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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５５章章 

豊豊かかなな心心とと生生ききががいいをを育育みみ、、人人がが輝輝くくままちちづづくくりり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策区分】 

①家庭教育の充実 

②学校教育の充実 

③青少年の健全育成 

④生涯学習の推進 

⑤芸術文化の振興 

⑥スポーツの振興 

⑦国際化への対応 
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第３部 前期基本計画 

 

５－１ 家庭教育の充実 

 

【現況と課題】 

○子育て相談の充実 

本市は、県総合教育センターや教育事務所、市教育センター、市内保育所・幼稚園等において

子どもの発達や気になる行動、人間関係、子育てや集団生活等に関する悩み相談の受付やアドバ

イスを行ってきました。 

核家族化や少子化が進行するなか、子育てに関する悩みや不安を気軽に相談できる人がいるこ

とは、子育て世帯への精神的負担の軽減や児童虐待・ネグレクト※の防止等とともに、いわゆる親

学びによる啓発活動につなげることができます。 

そのため、今後も子育て相談に関する親の学習機会を設け、家庭教育を支援していく必要があ

ります。 

○家庭教育の支援体制の充実 

本市は、家庭教育支援に対するニーズを把握し、子どもの教育の基本を担う家庭教育力の向上

を図っていくために、親学び等の講習会を実施しています。 

今後も講習会のさらなる充実のため、引き続き、講習会の継続開催や講習リーダーを育成する

必要があります。 

○親子のふれあい活動への支援 

核家族化が進行するなか、子育ては家族の中だけでなく、

地域で担っていくことが求められています。そのため、本

市では、地域の協力・連携を図るため、公民館や地域で実

施される自然体験や伝承行事等への参加を通じて、家族や

地域のつながりが深まるよう努めています。 

今後も家族が共に体験できる環境づくりを進め、地域の

ふれあい活動の場のさらなる充実を図るとともに、地域の

自然や文化等を学ぶことにより、郷土を愛する心を醸成する取組が求められます。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
地域と連携した家庭教育推進のまち 

・子育て相談の充実など、安心して子育てができる環境づくりに努めます。 

・心身ともに健康な子どもを育む家庭教育力の向上を支援します。 

・親子がふれあえる場のさらなる充実を図ります。 

※ネグレクト：無視すること。ないがしろにすること。

・親学び講座の実施                 ・女性団体の活動支援 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家庭教育推進事業 

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 

◇家庭教育相談体制の充実 
  親学び講座の開催、親学びプログラムの推進 

○ ○ その他 ・ＰＴＡ連絡協議会 

◇家庭教育推進指導者の育成 
  親学び推進研修会等への参加 

○ ○ 県 ・ＰＴＡ連絡協議会 

◇家族共同体験活動の充実 
  子どもたちの身近なふるさと学習や自然体験の推進 

○ ○ 県  

 

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） 

親学び講座参加者数 人/年 1,051 1,100 1,150  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・家庭教育講座等に積極的に参加しましょう。 

・親と子の会話が弾む環境づくりに努めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・地域の子どもの成長を見守りましょう。 

 

■親を学び伝える学習プログラム■ 

 

出典：富山県教育委員会 子育て情報バンクホームページ 
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第３部 前期基本計画 

 

５－２ 学校教育の充実 

 

【現況と課題】 

○学校施設の整備および学校統合の推進 

児童生徒が過ごす学校の安全・安心を確保するため、市内の小中学校施設（校舎・体育館）の

耐震化は全て完了予定となっています。小学校プールやグラウンド等の屋外施設は、経年劣化が

進んでおり、大規模改修が必要な状況となっています。 

また、「小中学校再編計画（2012年度（平成24年度）策定）」に基づき、2020年度（平成32年

度）の中学校統合に向け、ＰＴＡを中心とした組織体制のもと、協議が進められています。 

今後も、学校施設の適正管理とあわせ長寿命化を図っていくことが求められます。また、小学

校再編計画については、児童数の動向を見極めながらさらなる統合について判断していく必要が

あります。 

桜井中学校                高志野中学校 

 

○安心して学べる教育環境の充実 

本市は、適応指導教室「ほっとスペース」を開設し、不

登校児童生徒への支援体制を整えているとともに、要保

護・準要保護、特別支援学級の児童生徒に対する経済的支

援や高校生・大学生に対する奨学金制度の運用、遠距離通

学対策を進めています。近年は適応障がいや発達障がいの

ある児童生徒が増加傾向にあり、スタディ・メイト※（特別

支援教育支援員）の配置を進めています。また、学校では

「食」について学び、考え、バランスの良い食生活が身に付くよう、食文化を育む「食育」を積

極的に進めています。 

今後は、安心して学ぶことができ、学校が楽しいと思える環境づくりに努めるとともに、心と

身体を育むための教育カリキュラムのさらなる充実を図っていくことが求められます。 

 
※スタディ・メイト：特別支援教育支援員のこと。黒板を読み上げるなどの学習支援や校外活動時の引率補助等を行う。 
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○特色ある英語教育の推進 

2006年度（平成18年度）から「黒部国際化教育特区※」と

して、また2009年度（平成21年度）から「教育課程特例校※」

として、小中学校全学年で「英会話科」に取り組んでおり、

ＡＬＴ※、英会話講師を配置し、特色ある英語教育に取り組

んでいます。また、授業だけでなく、英語サマーキャンプ

や海外姉妹都市交流等の実践的な事業も展開しています。 

今後も、英会話科への取組体制を維持することとし、2020 

年度（平成32年度）からの新学習指導要領による小学校での英語の教科化にも柔軟に対応できる

よう、ＡＬＴ※および英会話講師の適正配置のほか、カリキュラムの見直しも含めた、より効果的

な授業の展開が求められます。 

○地域の人材や資源を活用した教育環境の充実 

本市では、地域の人材や資源を活用した「豊かな体験活

動」を継続しています。また、中学校では「社会に学ぶ『14

歳の挑戦』」事業を推進するとともに、部活動における外

部指導者の活用、各校区の各種地域団体や保護者等からな

る学校評議員制度を活用し、開かれた学校運営に努めてい

ます。 

今後も、児童生徒の豊かな人間性を育むため、地域の人 

材の活用と開かれた学校運営を積極的に進めていくことが 

求められます。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
心身ともに健康で、豊かな人間性を育む学校教育が充実したまち 

・自主的・自発的な児童生徒の育成のための学校環境づくりを推進します。 

・誰もが安心して、健康に学校に通うことができる環境づくりを推進します。 

・国際感覚をもち、地域社会や国際社会に貢献できる児童生徒の育成を推進します。 

・地域の人材を積極的に活用した、開かれた学校運営を推進します。 
 

※黒部国際化教育特区：国際感覚と実践的なコミュニケーション能力を身に付け、国際社会に貢献できる人材を育成するため、

教育課程の弾力化により英語を重視した学校教育に取り組むもの。[平成 17 年特区認定] 

※教育課程特例校：文部科学大臣が，学校教育法施行規則第 55 条の 2 に基づき，学習指導要領等によらない教育課程を編成し

て実施することが認められた学校。 

※ＡＬＴ：Assistant Language Teacher（外国語指導助手）の略。日本人教員の助手として外国語授業に携わるほか、課外活動

にも従事する。 

・学校施設の耐震化               ・統合中学校の整備 

・教育課程特例校※の指定と国際化教育の推進 ・スタディ・メイト※、学校司書の設置拡充 

・教育費に対する経済的支援（就学援助、奨学金 等）               等 

これまでの主な取組 
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第３部 前期基本計画 

 

【施策の内容】 

①学校施設等整備事業 

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 

◇学校施設の維持管理および設備の整備推進 
  小中学校の校舎・体育館等の改修 等 

○ ○ 市  

◆学校施設の建設および大規模改修 
  小中学校の大規模改修 等 

○ ○ 市  

◆小中学校再編計画の推進 
  黒部市立小中学校再編計画の推進 等 

○ ○ 市 
・ＰＴＡ 

・自治振興会 

 

②学校教育環境整備事業 

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 

◇心と体を育む教育の推進 

  豊かな体験活動促進事業、「食育※」の推進、不登校児童生徒支援事業 等 
○ ○ 市 

・ほっとスペース 

・事業所 

◇安心して学べる環境の充実 
  奨学金給付・貸付事業、遠距離通学対策の実施、スタディ・メイトの設置 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） 

「学校へ行くのが楽しい」と感じている児童・

生徒の割合 
％ 96.8  100 100 児童・生徒に対するアンケート調査の回答割合 

学校司書配置充足率 ％ 53.8  82.0 100 学校司書人数／学校総数 

 

③国際化教育推進事業 

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 

◆特色ある英語教育の推進 

  外国語指導助手（ＡＬＴ※）および英会話講師の配置、英語検定料補助事業 等 
○ ○ 市 

・ＰＴＡ 

・事業所 

・高校 

◇帰国児童生徒教育の推進 
  帰国児童生徒教育事業 

○ ○ 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） 

中学３年生の英検３級以上の取得率 ％ 19.8  40.0 50.0 中学校３年生 ３級取得者／生徒数 
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④学校運営地域連携事業 

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 

◇地域人材・資源を活用した学校運営の推進 
  中学校運動部への外部指導員配置、各学校への学校評議員設置 等 

○ ○ 市 

・事業所 

・競技協会 

・自治振興会 

・ＰＴＡ 

・団体 
 

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） 

14歳の挑戦事業が「自分の生き方を考える機会

になった」と回答した生徒の割合 
％ 93.2  95.0 97.0 

14 歳の挑戦事業終了後の生徒に対するアンケ

ート調査の回答割合 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・学校行事に積極的に参加しましょう。 

・登下校時の子どもたちの安全確保に努めましょう。 

・「豊かな体験活動」「14 歳の挑戦」事業など、子どもたちの社会性を育む活動に

協力しましょう。 

 

 

■児童生徒数・学級数（2017年（平成 29年）４月１日現在）■ 

学校名 児童生徒数 
学 級 数 

(うち特別支援学級) 

小
学
校 

生 地 177 10 (3) 

たかせ 259 14 (2) 

石 田 219 11 (2) 

村 椿 128 7 (1) 

中 央 453 16 (2) 

桜 井 391 15 (2) 

荻 生 160 8 (2) 

若 栗 103 8 (2) 

宇奈月 248 13 (2) 

(小 計) 2,138 102 (18) 

中
学
校 

鷹 施 248 11 (3) 

高志野 294 11 (2) 

桜 井 425 15 (3) 

宇奈月 131 7 (2) 

(小 計) 1,098 44 (10) 

合 計 3,236 146 (28) 

出典：黒部市 
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５－３ 青少年の健全育成 

 

【現況と課題】 

○青少年の健全育成活動の推進 

市内の小中学校や桜井高校では、あいさつ運動や道徳・

人権教育による児童生徒の健全育成を図っています。青少

年問題が複雑化かつ多様化しているなか、青少年一人ひと

りに目を向け、地域で守り育てる意識づけや環境づくりを

進めることが必要です。 

今後、学校・ＰＴＡ・地区公民館・自治振興会等が連携

し、より効果的な活動や呼びかけを行っていくなど、地域

全体で青少年の健全育成を推進していく必要があります。 

○青少年のボランティア、社会参加の推進 

本市は、地域イベント・地域伝統芸能への青少年の参加

促進や青少年を対象とした公民館活動の推進、水の少年

団・青年団協議会など、関係団体への支援に努めています。 

今後も、これらの関係団体への支援により、若者が地域

に根差した活動への参画を促進する仕組みづくりが求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
青少年が健やかに成長できるまち 

・青少年が健全に安心して成長できる地域づくりを推進します。 

・青少年が地域の人とふれあい、明るいあいさつや声かけが満ちあふれる地域づくりを推進し

ます。 

・青少年が地域活動やボランティア活動等に気軽に参加できる地域づくりを推進します。 

・桜井高校生海外派遣事業補助         ・実行委員会方式による成人式の運営 

・放課後子ども教室の実施                            等 

これまでの主な取組 

 



 

124 

第２次黒部市総合振興計画 

 

【施策の内容】 

①青少年健全育成事業 

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 

◇健全育成活動の推進および指導体制の充実 
  青少年育成団体等への活動補助、成人式の開催 等 

○ ○ 市 

・青少年育成市民会議 

・成人式実行委員会 

・高校 

・放課後子ども教室実行委員会 

◇社会参加活動の促進 
  青年団体等への運営補助 

○ ○ 市 ・青年団協議会 

 

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） 

放課後子ども教室参加者数 人/年 3,379 3,500 3,600  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・地域全体で子どもを見守り育てましょう。 

・若者も積極的に地域活動や市政に参画しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・青少年の有害環境の浄化活動に協力しましょう。 

 

 

■2017年（平成 29年）成人式■
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５－４ 生涯学習の推進 

 

【現況と課題】 

○生涯学習施設の整備 

図書館を核とした（仮称）くろべ市民交流センターの建設や地区公民館等の生涯学習施設の整

備について、計画的に進めていく必要があります。今後は、あらゆる世代が出会い交流する地域

の文化拠点施設としての交流センターの整備や老朽化が進んでいる地区公民館等の適切な維持管

理等が求められています。 

○図書館の充実と読書普及 

図書館は、歴史民俗資料館を併設する宇奈月館と２館体制で運営しており、あらゆる世代の学

習・研究の場としての機能充実に努めています。 

（仮称）くろべ市民交流センターのコアとなる新しい図書館は、宇奈月館と連携しながら蔵書

等の充実を図るとともに、地域の交流・情報センターとしての機能を有する施設となるような運

営が求められます。 

○生涯学習事業の充実 

本市は、生涯学習の発表の場としての公民館まつりの開

催や「市民カレッジ」「生涯学習フェスティバル」の実施、

図書館における資料の充実等を進めています。しかしなが

ら市民ニーズの多様化や少子高齢化に伴い、活動への参加

者数の伸び悩みが見られます。 

今後、自分にあった生涯学習のスタイルを見つけてもら

うため、多様な生涯学習の形態について機能分担を見極め、

本市の生涯学習関連事業の位置づけを明確にしながら施策を展開していく必要があります。また、

生涯学習関連事業の人材確保と質の向上を図るため図書館司書の充実や社会教育主事・社会教育

指導員・ボランティア等の確保に努めるなど今後も、多様化する市民ニーズに対応するため、幅

広い人材を確保していくことが求められます。 

さらに、今後建設が予定されている（仮称）くろべ市民交流センターの図書館機能と連携した

新たな学習・交流活動を提案するなど、多様なニーズに対応する図書館資料のさらなる充実と図

書館利用の促進が求められています。 

 

 

 

 

・地区公民館の建設・整備        ・中央公民館における生涯学習活動の推進   

・（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想の策定               等 

これまでの主な取組 
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【施策の展開方針】 
学びたくなる、魅力ある生涯学習環境の整ったまち 
・生涯学習施設の整備・充実を推進します。 
・時代や市民のニーズに対応した生涯学習の内容拡充を図るとともに、図書館における資料・
サービスの充実と利用促進に努めます。 

・生涯学習に関する指導者の発掘・育成に努めます。 
 

【施策の内容】 

①生涯学習拠点整備事業 

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 

◆生涯学習施設の整備促進 
  （仮称）くろべ市民交流センターの建設や地区公民館等の整備 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） 

ふれあい交流館の入館者数 千人/年 22 23 24  

②生涯学習推進事業 

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 

◇読書普及活動の充実 
  図書資料の充実および活用 

○ ○ 市  

◇公民館活動の推進 
  コミュニティづくり推進事業 

○ ○ 市 
・公民館 

・市民団体 

◇生涯学習活動（各種教室・講座等）の推進 
  生涯学習フェスティバルの開催、社会教育委員等の活動推進 等 

○ ○ 市 

・公民館 

・市民団体 

・サークル 
 

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） 

公民館利用者数 千人/年 168 170 180  

一人あたりの図書貸出冊数 冊 4.8 5.4 6.0  

③生涯学習人材育成事業 

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 

◇生涯学習団体リーダーの養成 
  公民館長および社会教育指導員の配置 

○ ○ 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） 

中央公民館の生涯学習サークル登録数 団体 33 35 38 累計 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・公民館等で行われている生涯学習事業に積極的に参加しましょう。 

・図書館を積極的に活用しましょう。 

・自分の特技や知識を活かし、生涯学習活動を進めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・地域の生涯学習活動に積極的に協力しましょう。 
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５－５ 芸術文化の振興 

 

【現況と課題】 

○芸術文化の核となる施設の充実 

本市は、国際文化センター「コラーレ」や宇奈月国際会

館「セレネ」、吉田科学館、黒部市美術館等を核として、

さまざまな芸術文化活動を展開しています。 

今後も、市民ニーズに対応した企画運営に努めながら、

さらなる芸術文化活動の振興と、施設や設備の計画的な整

備･更新を図っていく必要があります。 

○芸術文化活動への支援 

本市は、芸術文化にかかわる各種団体への情報提供や支

援をはじめ、関係団体が一堂に会しての芸術文化鑑賞機会

の提供に努めています。 

今後も、市民の芸術文化活動の振興のために、各種団体

の活動支援や芸術・文化事業の拡充を図っていく必要があ

ります。 

○文化財の保護 

本市は、「黒部峡谷附猿飛並びに奥鐘山」や「越中の稚

児舞・明日の稚児舞」など、68件の文化財を有しており、

これら指定文化財の保護や伝統芸能・伝統文化の伝承に努

めています。しかしながら、少子高齢化に伴い、次世代へ

の継承が難しくなってきています。 

今後も文化財保護団体との連携を強化し、本市が培って 

きた無形民俗文化財や伝統芸能等の宝を後世に継承していくことが求められます。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
豊かな芸術文化が息づくまち 

・芸術文化活動施設の整備を図るとともに、魅力ある企画・運営や活動団体への支援により、

市民の芸術・文化活動への参加と振興を図ります。 

・黒部市が有する有形無形の文化財や歴史に対する関心の醸成に努め、これらの保護と継承・

伝承に努めます。 

・吉田科学館プラネタリウムの整備     ・黒部市美術展の開催         等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①芸術・文化・科学施設整備事業 

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 

◇芸術・文化・科学活動施設・設備の整備促進 
  美術館、吉田科学館、国際文化センターの施設・設備の整備 等 

○ ○ 市 美術館運営審議会 

 

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） 

黒部市美術館・吉田科学館の利用者数 千人/年 48 50 52  

 

②芸術・文化・科学活動促進事業 

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 

◇芸術・文化・科学に親しむ機会の拡充および情報提供の充実 
  芸術祭の開催、美術館・吉田科学館の自主事業の開催 等 

○ ○ 市・その他 

・芸術祭運営委員会 

・美術館運営審議会 

・吉田科学館振興協会 

・コラーレ倶楽部 

◇芸術・文化活動への支援 
  芸術文化大会出場支援 等 

○ ○ 市 
・芸術文化協会 

・日本黒部学会 

 

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） 

国際文化センター・コラーレの利用者数 千人/年 150 160 170  

 

③文化財保護事業 

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 

◇伝統芸能の保存・継承の推進 
  指定文化財保存団体への活動支援、獅子舞保存会への活動支援 

○ ○ 市 
・指定文化財保存会 

・獅子舞保存会 

◇文化遺産の発掘・公開の推進 
  松桜閣の保存支援、歴史民俗資料館・郷土文化保存伝習館の企画展示 等 

○ ○ 市 
・松桜閣保勝会 

・歴史民俗資料館運営委員会 

◇文化財の調査・研究および啓発 
  愛本刎橋、生地台場等指定文化財の保護 等 

○ ○ 市 ・文化財保護審議会 

 

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） 

伝承芸能・伝承技術士認定者数（延べ人数） 人 102 112 122 累計 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・芸術文化活動へ積極的に参加しましょう。 

・伝統文化の保存継承に努めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・地域の伝統文化の保存に協力しましょう。 
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５－６ スポーツの振興 

 

【現況と課題】 

○スポーツ・レクリエーション施設の充実 

本市は、安全で快適にスポーツ・レクリエーション活動

ができるよう、総合体育センターをはじめとする各施設や

宮野運動公園等の適切な管理と利便性向上に取り組んでい

ます。 

今後も、「市民ひとり１スポーツ」をさらに推進するた

め、計画的な施設改修など、市民ニーズに応じたスポーツ・

レクリエーション施設のさらなる充実に努める必要があり

ます。 

○スポーツ・レクリエーションの活動支援 

本市では、気軽にスポーツやレクリエーション活動を楽

しむことができるよう、スポーツ団体の育成強化や指導者

の養成・確保、スポーツイベントの充実、スポーツに関す

る情報提供等に努めています。 

今後は、市民の誰もが今まで以上にスポーツを楽しむこ

とができるよう、市体育協会や総合型地域スポーツクラブ 

等と連携し、市民ニーズに対応したスポーツ教室の開催や 

競技力向上に向けた各種取組およびスポーツ少年団等の指導者の育成とともに、観光とも連携し

た各種スポーツイベントの一層の充実を図っていく必要があります。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
スポーツの盛んなまち 

・誰もがスポーツやレクリエーションを楽しめる施設の整備を推進します。 

・総合型地域スポーツクラブの運営強化とスポーツ団体の育成を図り、「市民ひとり１スポー

ツ」を推進します。 

・様々なスポーツイベントの開催により、市民等の健康増進と交流促進を図ります。 

・カーター記念黒部名水マラソンの開催        ・スポーツ推進委員の育成  等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①スポーツ・レクリエーション環境整備事業 

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 

◇スポーツ・レクリエーション施設の整備推進 
  総合体育センター等の施設整備、市内小中学校の施設開放 等 

○ ○ 市 
・パークゴルフ協会 

・公民館 

 

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） 

総合体育センター・錬成館・宇奈月体育センタ

ー・健康スポーツプラザの利用者数 
千人/年 350 355 360  

 

②スポーツ・レクリエーション活動推進事業 

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 

◇スポーツ教室の充実 
  総合型地域スポーツクラブの推進 等 

○ ○ 市・その他 
・KUROBE スポーツファミリー 

・KU スポーツクラブ Will 

◆スポーツイベントの充実 
  カーター記念黒部名水マラソン等の開催 

○ ○ 市・その他 

・体育協会 

・黒部名水マラソン実行委員会関係団体 

・スポーツ推進委員協議会 

・競技協会 

◇スポーツ団体の育成強化および指導者の養成 
  優秀スポーツクラブ育成支援、指導者の養成 等 

○ ○ 市 

・KUROBE アクアフェアリーズ 

・各種スポーツ団体 

・競技協会 

・事業所 

・スポーツ推進委員 

◇各種スポーツに関する情報提供の充実 
  スポーツ大会等の情報発信   

○ ○ 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） 

黒部名水マラソン大会およびエブリバディス

ポーツデイの参加者数 
人/年 18,042 18,500 19,000  

総合型地域スポーツクラブの会員数 人 1,729 1,800 1,900 累計 

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・「市民ひとり１スポーツ」を合言葉に、生涯にわたりスポーツに親しみ、自らの

健康増進と地域の振興を図りましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・スポーツイベント等に積極的に協力しましょう。 

・スポーツの普及・人材育成を通して、地域振興を図りましょう。 
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５－７ 国際化への対応 

 

【現況と課題】 

○海外姉妹都市・国際友好都市との交流推進 

本市は、オランダ王国スドウェスト・フリースラン市お

よびアメリカ合衆国メーコン・ビブ郡との姉妹都市交流や

国際友好都市である大韓民国三陟市との交流など、行政・

産業・教育・文化・スポーツ等の幅広い分野で国際交流を

推進しています。 

今後、あらゆる分野でグローバル化※が進むことが想定さ

れ、海外姉妹都市・国際友好都市との交流は、ますます重 

要性を増すことから、市民の国際化に対する意識の醸成が求められています。 

○市民レベルでの国際交流の推進 

本市は、国際交流員（ＣＩＲ※）や外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ※）を継続的に採用し、幼児期から外国文化や外国語にふ

れ親しむ国際化教育活動を進めるなど、先駆的な国際化教

育活動を推進しています。また、国際交流団体が主体的に

国際交流ワークショップ※を開催するなど、市民レベルでの

活動も活発に行われています。 

今後、市民の国際交流を推進するため、市内の国際交流 

団体に対する支援をはじめ、外国人向け日本語教室の開催や地域住民とふれあう交流の場を提供

し、「多文化共生※」を推進することが必要です。また、本市に来訪する外国人にとって分かりや

すい標識やパンフレット等の多言語化の推進が求められます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
国際感覚に優れた人材が豊富で国際交流が盛んなまち 

・海外姉妹都市および国際友好都市との交流を推進します。 

・異文化に対する相互理解と市民の国際化に対する意識醸成に努め、市民レベルでの国際交流

活動を促進します。 

・外国人居住者にとって住みやすく、安心して生活できる環境づくりを推進します。 
 

※ＣＩＲ：Cordinator for International Relations（国際交流員）の略。国際交流活動を行うため、自治体に配置されている。 

※ワークショップ：所定の課題について事前研究の結果等を持ち寄って意見や情報を出し合い、グループでまとめる会議方法の

こと。 

・ホームページの多言語化            ・黒部市観光パンフレットの外国語版の作成 

・黒部宇奈月温泉駅広場に姉妹都市・友好都市紹介タイルを設置   

・新庁舎に姉妹・友好都市の紹介コーナーを設置                 等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①国際交流活動推進事業 

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 

◆海外姉妹都市・国際友好都市との交流推進 
  三陟市とのマラソン選手の相互派遣、海外姉妹都市との交流促進 等 

○ ○ 市 
・中学校 

・姉妹都市事業推進委員会 

◇国際交流活動の充実 
  国際交流員の配置、保育所・幼稚園等への多文化交流支援 等 

○ ○ 市・その他 

・国際交流団体 

・日本語教室 in 黒部 

・保育所、幼稚園 
 

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） 

国際交流団体数 団体 26 28 30 累計 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・国際交流事業に積極的に参加し、国際理解を深めましょう。 

・国際感覚をもち、地域社会や国際社会に貢献できる意識を育みましょう。 

・市内在住の外国人と地域住民とがふれあう場を提供し、交流を深めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・多言語化など、外国人にとって住みやすい環境づくりに努めましょう。 

 

 

■国際協定等の締結状況■ 

協定等の名称  

締結日 相手方 

●姉妹都市交流  

1970年(昭和 45 年)９月 10日 オランダ王国スドウエスト・フリースラン

市（旧スネーク市） 

1977年(昭和 52 年)５月 10日 

 

アメリカ合衆国メーコン・ビブ郡（旧メー

コン市） 

●国際交流都市間公務員相互派遣に関する協定 

1998年(平成 10 年)11 月４日 大韓民国三陟市 

●スポーツ（マラソン）相互交流に関する協定 

2002年(平成 14 年)４月 26日 大韓民国三陟市 

●国際医療交流協定  

2003年(平成 15 年)11 月５日 アメリカ合衆国マーサー大学医学部・ナビ

センヘルス（中央ジョージア医療センター） 

 

 


