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資料編１．総合振興計画策定の基本方針 

 

（１）計画策定の目的 

第１次総合振興計画の取組を総括するとともに、さらなる飛躍を目指し、これからのまちづ

くりを総合的かつ計画的な行財政運営を図るための方策を示し、市民と共有し、協働して実践

していくための、新たな指針として、2018 年度（平成 30 年度）から始まる「第２次黒部市総

合振興計画」の策定を目的とします。 

 

【計画策定における３つのポイント】 

ポイント１：第１次総合振興計画からのステップアップ 

ポイント２：最上位計画として、他の計画の包括及び連動 

ポイント３：大綱の見直しと簡素で分かりやすい体系 

 

【計画策定における３つの視点】 

視点１：コンサルに頼らない市民と行政の知恵を結集した手づくり型の計画（市民との協働） 

視点２：ＫＰＩとＰＤＣＡによる進捗管理と事業改善の仕組みの構築（成果目標と評価） 

視点３：財源見通しに基づく計画性と実効性の確保（実効性重視、予算等との連動） 

（２）計画の位置づけ 

本市の最上位計画となる総合振興計画(基本構想・基本計画)は、本市の新たなまちづくりを

導き実現していくための総合的な指針と位置づけ、その実効性が確保されるものとします。 

また、第２次黒部市総合振興計画を基にして、分野別の各種プランや個別計画を検討、立案

することにより体系化を図りつつ、将来像の実現に向けたまちづくりを実践していくこととし

ます。 

（３）計画の名称 

「第２次黒部市総合振興計画」とします。 

（４）計画の構成と期間 

第２次黒部市総合振興計画は、基本構想・基本計画および実施計画の３層構成とします。 

項 目 計画期間 

計画開始年度 2018年度（平成 30年度） 

計画目標年度 2027年度（平成 39年度） 

計
画
期
間 

基本構想 2018年度（平成 30年度）から 2027年度（平成 39年度）の 10年間 

前期基本計画 2018年度（平成 30年度）から 2022年度（平成 34年度）の５年間 

後期基本計画 2023年度（平成 35年度）から 2027年度（平成 39年度）の５年間 
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（５）計画策定の推進体制 

黒部市総合振興計画審議会条例に基づき、計画策定の推進体制を下記のとおりとします。 

組織 検討内容とメンバー構成 備考 

総合振興計画審議会 
◇総合振興計画（基本構想・基本計画）の取りまとめに向けた審

議､市長への答申 

メンバー：学識経験者、各種団体代表、公募市民（50名以内） 

総合振興計画

の諮問機関 

 部  会 
◇６つの部会体制による具体的計画内容の審議 

（委員はすべていずれかの部会に所属） 
 

 
専門委員 

◇部会審議における専門的なアドバイス等 

メンバー：専門知識を有する者 
 

 
幹  事 

◇審議会の円滑な運営協力 

 メンバー：策定委員会委員 
 

総合振興計画策定委員会 ◇庁内における計画案の検討、原案決定 

メンバー：副市長、教育長、病院長、部長職等 

審議会幹事を

兼ねる 

 
計画主任会議 

◇審議会の部会と連動する分科会を構成し、所属課の所掌事務に

係る計画素案の作成及び施策目標の設定 

メンバー：課等の長 ６分野で構成 

ワーキンググループ ◇必要な調査、資料収集、検討シートの内容確認・修正等 

メンバー：主幹、課長補佐、係長、主査等 

 

（６）策定課程における市民参画 

第１次黒部市総合振興計画と同様にアンケート調査をはじめ、市民を交えた施策の素案づく

り、広報やホームページを活用した情報提供等の市民参画体制を構築しながら計画策定を進め

ます。 

項 目 計画期間 

審議会 公募により市民代表者を選出し、計画の調査・協議・検討を行う。 

住民アンケート調査 
市民・学生・転出者を対象に、現状の満足度や今後の重要施策、将来像などの意

向を調査し、計画に反映させる。 

タウンミーティング 計画の策定にあたって、より多くの市民の各施策に対する提言を求める。 

パブリックコメント 
広報やホームページを活用し、市民からの意見、要望等を公募し、計画策定に反

映する。 

情報公開 
広報やホームページで計画の策定状況（審議概要・アンケート結果）などを掲載

し、継続 的に計画策定に関する情報を提供する。 

 

（７）事業評価の継続について 

「限られた財源でより効果的な施策の展開」を実行していくため、第１次総合振興計画と同

様に、各施策が果たすべき成果指標の設定や進捗評価、改善プロセスを重視した事業評価シス

テムを継続して実施します。 
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資料編２．総合振興計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織 検討内容とメンバー構成 備考 

総合振興計画審議会 
◇総合振興計画の取りまとめに向けた審議､市長への答申 

メンバー：委員（学識経験者､各種団体代表、公募市民(50名以内)） 

専門委員、幹事(策定委員会委員) 

総合振興計画

の諮問機関 

 部会 ◇部会体制による具体的計画内容の審議 

メンバー：審議会委員、専門委員、幹事(策定委員会委員) 

 

 第１部会 自然環境や防災・防犯等の安全に関する内容を検討  

 第２部会 地域産業や観光振興に関する内容を検討  

 第３部会 都市基盤に関する内容を検討  

 第４部会 福祉・保健・医療等に関する内容を検討  

 第５部会 学校教育や生涯学習、文化・スポーツ等に関する内容を検討  

 第６部会 協働型まちづくり、行財政等に関する内容を検討  

総合振興計画策定委員会 ◇庁内における計画案の検討、原案決定 

メンバー：副市長、教育長、病院長、部長職等 

審議会幹事を

兼ねる 

 
計画主任会議 

◇審議会の部会と連動する分科会を構成し、所属課の所掌事務に係る計画

素案の作成及び施策目標の設定 

メンバー：課等の長 ６分野で構成 

ワーキンググループ ◇必要な調査、資料収集、検討シートの内容確認・修正など 

メンバー：主幹、課長補佐、係長、主査等 

 

●アンケート調査 

・市民、中高生 

・転出者 

●ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

●広報・HP 

等 

市民参画 

市 長 

 

 

議  会 

 

報告 

第１部会（環境・安全） 

意見 
諮問 答申 

第２部会（産業・観光） 第３部会（都市基盤） 

第４部会（健康・福祉） 第５部会（教育・文化） 第６部会（協働・行財政） 

 

①環境・安全分科会 ②産業・観光分科会 ③都市基盤分科会 

④健康・福祉分科会 ⑤教育・文化分科会 ⑥協働・行財政分科会 

ワーキンググループ（職員） 

計画主任会議（職員） 

総合振興計画策定委員会（副市長、教育長、病院長、部等の長） 

総合振興計画審議会（委員・専門委員・幹事） 

 

原案の審議・意見・修正等の指示 

 

原案の提示・審議会意見等の反映 

事務局（企画政策課） 

（策定方針、スケジュール、資料収集、進捗管理 等） 
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資料編３．計画策定の主な経過 

 
年 月 審議会 市議会 庁内推進体制 市民参画等 

２
０
１
６
年
（
平
成
２
８
年
） 

４月     

５月     

６月     

７月 
  第１回策定委員会（29） 住民意向調査実施（15～） 

審議会公募委員の募集(22) 

８月 

  第１回計画主任会議(9) 
第１回ワーキンググループ

会議（10） 
第２回策定委員会（18） 
第２回ワーキンググループ

会議（31～9/1） 

 

９月 
第１回全体会（29） 
・計画策定の諮問等 

 第３回策定委員会（6） 
第４回策定委員会（26） 

 

10月 

  第３回ワーキンググループ
会議（17～20） 
第２回計画主任会議 

（31～11/2） 

 

11月 
第１回部会（24～12/1） 
・第１次計画の成果、施策の

現状・課題等 

  
第５回策定委員会（15） タウンミーティング（22） 

12月 

 

第２次総合振興計画検討 
特別委員会（16） 

第４回ワーキンググループ

会議（5） 
第５回ワーキンググループ
会議（20～21） 

 

２
０
１
７
年
（
平
成
２
９
年
） 

１月 
第２回部会（26～2/1） 
・施策体系（案）及び重点メ

ニュー等 

第２次総合振興計画検討 
特別委員会（20） 

第３回計画主任会議 
（6～11） 

第６回策定委員会（17） 

 

２月 
第２回全体会（23） 
・基本構想中間報告（案）等 

第２次総合振興計画検討 
特別委員会（21） 

第７回策定委員会（14）  

３月 
基本構想中間報告の提出（8） 第２次総合振興計画検討 

特別委員会（17） 
第６回ワーキンググループ
会議（21～22） 

基本構想中間報告に関する
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施 

（21～4/20） 

４月 
第３回全体会（27） 
・前期基本計画の構成等 

 第４回計画主任会議 
（12～14） 

第８回策定委員会（19） 

 

５月 

  第７回ワーキンググループ
会議（17～19） 

第５回計画主任会議 
（31～6/2） 

 

６月 
第３回部会（28～7/6） 
・施策区分別個別事業等 

第２次総合振興計画検討 
特別委員会（15） 

第９回策定委員会（5） 
第 10回策定委員会（21） 

 

７月 
第４回部会（27～8/2） 

・基本構想（継続審議事項） 
・前期基本計画（素案） 

 第 11回策定委員会（24）  

８月 

第４回全体会（24） 
・基本構想最終答申（案） 
・前期基本計画中間報告（案） 

基本構想（案）答申・前期基
本計画中間報告提出（29） 

 第 12回策定委員会（18）  

９月 

 第２次総合振興計画検討 

特別委員会（15） 
本会議において基本構想に
係る議案可決(26) 

 前期基本計画中間報告に関

するﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施 
（15～10/16） 

10月 
第５回部会（30～11/2） 
・前期基本計画（案） 

 第 13回策定委員会（25）  

11月 
第５回全体会（16） 
・前期基本計画最終答申(案) 

 第 14回策定委員会（10）  

12月     
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資料編４．黒部市総合振興計画審議会 

 

（１）総合振興計画審議会への諮問 

 



 

 

第２次黒部市総合振興計画 

 

 



 

 

資料編 

 

 



 

 

第２次黒部市総合振興計画 

 

 



 

 

資料編 

 

（２）市長への答申 
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前期基本計画の答申書 
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（３）総合振興計画審議会条例 

平成 18年 3月 31日 

黒部市条例第 14号 

 

(設置) 

第 1条 黒部市の施策の総合的かつ基本的な計画(以下「総合

振興計画」という。)の策定のため、黒部市総合振興

計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合振興計画の策定

に関し、調査審議するものとする。 

(組織) 

第 3条 審議会は、委員 50人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任

命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 前 2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

3 第 1項に定めるもののほか、特別な事項を審議する

ため、審議会に専門委員を置くことができる。 

(委員の任期) 

第 4条 前条第 1項に定める委員の任期は、総合振興計画に

関する答申が終了したときまでとする。 

2 前条第 3項に定める専門委員は、特別な事項に関す

る審議が終了したときに委嘱を解かれたものとみ

なす。 

(会長及び副会長) 

第 5条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指

名する。 

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。 

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又

は欠けたときは、その職務を代理する。 

5 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ

会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

(会議) 

第 6条 審議会は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開

くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

(部会) 

第 7条 審議会に部会を置くことができる。 

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに

当たる。 

4 部会長は、部会事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指

名する委員がその職務を代理する。 

(幹事) 

第 8条 審議会に幹事若干人を置く。 

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 

(庶務) 

第 9条 審議会の庶務は、総務企画部企画政策課において行

う。 

(委任) 

第 10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し

必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成 18年 3月 31日から施行する。 
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（４）総合振興計画策定委員会規程 

平成 18年 8月 21日 

黒部市訓令第 64号 

本庁 

出先機関 

 

(設置) 

第 1条 黒部市総合振興計画の策定にあたり、黒部市総合振

興計画審議会条例(平成 18年黒部市条例第 14号)に

基づき設置される総合振興計画審議会の審議の協力

及び諮問案作成を円滑に行うため、黒部市総合振興

計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置す

る。 

(組織) 

第 2条 委員会は、委員長、委員長代理及び委員をもって組

織する。 

(委員長等) 

第 3条 委員会の委員長は副市長、委員長代理は総務企画部

長をもって充てる。 

2 委員会の委員は、教育長、市民病院長及び部等の長

の職にある者をもって充てる。 

3 委員長は、必要に応じ会議を招集し、その運営にあ

たるものとする。 

4 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

(平 19 訓令 2・平 20 訓令 4・平 24 訓令 2・平 27 訓令 7・一部改正) 

(補助組織) 

第 4条 委員会に補助組織として計画主任会議及びワーキン

ググループを置く。 

(計画主任会議) 

第 5条 計画主任会議の構成員は、課等の長の職にある者の

うちから市長が任命する。 

2 計画主任会議に、計画素案の作成に関し必要な事項

を部門別に調査審議するため分科会を置く。 

3 分科会の構成員は、委員長が指名する。 

4 分科会に分科会長を置き、委員長の指名する者がこ

れにあたる。 

5 分科会長は、分科会を統括する。 

 

6 分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長

が指名する者がその職務を代理する。 

(ワーキンググループ) 

第 6条 ワーキンググループ員は、職員のうちから市長が任

命する。 

2 ワーキンググループは、計画素案の作成に関し必要

な調査、資料収集及び協力等を行うものとする。 

3 ワーキンググループの統括は、総務企画部企画政策

課長が行うものとする。 

(平 24 訓令 2・平 27 訓令 7・一部改正) 

(庶務) 

第 7条 委員会の庶務は、総務企画部企画政策課において行

う。 

(平 24 訓令 2・平 27 訓令 7・一部改正) 

(その他) 

第 8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この訓令は、公表の日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 28日訓令第 2号) 

この訓令は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 3月 25日訓令第 4号) 

この訓令は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 30日訓令第 2号) 

この訓令は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 31日訓令第 7号) 

この訓令は、平成 27年 4月 1日から施行する。 
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（５）総合振興計画審議会委員および専門委員名簿 

①審議会委員 

項目 氏名 所属団体 所属部会 

会  長 秦  正徳 国立大学法人富山大学 第６部会（協働・行財政） 

副 会 長 
池田 宏 黒部市公民館連絡協議会 第５部会（教育・文化） 

(三井 適夫) (特定非営利活動法人黒部まちづくり協議会) 第３部会（都市基盤） 

部 会 長 

川添 安裕 黒部市環境衛生協議会 第１部会（環境・安全） 

森野 泰夫 くろべ漁業協同組合 第２部会（産業・観光） 

大辻 菊美 民生委員児童委員協議会 第４部会（健康・福祉） 

中山 慶一 黒部市芸術文化協会 第５部会（教育・文化） 

矢倉 良彦 黒部金融協会 第６部会（協働・行財政） 

秋月 有紀 国立大学法人富山大学 第３部会（都市基盤） 

副部会長 

川田 邦夫 日本黒部学会 第１部会（環境・安全） 

植木 眞人 黒部市観光ガイド連絡協議会 第２部会（産業・観光） 

川村 昭一 黒部川左岸土地改良区 第３部会（都市基盤） 

松井 敏昭 黒部市社会福祉協議会 第４部会（健康・福祉） 

米屋 正弘 公益財団法人黒部市体育協会 第５部会（教育・文化） 

河田 稔 

(岩井 憲一) 
黒部市自治振興会連絡協議会 第６部会（協働・行財政） 

委  員 

河村 隆志 新川森林組合 第１部会（環境・安全） 

伊東 壽男 黒部名水会 第１部会（環境・安全） 

平野 俊二 黒部市交通安全協会 第１部会（環境・安全） 

飛弾 憲行 黒部市消防団 第１部会（環境・安全） 

水原 登志子 立山黒部ジオパーク協会 第１部会（環境・安全） 

濱田 政利 宇奈月温泉旅館協同組合 第２部会（産業・観光） 

川端 康夫 黒部商工会議所 第２部会（産業・観光） 

福島 孝 黒部市農業協同組合 第２部会（産業・観光） 

坂井 英次 一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局 第２部会（産業・観光） 

岡田 幸満 黒部市農業振興協議会 第２部会（産業・観光） 

大愛 富美子 黒部市建設業協会 第３部会（都市基盤） 

石倉 慎也 

(鵜殿 裕) 
株式会社日本政策投資銀行富山事務所 第３部会（都市基盤） 

中田 哲二 富山県司法書士会 第３部会（都市基盤） 

原  恵美 特定非営利活動法人黒部まちづくり協議会 第３部会（都市基盤） 

菅野 宏美 黒部市食生活改善推進協議会 第４部会（健康・福祉） 

藤森 正記 黒部地区医師会 第４部会（健康・福祉） 

稲澤 孝雄 黒部市老人クラブ連合会 第４部会（健康・福祉） 
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項目 氏名 所属団体 所属部会 

委  員 

谷川 博之 富山県男女共同参画推進員黒部市連絡会 第４部会（健康・福祉） 

岩井 清美 黒部市民間保育園園長会 第４部会（健康・福祉） 

中野 得雄 黒部市ＰＴＡ連絡協議会 第５部会（教育・文化） 

高本 一恵 くろべ女性団体連絡協議会 第５部会（教育・文化） 

尾村 国昭 黒部市中学校長会 第５部会（教育・文化） 

飯野 美千代 卑弥呼くろべ 第６部会（協働・行財政） 

岡島 清一郎 

(四月朔日 丈晴) 
公益社団法人黒部青年会議所 第６部会（協働・行財政） 

田尻 佳史 特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター 第６部会（協働・行財政） 

中陳 理恵 公募 第５部会（教育・文化） 

堀池 奈里架 公募 第２部会（産業・観光） 

森下 泰行 公募 第６部会（協働・行財政） 

浦田 幹子 公募 第４部会（健康・福祉） 

 

②専門委員 

氏名 所属機関等 所属部会 

古本 一司 

(藤田 士郎) 
国土交通省黒部河川事務所  第１部会（環境・安全） 

坂田 俊一 

(津田 良夫) 
黒部警察署 第１部会（環境・安全） 

飯田 恒 

(橋本 正義) 
富山県新川農林振興センター 第２部会（産業・観光） 

米田 吉博 富山県入善土木事務所 第３部会（都市基盤） 

山岸 忠政 北陸信越運輸局富山運輸支局 第３部会（都市基盤） 

大江 浩 

(黒澤 豊) 
富山県新川厚生センター 第４部会（健康・福祉） 

上野 郁行 

(丸山 明子) 
富山県東部教育事務所 第５部会（教育・文化） 

宮崎 一郎 

(中谷 明博) 
富山県観光・地域振興局地域振興課 第６部会（協働・行財政） 

 

※2017年（平成 29年）●月答申時による 

※（    ）は前任者 
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資料編５．主な指標と目標値一覧 

 目標とする指標：施策の成果に重点を置き、数値化が可能なものを指標として設定し、それぞ

れの目標ごとに５年後、10年後に達成すべき目標値を示します。 

 

基本方針１ 自然と共生し、安全で安心して暮らせるまちづくり 

NO 主な指標と目標値 
現状 目標値 

H29 H34 H39 

1 黒部峡谷への入山者数（人） 355,346  375,000  400,000  

2 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  

3 公害苦情処理件数（件） 10  8  5  

4 高橋川を愛する会参加者数（人） 120  500  1,000  

5 保安林面積（ｈａ） 5,877  5,882  5,887  

6 里山再生整備事業整備面積（ｈａ） 65  68  71  

7 市内二級河川・準用河川などのＢＯＤ値（ｍｇ/ｌ） 1.6  1.0  0.5  

8 水資源の活用に取り組む企業数（企業） 5  7  10  

9 水力発電施設の整備箇所数（箇所） 4  6  8  

10 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  

11 廃食用油回収量（ℓ） 950  1,100  1,300  

12 一世帯あたりの資源物年間排出量（ｋｇ/人） 107  110  115  

13 市民団体による年間ボランティア清掃実施回数（回） 50  60  70  

14 消防水利（消火栓、貯水槽）の充足率（％） 86  87  90  

15 「消防団応援の店」登録事業所数（事業所） 16  25  35  

16 防災士資格取得支援者数（人） 73  98  123  

17 避難カードの作成（町内） 0  8  13  

18 高齢者運転免許証自主返納支援者数（人） 103  150  200  

19 刑法犯認知件数（件） 127  120  110  

20 消費者生活相談出前講座等の参加人数（人） 330  500  650  
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基本方針２ 地域の活力を生み出す産業育成のまちづくり 

NO 主な指標と目標値 
現状 目標値 

H29 H34 H39 

21 担い手の農地利用集積率（％） 64  75  90  

22 有害鳥獣被害面積（ａ/年） 117  115  57  

23 住宅用材の地元産材利用補助の件数（件/年） 2  3  5  

24 漁獲量（ｔ/年） 532  550  550  

25 食料自給率（％） 83  84  85  

26 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  

27 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  

28 ＵＩＪターン就業支援数（件） 28  40  60  

29 空き店舗への出店者促進支援数（件） 25  35  45  

30 若者・女性の創業支援数 12  25  40  

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

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

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

34 観光客入込数（主要４施設）（人/年） 993,530 1,130,000 1,250,000 

 

基本方針３ 都市基盤の充実した住みやすいまちづくり 

NO 主な指標と目標値 
現状 目標値 

H29 H34 H39 

35 路線バス、コミュニティ交通の利用者数（人/年） 103,000  131,000  134,000  

36 都市計画道路の整備済延長（ｋｍ） 18.8  21.0  22.0  

37 市道の整備済延長（ｋｍ） 332  337  342  

38 市道の整備率(％) 79.8  81.0  82.0  

39 三日市保育所周辺土地区画整理事業仮換地指定率（％） 70  85  100  

40 市営住宅の長寿命化による改修済戸数（戸） 64  144  192  

41 水道普及率（％） 72.4  73.5  76.0  

42 公共下水道整備面積（ｈａ） 795  830  860  

43 汚水処理人口普及率（％） 94.1  96.5  98.5  

44 花と緑の銀行黒部支店のグリーンキーパー数（人） 114  124  134  
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基本方針４ 健やかで笑顔あふれる、ぬくもりのあるまちづくり 

NO 主な指標と目標値 
現状 目標値 

H29 H34 H39 

45 母子健康相談数延べ件数（件/年） 676  700  750  

46 国民健康保険の特定健康診査受診率（％） 44.8  50.0  60.0  

47 国民健康保険の特定保健指導実施率（％） 16.5 18.4 22.1 

48 訪問看護の実利用者数（人/年） 270  320  380  

49 看護師数（人/年） 332  345  345  

50 見守りに携わる実人数（人/年） 1,000  1,200  1,500  

51 ふれあい福祉券の利用割合（％） 24.0  30.0  35.0  

52 要援護高齢者在宅福祉サービスの利用延べ件数（件/年） 3,700  3,800  3,900  

53 地域住民主体の通いの場の参加者数（人/年） 245  700  1,200  

54 認知症サポーター数（人） 2,300  4,600  6,100  

55 地域交流事業の実施回数（回/年） 2  6  12  

56 
子育て支援センターおよび子育て支援室の利用児童延べ人数

（人/年） 
13,668  13,800  14,000  

 

基本方針５ 豊かな心と生きがいを育み、人が輝くまちづくり 

NO 主な指標と目標値 
現状 目標値 

H29 H34 H39 

57 親学び講座参加者数（人/年） 1,051  1,100  1,150  

58 「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  100.0  100.0  

59 学校司書配置充足率（％） 53.8  82.0  100.0  

60 中学３年生の英語検定３級以上の取得率（％） 19.8  40.0  50.0  

61 
社会に学ぶ「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  

62 放課後子ども教室参加者数（人/年） 3,379  3,500  3,600  

63 ふれあい交流館の入館者数（千人/年） 22  23  24  

64 一人あたりの図書貸出冊数（冊） 4.8  5.4  6.0  

65 公民館利用者数（千人/年） 168  170  180  

66 中央公民館の生涯学習サークル登録数（団体） 33  35  38  
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NO 主な指標と目標値 
現状 目標値 

H29 H34 H39 

67 黒部市美術館・吉田科学館の利用者数（千人/年） 48  50  52  

68 国際文化センター・コラーレの利用者数（千人/年） 150  160  170  

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

70 
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  

71 
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

加数（人/年） 
18,042  18,500  19,000  

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

73 国際交流団体数（団体） 26  28  30  

 

基本方針６ 市民と行政がともに支えるまちづくり 

NO 主な指標と目標値 
現状 目標値 

H29 H34 H39 

74 流入・流出人口（人/年） 3,294  3,400  3,500  

75 移住・定住体験施設の利用者数（人/年） 256  450  600  

76 公募提案型協働事業の提案事業数（件/年） 5  10  15  

77 人権啓発活動を実施した回数（回/年） 8  9  10  

78 審議会等への女性登用率（％） 26  27  30  

79 職員出前講座、市長と語る会の参加者（人/年） 2,000  2,250  2,500  

80 Ｗｉ-Ｆｉアクセス箇所数（箇所） 4  8  12  

81 行政改革実行計画に掲げる取組の達成率（％） 今後設定 今後設定 今後設定 

82 実質公債費比率（％） 13.4  16.0以下 17.9以下 

83 一般会計市債残高（臨時財政対策債を除く）（％） 206  222  196  

84 口座振替率（市税）（％） 63  65  67  
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資料編６．用語解説 

 

用 語 説 明 ページ番号 

 

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。 

58 

６次産業化 

第１次産業である農業等の生産物を加工して、販売までを一元的

に実施する産業のこと。加工することが第２次産業、販売するこ

とが第３次産業となるため、１と２と３を足し、もしくは掛けて

第６次産業と呼ばれる。 

39,70,72 

ＡＩ（人工知能） 

「Artificial Intelligence（人工知能）」の略。学習、推論、判

断といった人間の知能が持つ機能を備えたコンピュータシステ

ム。 

10 

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。 
120,121,131 

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。 
56 

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。 
131 

ＧＡＰ 

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。取組のレベルにより GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、

JGAPがある。 

70 

ＩＣＴ（情報通信

技術） 

「Information and Communication Technology（情報通信技術）」

の略。コンピュータやインターネットの進化と広がりで、工学的

技術から人文、社会科学、企業経営やコミュニケーションまで、

その応用範囲を広げている技術・手法の総称。 

10,69,143 

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。 

47,103,113,13

7,138 

ＵＩＪ夕一ン 

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。 

74,76,135 

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。 

79,143,144 

あ 
生きる力 

文部科学省の提唱する、変化の激しいこれからの社会を生きる子

どもたちに身につけさせたい「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健

康と体力」の３つの要素からなる力。 

10,27 

インバウンド 訪日外国人のこと。 79,143 

インフラ 
「infrastructure（インフラストラクチャー）」の略。水道や道路、

電力網などの社会基盤のこと。 
39 

遠方監視施設 
制御所から遠方に設置された施設および設備機器を監視・制御す

ることができる施設。 
91 
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用 語 説 明 ページ番号 

か がん診療連携拠点

病院 

専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、

がん患者に対する相談支援及び情報提供等を行う病院。 
100 

起業 新たに事業を手がけること。 
25,30,35,43,7

4,75,76 

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。 

120 

協働 
行政や地域団体、企業など、複数の主体が共通の目標に向かって

役割分担を明確にして、対等の立場で協力し活動すること。 

1,20,27,34, 

44,51,53,64, 

86,95,106, 

137,138 

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。 
79 

グループホーム 
障がいのある人や認知症の高齢者等が支援・相談を受けながら共

同生活を営む施設。 
109 

グローバリゼーシ

ョン 

社会的・経済的な関連が、国家や地域などの境界を超えて、地球

規模に拡大して様々な変化を引き起こす現象。 
9,10 

グローバル社会、

グローバル化 

政治・経済・文化などの仕組みが国を超えて全世界的規模で拡大

する社会や進展すること。 
1,27,131 

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] 

120 

黒部ルート 

黒部峡谷鉄道欅平駅から黒部ダムに至る物資輸送ルート。工事関

係者など限定者以外は通行できないが、この黒部ルートの一般開

放に向け関係機関等が協議を進めている。 

38,79 

健康寿命 健康上の問題がない状態で日常生活をおくれる期間。 26 

合計特殊出生率 
女性が出産可能な年齢を 15 歳から 49 歳と規定し、一人の女性が

一生に産む子どもの数の平均を示したもの。 
35 

交流人口 
その地域に居住する「定住人口」に対し、観光客やビジネス客の

ように他地域からやってきて地域活性化に結びつく人の数。 

7,20,25,34, 

44,135,136 

コーホート要因法 
男女別の５歳階級ごとに時間変化（出生・死亡・移動）を軸に人

口の変化を把握する手法で、社人研（厚生労働省）の推計法。 
36 

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。 

66,84 

コミュニティバス 
地域住民の交通利便性向上のため、自治体や NPO 等が主体となっ

て運行するバス。 
26,66,83 

さ 

災害拠点病院 

県内や近県で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する

適切な医療を確保することが困難な状況となった場合に、富山県

知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行う

病院。 

100 

再生可能エネルギー 

資源が有限で枯渇性の石炭・石油などの化石燃料や原子力とは異

なり、太陽光・太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、自

然現象のなかで更新されるエネルギー。 

8,25,29,57, 

58,59 



 

 

資料編 

 

用 語 説 明 ページ番号 

さ 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。 
72 

ジオパーク 

「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公園（パーク：Park）」とを組み

合わせた言葉で、「大地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、

丸ごと楽しむことができる場所をいう。 

29,38,43,49, 

50,55,78 

自主防災組織 
災害の被害を予防・軽減するために活動する地域住民主体の任意

団体をいう。 
43,62 

自治体クラウド 
住民情報等を民間のデータセンターに移し、インターネット上の

サーバーを介してサービスを受けられる環境のこと。 
143 

実質公債費比率 

自治体の収入に対する借金返済額の比率であり、財政の健全度を

示す指標のひとつ。公債費の増により財政の硬直化が増すと数値

が高くなる。 

148 

指定管理 
民間事業者を含めた幅広い団体が「公の施設」を市に代わって管

理運営すること。 
145,146 

清水 

黒部川扇状地の扇端部に位置する生地地区で湧き出す湧水のこ

と。生地地区では「しょうず」と呼び、21か所の清水スポットが

今でも生活に利用されている。 

23,40,41,77 

循環型社会 

大量生産・大量流通・大量消費・大量廃棄という社会システムの

反省に立ち、製品の再生利用や再資源化を進め、持続的な発展が

可能な、地球環境にやさしい暮らし方を実現する社会システム。 

8,25,28,29, 

57,58,60 

浚渫
しゅんせつ

 
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。 
51 

小水力発電 
ダムのような大規模な施設を使用せず、小河川、用水路、水道施

設などを利用して行う小規模な水力発電のこと。 
39,57 

常備消防 
市町村に設置された消防本部および消防署をさし、専任の職員が

勤務している。消防団は非常備消防という。 
43,62 

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。 
70,72,119,121 

新工ネルギー 

石油や石炭に代わる環境負荷の少ないエネルギー。新エネルギー

法において、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電、温度差エ

ネルギーなどのほか、燃料電池、メタノール、石炭液化等の新し

い利用形態のエネルギーが対象とされている。 

14,15,18 

人口置換水準 
人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率の

水準のこと。 
35 

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 61 

スタディ･メイト 
特別支援教育支援員のこと。授業中の学習支援や校外活動時の引

率補助等を行う。 
119,120 

扇状地ネット 

下新川郡医師会と黒部市民病院が構築した「新川地域医療情報連

携ネットワーク)の呼称。黒部市民病院での診療情報を患者さんの

同意のもと、インターネット回線を利用して他の医療施設で参照

することができ、情報を共有し自施設の診療に反映させることで、

安全で高品質な医療を提供し、地域医療の質の向上を目指すシス

テム。 

99 
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用 語 説 明 ページ番号 

さ 

世界文化遺産 

ユネスコの世界遺産の分類のひとつで、ほかには自然遺産、複合遺

産がある。文化遺産は建築物や遺跡などで顕著な普遍的価値が世界

遺産委員会で認められたもので、2017 年７月現在、日本で 17 遺

産が登録されている。 

38 

総合土砂管理 

森林を含む山地部、山麓部、平野部、河口・海岸部などにおける堆

積・侵食などの土砂にかかわる環境面も含めた問題に対して、自然

との調和を図った総合的な土砂管理。 

43,51,52 

た 第１次産業 農業・林業、漁業をいう。 5 

第２次産業 鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業をいう。 5 

第３次産業 

第１次産業、第２次産業以外の産業であり、電気・ガス・熱供給・

水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・

保険業、不動産業・物品賃貸業、教育・学習支援業、医療・福祉、

各種サービス業などをいう。 

5 

滞在型観光 
一箇所に滞在し、そこを拠点として周辺の観光を楽しむレジャー形

態。 
25 

多文化共生 
国籍や民族などの異なる人々が、文化的な違いを認め合い、対等な

関係を築きながら、共に生活していくこと。 
33,131 

団塊の世代 
戦後のベビーブーム時代といわれる昭和22年から24年ごろに生ま

れた世代。 
106 

男女共同参画 
男性と女性が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かちあい、性

別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮すること。 

28,34,44, 

139,140 

地域おこし協力

隊 

地方自治体が都市住民を受入れ、地域おこし協力隊員として委嘱

し、一定期間以上、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の

生活支援などの各種の地域協力活動に従事してもらいながら、地域

への定住・定着を図る取組。 

137,138 

地域包括ケアシ

ステム 

地域住民に対し、保健サービス、医療サービスおよび在宅ケア、リ

ハビリテーション等の介護を含む福祉サービスを、関係者が連携・

協力して、地域住民のニーズに応じて一体的・体系的に提供する仕

組みのこと。 

26,106,108 

地球温暖化 

地球の表面気温が上昇して気候が変わってしまう現象。二酸化炭素

などの温暖化をもたらす気体を温室効果ガスといい、二酸化炭素以

外にメタンや亜硫酸窒素などがある。 

8,50,57 

地産地消 
「地元生産・地元消費」の略。地元で生産されたものを地元で消費

すること。地元産品を見直し、地域の活性化を図る運動。 
25,30,70,72 

超高齢社会 

世界保健機構(ＷＨＯ)の規定では、総人口に占める高齢者(65歳以

上人口の割合が 21％超の社会をいう。医療水準が高く平均寿命の

長い日本は、既に超高齢化社会に突入しており、対策が急務となっ

ている。 

8 

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。 60 

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）。 

66,83,84 

電子自治体 
情報基盤やインターネットなどを活用しオンラインで市民サービ

スの提供や行政業務を行う自治体の取組。 

34,44,143, 

144 

道路ストック 
これまでに整備された道路舗装、道路橋、トンネル、標識、照明な

どをいう。 
31,44,87 
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用 語 説 明 ページ番号 

な 
認知症 

脳や身体の疾患が原因で記憶・判断力等の障害がおこり、生活す

るうえで支障が出ている状態のこと。 
44,106,107 

ネグレクト 
無視すること。ないがしろにすること。乳幼児に対する適切な養

育を放棄すること。 
117 

ノーマライゼーシ

ョン 

障がい者や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の

整備，実現を目指す考え方。 
109 

は パークアンドライ

ド 

自宅から最寄りの駅または停車場まで自家用車を運転して行き、

車を駐車場に入れてから公共の交通機関に乗継ぐ移動方式。 
83 

バイオマスエネル

ギー 

化石資源を除く再生可能な生物由来の有機資源で、薪炭・稲わら・

製材くず等の農林資源，古材等の産業廃棄物，都市ごみ，し尿，

畜産廃棄物等を利用し、液化、ガス化によりエネルギーとして活

用する。 

29,43,57,58,

59,60 

花と緑の銀行 
花と緑に満ちた潤いのある社会になるよう、花と緑の県づくりを

進める富山県独自の団体として、昭和 48年に設立された。 
95,96 

バリアフリー 

段差や仕切りをなくすなど、障がい者や高齢者が日常生活をおく

るうえで不便な障害となっていることを除去し、安心して暮らせ

る環境をつくること。 

15,18 

半定住 
特定のシーズンや週末などに主たる居住地から移動して生活する

居住の形態。二地域居住ともいう。 

34,44,135,13

6 

ブラッシュアップ 一定のレベルに達した状態からさらに磨きをかけること。 40 

ヘイトスピーチ 

憎悪をむき出しにした発言。特に、公の場で、特定の人種・民族・

宗教・性別・職業・身分に属する個人や集団に対してする、極端

な悪口や中傷のこと。 

139 

ま 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。 
57 

や 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。 
78 

ら ライフスタイル 
生活様式・暮らし方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた

個人の生き方。 
9 

ライフステージ 

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期等

のそれぞれの段階のこと。家族については新婚期・育児期・教育

期・子独立期・老夫婦期等に分けられる。 

99 

流入・流出人口 
15歳以上の通勤・通学者について、市内に入ってくる人数と市外

へ出ていく人数の差のこと。 
136 

わ 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。 
131 

ワーク・ライフ・

バランス 

「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させら

れるように職場や社会環境を整えること。 
139 

 


