内へ移転した企業数(本社機能の移

転を含む) 
件 ３ ５ ７ 累計 

ＵＩＪターン※就業支援数 件 28 40 60  

 

②経営安定化対策事業 

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 

◇経営基盤の強化と設備の近代化（融資制度の活用等） 
  信用保証協会への保証料補填、県小口事業資金保証料の助成 

○ ○ 市・その他 
・商工会議所 

・金融機関 

◇販路開拓の支援 
  販路開拓支援機関との連携強化 

○ ○ 市 
・ジェトロ富山 

・商工会議所 

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・地元企業の製品や取組に関心をもちましょう。 

・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。 

事業者等の 

皆様へ 

・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。 

・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。 

 

※ＵＩＪターン：人々が就職や転職等で、生活の本拠を大都市圏から地方に移すことをいう。その字形から地方移住のそれぞれ

のタイプを表している。 
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２－３ 商業の振興 

 

【現況と課題】 

○中心市街地の賑わい創出と空き店舗対策の推進 

郊外での大型商業施設の進出と長引く景気低迷、商店の

後継者不足等により、中心市街地の衰退や空き店舗の増加

が懸念されます。本市では、中心市街地の魅力を高めるた

め、市民イベントの開催や空き店舗を活用した出店者等に

対する支援のほか、駐車場やトイレ等の公共施設や街路灯

のＬＥＤ化の整備等に取り組んでいます。また、商工会議

所や民間団体による「くろべ食堂」や「やってみっか市」

が開催されており、中心商店街における新たな魅力づくりに向けた活動も展開されています。 

今後、中心市街地の活性化を図るため、市民活動や起業※に対する支援のほか、施設整備や空き

店舗対策等を継続して実施することが求められます。 

○経営安定化に向けた支援の充実 

本市では、既存小規模小売店と大型店の共存共栄を図る

ため、地域性の考慮と小規模小売店へ配慮した経営体制の

誘導に努めているほか、商工会議所活動の活性化を図るた

め、会の運営や物産展示即売を行う｢くろべフェア｣事業へ

の支援等を行っています。 

今後も、事業後継者の育成や新規出店者の支援をはじめ

経営安定化への指導・支援とともに、商店街や商工会議所 

活動の活性化、組織力の強化等に向けた支援策が求められます。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
商業活動が活発な魅力とにぎわいのあるまち 

・商業活動の活性化と経営安定化を推進し、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進

します。 

・市内外からの買い物客を中心とした人々が行き交う、賑わい拠点のあるまちづくりを推進し

ます。 

・買物弱者の解消が図られるよう、公共交通や商業サービスの充実に努めます。 

・空き店舗を活用したまちの賑わい創出事業の実施  ・商工会議所活動への支援 等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①商業基盤整備事業 

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 

◆中心市街の活性化・空き店舗対策の推進 
  まちの賑わい創出事業、空き店舗への出店者促進支援 等 

○ ○ 市・その他 

・商工会議所、事業者 

・商店街組合 

・町内会 

◇商業関連団体への支援 
  商業団体の活動やくろべフェアの開催の支援 等 

○ ○ 市・その他 ・商工会議所、事業者 

◆起業※に対する支援の充実 
  創業支援資金保証料助成 等 

○ ○ 市・その他 
・商工会議所、事業者 

・金融機関 

◇新商品・新技術開発の支援 
  産業おこし推進事業 

○ ○ 市・その他 ・商工会議所、事業者 

◇就労・雇用機会の拡大 

  ＵＩＪターン※就業支援、職業能力開発支援 等 
○ ○ 市・その他 

・ハローワーク 

・商工会議所、事業者 

・県技術専門学院 

・金融機関 
 

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） 

空き店舗への出店者促進支援数 件 25 30 35 累計 

若者・女性の創業支援数 件 12 25 40 累計 

 

②経営安定化対策事業 

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 

◇経営基盤の強化と設備の近代化（融資制度の活用等） 
  信用保証協会への保証料補填、県小口事業資金保証料の助成 

○ ○ 市・その他 
・商工会議所 

・金融機関 

◇販路開拓の支援 
  関係機関との連携強化による販路開拓支援 

○ ○ 市 
・ジェトロ富山 

・商工会議所 

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・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。 

・地元のお店で買い物をし、地域での消費に努めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・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。 

・交流や地域の活動拠点として、空き店舗の積極的な活用に努めましょう。 
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２－４ 観光の振興 

 

【現況と課題】 

○恵まれた観光資源の有効活用と新たな魅力づくり 

本市は、日本一のＶ字峡として知られる黒部峡谷や美肌

の湯で人気のある宇奈月温泉、漁師町の風情と名水（清水

※・しょうず）が魅力の生地、海浜レクリエーションが盛ん

な石田など、山から海まで豊かで美しい観光資源を有して

います。近年では、北陸新幹線開業により、首都圏からの

観光入込客数が増加していますが、新緑や紅葉の季節に比

べ、冬季の観光入込客数が落ち込む傾向にあります。 

今後、本市の恵まれた観光資源の有効活用や新たな観光資源の掘り起こし、「本物」を体験でき

る仕掛けづくり等により、本市の魅力を高めるとともに、市内宿泊を促し、さらなる滞在時間の

延長を図ることが求められます。 

○外国人旅行者ニーズへの対応 

近年、中国をはじめとしたアジア諸国の経済発展や円安

の進行、ビザ発給要件の緩和等の世界情勢の変化と本市に

おける国際観光の推進を背景に、黒部峡谷や宇奈月温泉を

訪れる外国人旅行者が増加傾向にあります。2020年（平成

32年）には東京オリンピック・パラリンピックの開催が控

えており、ますます外国人旅行者数は増加すると予測され

ています。 

今後、世界ブランドとなるコンテンツを検討し、戦略的な誘致活動を展開するほか、外国人旅

行者が一人でも安心して本市の観光を楽しむことができるよう、民間事業者や関係団体と協力し

ながら環境を整備する必要があります。 
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○積極的な情報発信を通じた黒部のブランディング 

本市は、本市の魅力を広く発信するため、観光関係団体

と連携し、インターネットやマスメディアを活用した情報

発信活動や北陸新幹線開業効果を高めるためのＰＲビデ

オ・パンフレットの作成、首都圏の旅行会社への出向宣伝

活動等を行ってきました。しかし、本市への訪問経験を持

つ首都圏住民は少なく、本市の位置や魅力が十分に伝えき

れていない状況にあります。 

今後、北陸新幹線敦賀延伸も控えており、本市をよく知らない人や訪れたことのない人の認知

度、訴求力を高めるためのブランディングとターゲットに応じた、実用的かつ戦略的な情報の発

信が求められます。 

 

○観光客の受け入れ体制の整備 

本市では、観光ボランティア団体によるまち歩きや立山

黒部ジオパーク※と連携したガイド活動が活発に行われて

いるほか、市内施設間のスムースな移動を可能とするため、

ユニバーサルデザイン※の考えに基づいた観光案内サイン

の改善や移動手段等の案内に取り組んでいます。 

今後、旅行者の観光ニーズを継続的に調査・把握し、来

訪者が本市を周遊しやすい環境を整備するとともに、観光 

振興の推進力（牽引役）となる人づくり・組織づくりを進め、市民・事業者・行政が一体となっ

た「おもてなし」を実践していくことが求められます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
大自然とその四季の魅力を活かし、世界に誇れる観光交流のまち 

・山川海がそろった豊かな地域資源とその四季の魅力を最大限に活かした活気あるまちづくり

を推進します。 

・年齢や性別、国籍、身体能力等に関わらず、市内を安心してスムースに周遊できる環境を整

備します。 

・「黒部」のブランディングを進め、戦略的なＰＲに取り組みます。 

・おもてなしの心を醸成し、来訪者の満足度が高いまちづくりを推進します。 
※ユニバーサルデザイン：すべての人に使いやすいよう、まちや建物・環境等をデザインしていこうとする考え方。 

・宇奈月温泉街まちなみ景観形成事業の実施  ・欅平パノラマ新周遊ルートの整備 

・地域観光ギャラリーの建設         ・宇奈月温泉総湯の建設      等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①観光資源有効活用事業 

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 

◇「黒部峡谷」のキラーコンテンツ※化 
  鐘釣・欅平園地等整備事業 

○ ○ 市・その他  

◇黒部の魅力を活かした観光の推進 
  まち歩き推進、賑わい創出事業 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・まち歩き団体 

・観光局 

◆冬季の魅力創出 
  冬季誘客対策の実施  

○ ○ 市・その他 

・旅館組合 

・観光局 

・観光事業者 

◇体験型観光の推進 
  体験メニューの開発・販売、都市と農村の交流 

○ ○ 県・市 

その他 

・観光局 

・観光事業者 

・くろべ都市農村交流実行委員会 

◇広域観光推進に向けての連携強化 
  観光圏整備事業、各観光施設等との連携 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・観光局 

・新川地域観光開発協議会 

・にいかわ観光圏 

◇黒部ルート※一般開放の促進 
  立山黒部自然環境保全・国際観光促進協議会活動への支援 

○ ○ その他 
・立山黒部自然環境保全・国際観光促

進協議会 
 

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） 

宇奈月温泉宿泊者数 人/年 326,639 350,000 400,000  

 

②外国人旅行者対応事業 

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 

◆外国人旅行者にやさしい環境づくり 
  外国人受け入れ体制の強化、Free Wi-Fi 等の整備 

○ ○ 県・市 

その他 

・観光局 

・観光事業者 

◇外国人旅行者向けの誘客促進 
  インバウンド対策の実施 

○ ○ 市・その他 
・観光局 

・観光事業者 
 

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） 

宇奈月温泉外国人観光客数 人/年 22,375 50,000 70,000  

 

③戦略的ＰＲ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 

◆黒部市のイメージ統一・ブランド化 
  観光と一体となった地場産品の商品開発支援 

○ ○ 市・その他 

・商工会議所 

・観光局 

・事業者 

◇黒部市の魅力的な情報発信 
  観光パンフレット作成、出向宣伝、ＳＮＳの活用 等 

○ ○ 市・その他 

・観光局 

・観光事業者 

・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） 

観光局ホームページアクセス数 件/年 218,414 350,000 500,000  

 
※キラーコンテンツ：特定の分野を普及させるきっかけとなるような、圧倒的な魅力を持った情報やサービス、製品のこと。 

※Wi-Fi：パソコンやテレビ、スマホ、タブレット、ゲーム機等のネットワーク接続に対応した機器を、無線（ワイヤレス）で

LAN（Local Area Network）に接続する技術 

※インバウンド：訪日外国人のこと 
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④観光客受入体制強化事業 

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 

◇観光ガイド等の充実 
  観光客おもてなし支援事業 等 

○ ○ 市・その他 

・観光局 

・商工会議所 

・観光ガイド連絡協議会 等 

◇市民の観光に対する意識醸成 
  自主的な活動に対する支援 

○ ○ 県・市 

その他 

・観光局 

・商工会議所 

◇観光案内機能の強化 
  観光案内所運営委託事業 

○ ○ 市・その他 ・観光局 

◆観光客受入推進体制の確立 
  観光客の受入体制支援 

○ ○ 市・その他 ・観光局 

◇観光データの共有化 
  観光基礎データの収集・分析 

○ ○ 市・その他 

・観光局 

・旅館組合 

・観光事業者 
 

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） 

観光客入込数（主要４施設） 人/年 993,530 1,130,000 1,250,000 
主要４施設…宇奈月温泉(入湯客数)、黒部峡谷、

魚の駅「生地」、宇奈月麦酒館 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・まち歩き等に積極的に参加し、ふるさとの魅力を再発見しましょう。 

・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。 

・来訪者をおもてなしの心で迎えましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・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。 

 

■黒部市の観光で最も印象に残っていること■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：首都圏在住者インターネット調査 2016年（平成 28年）/黒部市観光振興計画より 


