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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。

６
つ
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ま
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く
り
の
基
本
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
い け す

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や講演会の開催 

・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 

 

欅平ビジターセンターでの自然解説 

黒部川の水質調査 
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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 

・宇奈月方面山岳遭難対策協議会 

◇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 

・富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会 

・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。 
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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、水辺･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
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。

・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 

 

宇奈月ダム 

河川美化活動 

生地地区の高波 
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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  

 

③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 

◇水辺･親水空間の整備促進 
  黒部川環境整備 

○ ○ 国・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） 

高橋川を愛する会参加者数 人/年 120 500 1,000 累計 

 

④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 

 

全国植樹祭参加者による記念植樹 

治山工事 
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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 

○ ○ 県・市  

◇水源涵養の推進 
  水源森林総合整備事業 

○ ○ 県・市 ・森林組合 

◇保安林改良の推進 
  保安林改良事業 

○ ○ 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） 

保安林面積 ｈａ 5,877 5,882 5,887  

 

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 

○ ○ 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） 

里山再生整備事業整備面積 ｈａ 65 68 71  

 

【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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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 

 

くろべ水の少年団 

生地の共同洗い場 
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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 
・黒部名水会 

◇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 

・黒部名水会 

◇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 

・くろべ水の少年団 
 

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  

 

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の改良や新商品の開発 

○ ○ 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  

 

【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。 

下水道バイオマスエネルギー利活用施設 

小水力発電施設 



 

58 

第２次黒部市総合振興計画 

 

○３Ｒ※（リデュース・リユース・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※（リデュース・リ

ユース・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 

 

不法投棄現場 

リサイクルステーション 
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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 

・民間団体 

 

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） 

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 

 

消防訓練 

自主防災会の防災訓練 
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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  

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支援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。 

『飲酒運転追放』交通安全キャンペーン 

青パトによる防犯パトロール 
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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 

 

消費生活相談 



 

65 

第３部 前期基本計画 

 

【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支援事業、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支援者数 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■ 

 

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） 





 

 

 

 

 

 

 

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 
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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。 

コシヒカリの収穫 

森林環境の整備 
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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、生地の塩物、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、道の駅の設置などＰＲ強化による

ブランド力の向上、ＧＡＰ※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。 

※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。 

・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 

 

特産品 

水産物地方卸売市場 
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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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第２次黒部市総合振興計画 

 

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。 

・地元産農林水産物を選択し消費する地産地消※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。 

・直売施設等多様な販売先への供給に向け、野菜や地域特産品の生産拡大に努め

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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第３部 前期基本計画 

 

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 

 

市内の工場集積 

黒部市合同企業説明会 
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第２次黒部市総合振興計画 

 

【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  

 

① 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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第３部 前期基本計画 

 

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 

 

くろべフェア 

くろべ食堂 
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第２次黒部市総合振興計画 

 

【施策の内容】 

②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 35 45 累計 

若者・女性の創業支援数 件 12 25 40 累計 

 

③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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第３部 前期基本計画 

 

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。 

タイでのプロモーション活動 

富山地方鉄道宇奈月温泉駅 
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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、道 

の駅での観光情報の発信など、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 

 

地域観光ギャラリー(観光案内) 

出向宣伝活動 
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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 





 

 

 

 

 

 

 

第第３３章章 

都都市市基基盤盤のの充充実実ししたた住住みみややすすいいままちちづづくくりり  

 

 

 

 

 

 

 

【施策区分】 

①公共交通対策の推進 

②道路の整備 

③市街地・住宅の整備 

④水道の整備 

⑤下水道の整備 

⑥公園・緑地の整備 
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３－１ 公共交通対策の推進 

 

【現況と課題】 

○鉄道駅周辺の整備 

2015年（平成27年）３月に北陸新幹線が開通し、黒部宇

奈月温泉駅が新設されました。本市では、駅舎をはじめ東

口広場や多目的広場、パークアンドライド※駐車場、ふれあ

いプラザ、地域観光ギャラリー、新幹線駅と富山地方鉄道

新黒部駅間をつなぐ歩行者デッキなど、広域交流の拠点と

なる駅周辺整備に取り組んできました。 

今後も、県東部の玄関口としてふさわしい新幹線駅周辺 

のにぎわい創出を進めるほか、あいの風とやま鉄道や市内に16駅を有する富山地方鉄道の駅舎お

よび周辺施設の整備に努め、交通拠点としての機能性、快適性の向上の推進が求められます。 

○公共交通環境の改善と利用促進 

北陸新幹線開業を契機に、路線バスの新規運行やルート 

・ダイヤの見直し、コミュニティバス※、デマンドタクシー

※の導入等による地域交通ネットワークを整備し、公共交通

の利便性向上と利用促進に取り組んできました。しかしな

がら、利用状況は低調に推移しており、生活路線として維

持していくことが困難な状況にあります。 

一方で、高齢化の進行や安全意識の高まりにより、公共

交通に対する需要が高まることが想定されます。 

今後、地域の実情に応じて公共交通の利用環境を改善しつつ、市民や来訪者への利用促進を進

め、利用者の増加に努めていく必要があります。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
新幹線と連携した公共交通ネットワーク充実のまち 

・黒部宇奈月温泉駅周辺において、駅利用者の利便性向上とにぎわい創出を推進します。 

・あいの風とやま鉄道および富山地方鉄道本線の利用環境を改善し、利用を促進します。 

・各地区の地域特性を踏まえ、バス交通網の最適化と利用環境の改善を図り、市民の利用を促

進します。 

 

※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

・新幹線新駅（黒部宇奈月温泉駅）周辺整備  ・富山地方鉄道「新黒部駅」の整備  等 

これまでの主な取組 

 

路線バス（新幹線市街地線） 

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅 
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【施策の内容】 

①駅周辺整備事業 

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 

◇駅周辺の土地利用の規制・誘導 
  駅周辺の適切な土地利用の誘導 

○ ○ 市  

◆あいの風とやま鉄道黒部駅周辺整備 
  都市施設の整備 

○ ○ 市  

 

②公共交通対策事業 

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 

◆地域交通ネットワークの整備推進 
  路線バス等の運行支援、公共交通ネットワークの再編 等 

○ ○ 市 
・運行事業者 

・黒部市公共交通戦略推進協議会 等 

◆公共交通の基軸となる鉄道の環境整備 
  あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道への支援 

○ ○ 市 
・あいの風とやま鉄道（株） 

・富山地方鉄道（株） 

◆公共交通の利用促進 
  鉄道・路線バス・コミュニティ交通の利用促進、新幹線通勤通学支援 等 

○ ○ 市 

・にいかわプロモーションオーガニゼ

ーション 

・黒部まちづくり協議会 
 

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） 

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 

新幹線市街地線、新幹線生地線、生地循環線、

石田三日市線、池尻線、南北循環線、愛本コミ

ュニティタクシー※、デマンドタクシー※ 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ（役割）】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・便利で安全な、環境にもやさしい公共交通を利用しましょう。 

・マイバス・マイレール意識で地域の公共交通を守っていきましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・出退勤に公共交通利用を取り入れましょう。 
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３－２ 道路の整備 

 

【現況と課題】 

○主要幹線道路等の整備促進 

北陸新幹線開業に合わせ、国道８号入善黒部バイパスの

全区間で暫定２車線による供用が開始されました。また、

黒部宇奈月縦貫道路においては、国道８号入善黒部バイパ

スから市道新堂中新線、県道黒部宇奈月線が暫定２車線で

供用となり、黒部宇奈月温泉駅へのアクセス性が向上して

います。 

今後、国道８号入善黒部バイパスの早期４車線化やその 

沿道における道の駅の整備促進、黒部宇奈月縦貫道路をはじめとした県道の整備促進等により、

安全な道路交通ネットワークの構築と快適な道路交通環境の提供が求められます。 

○幹線道路の整備 

本市の都市計画道路については、新駅中新線が暫定２車

線で供用を開始しており、前沢植木線等において整備を進

め、幹線道路網の充実を図っています。また、前沢植木線

や黒部宇奈月温泉駅周辺道路では、景観等に配慮して道路

の無電柱化を実施しています。 

今後も道路交通の利便性と安全性の向上のため、計画的

な整備推進による早期完成を目指すとともに、長期未着手 

となっている都市計画道路については、社会情勢の変化に応じて見直しを行うなど、再検討する

ことが求められます。 

○安全な生活道路の整備 

本市は、高規格の道路や新設道路は国や県補助を活用し

た整備を実施し、生活道路の改良や舗装等は、市において

順次、整備を進めています。しかしながら、生活道路の改

良や補修に関する地区要望件数は多く、予算面から十分に

対応できていない状況にあります。 

そのため、緊急性や必要性を考慮して、優先順位をつけ

て整備に取り組むとともに、歩行者や自転車利用者を含め、 

適切な道路の維持管理・充実により、安全な道路環境を確保する必要があります。

都市計画道路前沢植木線 

生活道路 

国道８号入善黒部バイパス 
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○雪対策の推進 

本市は、冬期の道路除雪を市民生活や事業活動に支障を

来さないよう、除雪計画に基づき実施し、安全な道路交通

の確保に努めています。また、既設消雪設備の更新、修繕

を年次的に進めています。しかしながら、冬期間における

より快適な通行を確保するため、道路除雪路線の見直しや

除雪機械およびオペレーターの確保が必要とされています

が、除雪委託業者が減少するなど、市民との協働※による除

雪活動の重要性が増しています。 

今後は、地域ぐるみの除排雪活動、道路清掃活動や維持管理体制の確立・支援など、幅広い市

民との協働※による対応を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
安全・安心・快適なみちづくりを進めるまち 

・都市間・地区間の連携強化や幹線道路の渋滞解消のため、体系的な道路ネットワークの強化、

充実を図ります。 

・生活道路の改良や歩行者空間の確保、道路の適切な維持管理によって、安全・安心・快適な

みちづくりを推進します。 

・行政・地域住民・事業者による地域ぐるみの除雪体制の充実を図ります。 

・国道８号入善黒部バイパス暫定２車線での供用開始  

・市道新堂中新線暫定２車線での供用開始       等 

これまでの主な取組 

 

道路除雪 



 

87 

第３部 前期基本計画 

 

【施策の内容】 

①国道・県道整備事業 

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 

◆国道８号バイパスの整備促進 
  国道８号バイパスに係る要望活動 

○ ○ 市 
・朝日滑川間国道・バイパス建設促進

期成同盟会 

◆県道などの整備促進 
  黒部宇奈月縦貫道路など道路整備に係る要望活動 

○ ○ 県・市 

・黒部宇奈月縦貫道路建設促進協議会 

・東部山麓道路建設促進期成同盟会 

・黒部朝日公園線改良促進期成同盟会 

・魚津朝日間湾岸道路建設促進期成同盟会 

・片貝川長大橋建設促進協議会 

・中山田家新線建設促進協議会 

・朝日宇奈月線改良促進期成同盟会 

・富山県道路整備促進協会 

◆道の駅の整備促進 
  道の駅の設計・調査・用地取得および工事の実施 

前期計画期間：2018 年（平成 30 年）～2020年（平成 32 年） 

○ ‐ 国・市 ・全国「道の駅」連絡会 

 

②幹線道路整備事業 

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 

◆都市計画道路の整備推進 
  新駅中新線の整備、前沢植木線の整備 等 

○ ○ 市  

◇道路の無電柱化の推進 
  無電柱化整備の検討 

○ ‐ 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） 

都市計画道路の整備済延長 ｋｍ 18.8 21 22 累計 

 

③生活道路整備事業 

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 

◇市道の改良および舗装の推進 
  市道改良および舗装の整備 等 

○ ○ 市  

◇安心快適な歩行者空間の確保 
  市道の歩道整備 等 

○ ○ 市  

◆道路ストック※の長寿命化 

  道路ストック
※
（橋梁・トンネル等）の点検、修繕 

○ ○ 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） 

市道の整備済延長 ｋｍ 332 337 342 累計 

市道の整備率 ％ 79.8 81.0 82.0 整備済延長／総延長 
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④雪寒対策事業 

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 

◇除雪車両の更新 
  大型除雪機械の更新 

前期計画期間：2019 年（平成 31 年）、2021年（平成 33 年） 

○ ○ 市  

◇消融雪施設の整備 
  既設消雪施設のリフレッシュ 等 

○ ○ 市  

◇地域ぐるみ除排雪活動の推進 
  小型除雪機械の整備 

○ ○ 市 ・自治振興会 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・地域ぐるみの道路清掃や除雪活動に積極的に参加しましょう。 

・自宅前の道路は、自らの手できれいにしましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・道路清掃や除雪などに協力しましょう。 

 

■道路状況（2016年(平成28年).4.1 現在）■ 

区 分 路線数 実延長(ｍ) 舗装率(％) 改良率(％) 

国 道   1   6,671 100.0 100.0 

県 道  21  89,323  99.8  85.4 

市 道 
(都市計画道路含む) 

740 417,026  97.0  79.8 

出典：黒部市 
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整 備 前 整 備 後 

 

３－３ 市街地・住宅の整備 

 

【現況と課題】 

○計画的な土地利用の推進と市街地の整備 

本市の中心市街地周辺には用途地域を設定し、良好な市街地環境の形成や住宅・商業・工業等

の適正な配置による機能的な都市活動の確保に努めています。また、土地区画整理事業を進める

とともに、都市計画道路や区画道路等の都市基盤施設を計画的に整備することにより、適正な市

街化を誘導し、地区に相応しい景観形成と個性豊かなまちづくりを推進しています。 

今後のさらなる人口減少と高齢化社会に向け、医療・福祉施設、商業施設や住宅棟がまとまっ

て立地し、住民が公共交通を利用してこれらの施設にアクセスできるなど、コンパクトなまちづ

くりと公共交通が連携した整備が求められます。 

土地区画整理事業については、移転が必要な物件数が多く、事業が長期化していますが、事業

の推進により居住環境の向上に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○良好な住環境の整備 

公営住宅については、計画的な改修や修繕を行い、施設の長寿命化を図っています。また、良

好な住環境整備に向けて、民間業者や個人による宅地開発への支援、木造住宅の耐震改修や屋根

融雪装置の設置に対する助成等を行っています。 

今後も、公営住宅の施設の老朽化の進度や多様な居住ニーズを考慮しながら計画の見直しを図

りつつ、引き続き計画的に維持修繕を行っていく必要があります。また、住宅に関する助成への

ニーズが高く、支援制度の拡充など、新たな取組の検討が求められています。 

さらに、近年、全国的に深刻な問題になっている空家については、適切な管理や解体が図られ

るよう、引き続き取り組む必要があります。 

■ 三日市保育所周辺土地区画整理事業 ■ 
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【施策の展開方針】 
安心して住み続けられるまち 

・都市計画道路や公園等を整備し、都市の骨格と快適な市街地環境の形成を図り、コンパクト

で安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

・公共施設の整備や街区の再編、未利用地の有効活用を図ります。 

 

【施策の内容】 

①市街地整備事業 

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 

◆三日市保育所周辺土地区画整理事業の推進 
  三日市保育所周辺土地区画整理事業による中心市街地の整備 

○ ○ 市  

◇景観の美しい街並み形成の推進 
  県景観条例・屋外広告物条例の周知・啓発 

○ ○ 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） 

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 仮換地済面積／事業面積 

 

②住環境整備事業 

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 

◇公営住宅の整備推進 
  市営住宅の長寿命化 等 

○ ○ 市  

◇宅地開発の促進 
  民間宅地開発に対する助成 

○ ○ 市  

◇住宅環境の整備促進 
  空家等対策事業、木造住宅耐震改修費に対する助成 等 

○ ○ 市  

◇克雪住宅の整備促進 
  屋根融雪装置設置に対する助成 

○ ○ 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） 

市営住宅の長寿命化による改修済戸数 戸 64 144 192 累計 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 
・身近な都市環境に関心をもち、まちづくり活動に参加しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・美しい街並み形成と快適な住環境の保全に努めましょう。 

・秩序ある市街地形成に努めましょう。 

・三日市保育所周辺土地区画整理事業の実施 ・民間宅地開発助成事業の実施 

・木造住宅耐震改修助成事業の実施     ・屋根融雪装置設置助成事業の実施  

・公営住宅の整備                              等 

これまでの主な取組 
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３－４ 水道の整備 

 

【現況と課題】 

○水道水の安定供給 

本市は、安全・安心な水の安定供給を図るため、上水道

および簡易水道の水源施設や配水管路の整備、改良を順次

進めてきました。しかしながら、上水道および簡易水道施

設は、老朽化等による漏水が発生し、取水量の少ない簡易

水道施設においては、水道水の安定的な供給に課題を残し

ています。 

今後、より一層、市民に安全・安心な水を安定供給する 

ため、老朽水道施設の更新や安定した水源確保に向けた検 

討が求められます。 

○上水道の普及促進 

本市は、名水の里として名高い黒部川扇状地の湧水群を

有しており、現在でも共同洗い場や酒造仕込み水等に利用

され、市民の身近な日常生活に潤いを与えています。その

ため、簡易水道組合や個人井戸が市民に普及しており、水

道普及率は 2016年度（平成 28年度）末時点で 72.4％と徐々

に上昇しているものの県内平均と比べて低い状況にありま

す。 

これまでも、上水道未普及地域の解消や簡易水道組合の 

上水道への統合を図りながら上水道普及率の向上に努めてきましたが、今後も、名水の里にふ

さわしい安全な飲料水の安定供給に向け、上水道への統合と加入を促進することが求められます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
いつでも安全・安心な水を安定的に供給できるまち 

・老朽水道施設の更新と防災対策を推進し、災害に強い施設整備に努めます。 

・安定した水量を確保するため、遠方監視施設※等を有効に活用しながら、水源施設の適切な維

持管理を図ります。 

・飲料水の安定供給と衛生管理の向上のため、上水道への統合と加入を促進します。 
 

※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。 

・新水源の整備                ・簡易水道組合の統合 

・災害対策連絡管の整備                        等 

これまでの主な取組 

 

中坪配水場の水を飲む子どもたち 

中坪配水場 
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【施策の内容】 

①上水道・簡易水道施設整備事業 

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 

◇安定した水源の確保 
  上水道施設や簡易水道施設の計画的な改良・更新と維持管理 

○ ○ 市  

◆水道施設の整備推進 
  水道普及促進事業  

○ ○ 市 ・簡易水道組合 

 

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） 

水道普及率 ％ 72.4 73.5 76.0  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・水資源を大切に使い、節水に努めましょう。 

・飲料水の安定供給と衛生管理のため、上水道の加入に努めましょう。 

 

 

 

■水道普及率の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      出典：黒部市 

 

水道普及率　=
行政区域内人口

（上水道給水人口＋簡易水道給水人口）
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３－５ 下水道の整備 

 

【現況と課題】 

○公共下水道の効率的な整備推進 

本市では、公共下水道事業、農業集落排水事業および合

併処理浄化槽設置補助事業により、汚水処理施設の整備を

進めるほか、その普及率向上を図るため、下水道未整備地

区の管渠整備を実施してきました。また、年々増大する下

水処理量に対応するため、処理施設を増設、更新し、汚水

処理人口普及率は2016年度（平成28年度）末時点で94.1％

まで進展しています。 

今後も公共下水道未整備地域の整備を推進するとともに、整備済み地域における未加入世帯へ

の加入啓発や処理施設の老朽化に備えた計画的な更新・補修に取り組む必要があります。また、

下水道処理施設の効率的な維持管理を図るため、各地区農業集落排水を公共下水道に接続するな

ど、事業経営の健全化に努めることが求められます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
快適な暮らし実現のための下水道整備推進のまち 

・下水道整備率の向上を目指し、下水道未整備地区の管渠整備を推進します。 

・農業集落排水を公共下水道へ接続し、統合を進めます。 

・公共下水道処理施設の長寿命化を図るため、更新工事や補修を計画的に実施します。 

・下水道加入世帯の増加を図るため、加入促進のＰＲ活動を積極的に展開します。 

・公共下水道施設の整備               ・合併処理浄化槽の設置促進   

・農業集落排水の統合                            等 

これまでの主な取組 

 

アクアパーク（黒部浄化センター内） 
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【施策の内容】 

①汚水処理施設整備事業 

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 

◆公共下水道事業の整備推進 
  公共下水道施設の建設、下水道の接続促進 

○ ○ 市  

◇下水道施設の維持管理 
  公共下水道および農業集落排水処理施設の維持管理 

○ ○ 市  

◇農業集落排水施設の整備 
  農業集落排水施設の公共下水道への統合整備 等 

○ ○ 市  

◇合併処理浄化槽の整備 
  合併処理浄化槽の設置促進と維持管理の適正化 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） 

公共下水道整備面積 ha 795 830 860 累計 

汚水処理人口普及率 ％ 94.1 96.5 98.5  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・合併処理浄化槽等の適正な維持管理に努めましょう。 

・下水道の整備区域では、下水道に接続しましょう。 

・天ぷら油や灯油、タオル、下着など、下水道に流してはいけないものがありま

す。下水道の正しい利用に努めましょう。 

 

■汚水処理人口普及率の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：黒部市 

(下水道・農業集落排水処理人口+合併処理浄化槽処理人口)

行政区域内人口
汚水処理人口普及率　=
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３－６ 公園・緑地の整備 

 

【現況と課題】 

○都市公園・農村公園の整備 

本市は、緑豊かで快適な空間を創出するため、緑の基本

計画等に基づき適正な都市公園整備と維持管理に努めてき

ました。また、農村公園についても修繕を行いながら、各

地区で草刈りや清掃等を行い、住民の交流の場として活用

されています。 

今後は、市街地での都市公園の整備や既存公園の質的な

向上を図るとともに、計画的に施設の更新・改修に努め、 

施設の長寿命化を図っていく必要があります。また、市民 

参加による公園の維持管理や活動の推進を図り、市民との協働※による安全で快適な公園づくりを

進めていくことが必要です。 

○緑化の推進 

本市は、花と緑の豊かなまちづくりを推進するため、地

域への緑化意識の啓蒙、地域花壇、学校花壇への支援を行

ってきました。 

花と緑の銀行※黒部支店の取組として、各地区への花苗や 

球根の配布により、公共施設の緑化を推進しています。ま 

た、花と緑の指導者であるグリーンキーパーと協力し「花 

と緑ふれあいデー」での苗木の無料配布や学校花壇コンク 

ールの実施など、花と緑に親しむ啓発活動を実施しています。こうした市民との協働による緑化

活動を進める一方、グリーンキーパーの高齢化が進んでおり、今後は、担い手を確保しながら、

潤いあるまちづくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
誰もが利用しやすい快適な公園と花と緑のまち 

・都市公園施設長寿命化計画の策定により、公園の計画的な維持・改修を推進します。 

・黒部の豊かな自然環境を活かした公園づくりを推進します。 

・市民との協働※による公園の維持管理を推進します。 

・市民主体の緑化活動を支援し、花と緑豊かな潤いあるまちづくりを推進します。 
 

※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。 

・東山水辺公園の整備       ・花と緑のまちづくりの推進(学校花壇コンクール等)  等 

これまでの主な取組 

 

若栗小学校花壇 

総合公園 芝生広場 
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【施策の内容】 

①公園整備事業 

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 

◇都市公園の整備 
  都市公園施設の計画的な改修・整備 等 

○ ○ 市  

◇農村公園の整備 
  農村公園・農村広場等の適正管理 

○ ○ 市  

 

②緑化推進事業 

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 

◇緑化の推進 
  地域の緑化活動支援  

○ ○ 市 

・花と緑の銀行※黒部支店 

・緑化推進委員会 

・花とみどりの少年団 
 

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） 

花と緑の銀行※黒部支店のグリーンキーパー数 人 114 124 134 累計 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・市民憩いの場である公園の環境美化に努めましょう。 

・家庭や地域で身近な緑化に努めましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・緑化の推進を意識し、うるおいのある街をつくりましょう。 

 

 

■公園箇所数および面積（2017年(平成29年).3.31現在）■ 

区 分 箇所数 面 積 

都市公園 33ヵ所 1,031,537㎡ 

農村公園 23ヵ所   100,706㎡ 

出典：黒部市 

 





 

 

 

 

 

 

 

第第４４章章 

健健ややかかでで笑笑顔顔ああふふれれるる、、ぬぬくくももりりののああるるままちちづづくくりり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策区分】 

①保健・医療の充実 

②地域福祉の充実 

③高齢者福祉の充実 

④障がい者福祉の充実 

⑤子育て支援の充実 
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４－１ 保健・医療の充実 

 

【現況と課題】 

○健康づくりの充実 

本市では、生涯にわたる健康づくり推進体制を整備し、

各種ボランティア団体の育成や市民との協働※による事業

を展開しています。これまでの治療重視の医療から疾病予

防を重視した保健医療体系への転換を図っており、一次予

防から三次予防対策事業を展開し、がん検診による早期発

見や生活習慣病予防を中心に、健康づくりを総合的に推進

しています。特に、特定健診については、夜間・休日の集

団検診やＰＲ活動を行っており、受診率は全国平均より高 

い状況にあります。また、母子保健対策については、妊産婦健康診査、乳幼児健診、家庭訪問、

予防接種、母子相談等により、健やかな子を産み、育てるための支援を実施し、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援に取り組んでいます。 

今後、少子高齢化の進行や生活習慣病の増加等に伴い、社会環境が目まぐるしく変化するなか、

市民の健康づくりに向けて、引き続き、健康診査や特定健診の受診率向上に取り組んでいくほか、

各世代のライフステージ※における多様なニーズに柔軟に対応していくことが一層求められます。 

○地域医療連携 

市民がいつまでも自分らしく住み慣れた地域で安心して

暮らしていくことができるよう、市内２か所に高齢者の総

合相談窓口として地域包括支援センターを設置し、介護・

福祉・保健・医療等の様々な相談に対応しています。 

また、黒部市民病院では、電子カルテによる新川地域「扇

状地ネット※」によって、かかりつけ医や調剤薬局等の医療

機関と情報を共有し、切れ目のない正確な診療情報に基づ

いた安全安心な医療の提供を実現しています。 

今後は、在宅医療と介護サービスを一体的に提供できるよう医療・介護関係者間の連携体制の

強化を図るほか、「扇状地ネット※」利用者（患者）増加に向けた啓発と病院間の相互連携による

運営地域の拡大を図ることが求められます。 

 

※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。 

※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。 

乳幼児健診 

医療･介護サービス担当者会議 
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○市民病院の機能充実 

黒部市民病院は、救急医療、高度医療、小児・周産期医

療、へき地医療を提供するほか、災害拠点病院※およびがん

診療連携拠点病院※として位置づけられており、地域の基幹

病院としての役割を担っています。 

今後は、少子高齢化や人口減少に伴う新川医療圏での医

療機能の見直しなど、医療を取り巻く情勢は厳しい状況に

ありますが、黒部市民病院は、医師・看護師等のマンパワ

ーの確保に努め、安定した医療の提供が求められます。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
健康づくりと医療・福祉ネットワークが充実したまち 

・市民が生涯を通じて健康を保持し、増進できるような支援体制を確立します。 

・地域で安心して子どもを産み育てられる環境の整備を推進します。 

・心の健康づくりのための普及啓発と相談支援体制の充実を図ります。 

・地域医療および在宅医療・介護連携を推進します。 

・市民に信頼され安全安心な医療を提供できる病院であり続けます。 

 

 
※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 

※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 

・不妊治療費助成事業の拡充          ・妊婦健診費（14回）の全額公費助成 

・市民病院の増改築                               等 

これまでの主な取組 

 

黒部市民病院 
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【施策の内容】 

①保健活動・健康づくり推進事業 

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 

◆健康づくり基盤の充実 
  健康増進計画の策定、食生活改善推進事業 等 

○ ○ 市 

・健康づくり推進協議会 

・食生活改善推進協議会 

・母子保健推進員連絡協議会 

◇健康診査等の充実 
  健康診査および訪問指導 

○ ○ 市 ・健診機関 

◇がん検診の充実 
  がん検診事業 

○ ○ 市 
・医療機関 

・検診機関 

◇健康教育・健康相談等の充実 
  教育・相談・機能訓練事業 

○ ○ 市  

◇母子保健対策の充実 
  乳幼児健康診査、新生児訪問事業、予防接種事業 等 

○ ○ 市 

・医師会、歯科医師会 

・在宅助産師 

・指定医療機関 等 

◇精神保健対策の充実 
  心の健康づくり・自殺対策事業 

○ ○ 市  

◇国民健康保険事業の充実 
  特定健康診査、特定保健指導の実施 

○ ○ 市 ・医師会 

 

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） 

母子健康相談数延べ件数 件/年 676 700 750  

国民健康保険の特定健康診査受診率 ％ 44.8 50.0 60.0 受診者／対象者 

国民健康保険の特定保健指導実施率 ％ 16.5 18.4 22.1 受診者／対象者 

 

②地域医療推進事業 

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 

◇在宅医療の充実 
  在宅当番医運営事業、在宅医療・介護連携推進事業 

○ ○ 市・その他 
・医師会 

・介護保険サービス事業所 

◇地域医療連携体制の充実 
  電子カルテによる医療連携ネットワークの拡充 等 

○ ○ 市 ・医療機関 

 

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） 

訪問看護の実利用者数 人/年 270 320 380  

 

③市民病院整備事業 

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 

◇病院施設・設備の整備推進 
  高度医療器械の更新、総合医療情報システムの更新 

○ ○ 市  

◆救急、急性期および高度医療体制の充実 
  ７対１看護体制の維持、病床機能の検討 

○ ○ 市  

◇医療スタッフの確保・充実 
  初期研修医・専攻医、看護師の確保 

○ ○ 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） 

看護師数 人/年 332 345 345  



 

102 

第２次黒部市総合振興計画 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・健康づくりに努め、自立して、元気に暮らせる生活をおくりましょう。 

・がん検診や人間ドックなど、年１回は健康診断を受け、健康状態をチェックし

ましょう。 

・国民健康保険は医療を受ける大事な仕組みです。保険税は納期までに納めまし

ょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・効果的で質の高いケアを行えるよう、人材の確保と育成に努めましょう。 

 

 

 

■生活習慣病の標準化死亡比（2015年（平成27年）■ 

（標準化死亡比(ＳＭＲ)は全国を100とする） 

区分 

黒部市 富山県 

死亡者数(人) 標準化 

死亡比 

(ＳＭＲ) 

死亡者数(人) 標準化 

死亡比 

(ＳＭＲ) 
2015年 

(平成27年) 

５年間 

平均 

2015年 

(平成27年) 

５年間 

平均 

胃がん 
男 14 11.4  87.3 344 341.2 101.5 

女  9  8.6 119.3 200 201.2 109.2 

肺がん 
男 20 20.2 100.8 494 468.6  90.8 

女 13  9.0 110.0 186 180.8  86.1 

大腸がん 
男  6  7.6  80.9 242 233.2  96.4 

女  7  7.0  95.5 228 231.2 104.2 

子宮がん  2  1.6  71.2  47  49.8  85.7 

乳がん  3  4.8 104.1 104 109.2  91.3 

心臓病 
男 35 32.2  59.9 785 761.0  57.4 

女 56 47.2  97.5 951 974.4  80.1 

脳卒中 
男 21 21.4  84.4 590 626.8  97.1 

女 28 22.6  75.6 639 671.6  89.0 

                                            出典：黒部市 

①標準化死亡比とは、人口構成の違いを除去して死亡率を比較するための指標。標準化死亡比が100より大きい場合は全国 

平均よりも死亡率が高く、100より小さい場合は全国平均よりも死亡率が低いことを意味する。 

②５年間平均は、2011年(平成23年)から2015年(平成27)までの５年間の平均値をいう。  
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４－２ 地域福祉の充実 

 

【現況と課題】 

○地域福祉意識の啓発 

本市では、市民の相互扶助意識や地域福祉活動への参加

意識の向上を図るため、広報誌による周知や各福祉大会の

開催支援等を行っています。また、地域福祉活動を継続す

るには、人材の確保・育成が必要であり、地域福祉の中核

を担う民生委員や各種福祉団体への支援、研修会の開催等

に取り組んできました。 

今後も引き続き、互いに支え合いながら安心して暮らせ

る地域づくりのため、民生委員の存在やその活動について、一層の理解促進を図るほか、市民の

意識啓発に取り組んでいくことが求められます。 

○地域福祉活動の推進 

本市では、自治振興会、社会福祉協議会、民生委員児童

委員協議会、ボランティア団体、ＮＰＯ※法人等の各種福祉

団体と行政機関の連携により地域福祉を実践しており、こ

れらの団体に対して活動支援や情報提供を行っています。

また、地域生活に不安を抱える方に対して、地域住民がチ

ームを組んで見守りや生活支援を行う「くろべネット」を

実施しています。 

今後も、地域福祉活動を担う人材の確保や各種福祉活動の育成、地域の担い手による組織づく

りを推進するとともに、ボランティア情報の提供や地域福祉活動団体への支援により、地域にお

ける支え合い体制を一層強化していく必要があります。 

○地域福祉拠点の形成 

地域福祉推進の中核組織である社会福祉協議会は、福祉センターを拠点として活動しています

が、施設の老朽化が進行しています。 

今後、各種福祉団体や市民が利用しやすい新たな地域福祉推進の拠点として福祉センターの整

備が求められています。 

 

・くろべネットの推進           ・地域福祉意識の啓発  等 

これまでの主な取組 

 

民生委員児童委員研修会 

「くろべネット」での見守り 
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【施策の展開方針】 
自立と支え合いの精神による地域福祉の充実したまち 

・誰もが家庭や地域のなかで、人として尊厳を持ち、自らの選択により自立した生活を営むこ

とができる地域づくりを推進します。 

・地域住民が互いに思いやりを持って支え合う環境をつくり、くろべネット等による地域での

支え合い体制を強化します。 

・地域福祉をリードする人材の確保・育成に努めます。 

・市民ニーズに合った地域福祉の新たな拠点づくりを推進します。 

 

【施策の内容】 

①地域福祉体制整備事業 

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 

◇地域福祉環境の充実 
  地域福祉の啓発事業、地域福祉を担う人材の育成・確保 

○ ○ 市 ・社会福祉協議会 

◇地域福祉推進体制の強化 
  地域共生社会の推進、社会福祉協議会の活動支援 等 

○ ○ 市 

・自治振興会 

・民生委員、児童委員 

・社会福祉協議会 

◇ボランティア活動の推進 
  ボランティア活動推進事業 

○ ○ 市 

・社会福祉協議会 

・ボランティア部会協議会 

・ＮＰＯ 

◆地域福祉推進の新たな拠点整備 
  新総合福祉会館建設事業 

○ ○ 市 ・社会福祉協議会 

 

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） 

見守りに携わる実人数 人/年 1,000 1,200 1,500  

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・誰もが健康でいきいきと安心した生活をおくれるよう地域住民相互の支え合い

によるまちづくりを推進しましょう。 

・ボランティア意識を高め、福祉活動へ積極的に参加しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・積極的に福祉活動へ参加し、ボランティア活動を推進しましょう。 
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４－３ 高齢者福祉の充実 

 

【現況と課題】 

○社会参加と生きがいづくりの推進 

少子高齢化・人口減少が進行するなか、高齢者の社会参

加がますます重要になってきており、本市では、高齢者の

就業支援として、シルバー人材センターへの運営費補助を、

また、生きがいづくり対策として、敬老会事業や長寿のお

祝い、ふれあい福祉事業、老人クラブへの活動助成等を実

施しています。 

これからも高齢者が人生の目標や楽しみをもって、いつ 

までも健康で生き生きと暮らすことができるよう環境づく

りが求められています。 

 今後も高齢者が地域社会の中で自らの経験や知識を活かし自主的・積極的に社会参加ができる

よう支援するとともに、健康で生きがいをもって生活できるよう生きがいづくりを推進していく

必要があります。 

○高齢者にやさしいまちづくりの推進 

本市では、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし

続けることができるよう、必要な在宅福祉サービスを提供

しているほか、要介護認定者には、介護保険以外の福祉サ

ービスも提供し、重度化の防止と介護する家族の負担軽減

を図っています。また、自宅で安心して暮らせるよう、手

すりの設置等の住宅改善に要する費用の助成や、民生委員、

社会福祉協議会と連携した見守り体制を構築し、高齢者に

やさしいまちづくりと地域支援体制を推進しています。 

今後も、相談機関に対する情報提供と連携強化により、福祉サービスの提供体制を充実するほ

か、在宅高齢者の増加に伴う住環境整備や地域で支える体制づくりを強化し、高齢者にやさしい

まちづくりを推進していく必要があります。 

シルバー人材センター事業 

民生委員による高齢者宅への訪問事業 
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○介護保険事業の充実 

2025年（平成37年）には「団塊の世代※」が全て後期高齢

者となるなど、今後介護を必要とする高齢者の増加、医療・

介護等の社会保障費の増大とともに、そのサービス供給の

不足など、様々な問題が懸念されています。 

そのため、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立し

た日常生活を営むことができるよう、地域の実情に応じて、

在宅医療と介護の連携、予防、住まいおよび生活支援が包

括的に確保される体制（地域包括ケアシステム※）を深化・

推進していく必要があります。 

特に、自助および互助の取組や地域支え合い活動、見守り活動、介護予防運動・体操など、住

民主体の通いの場を中心として実施される介護予防活動の地域展開を目指しており、地域の活動

や話し合いに対する支援を重点的に実施しています。 

さらに、認知症※に対する正しい知識の普及と理解促進を図るため、認知症※サポーターの養成

を行っているほか、認知症※カフェの運営や認知症※初期集中支援チームの設置により、早期に認

知症※の診断が行われ、適切な医療・介護の提供が図られる仕組みを構築するなど、増加する認知

症※高齢者にやさしい地域づくりを推進しています。 

今後は、高齢者だけでなく、障がい者や子ども等の全ての人々が、地域、暮らし、生きがいを

共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指し、支え手側と受け手側に分か

れるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し、福祉等の公的サービスと協働※して助け合いながら暮らすことのできる

仕組みを構築する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
高齢者が健康で生きがいをもって暮らせるまち 

・元気高齢者の社会参加と生きがいづくりを推進します。 

・要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるよう、地域包括ケア

システム※を推進します。 

・高齢者にやさしいまちづくりと地域支援体制を推進します。 

 

 

 

※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。 

・地域包括支援センターの増設     ・介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

・地域密着型サービス施設の整備・拡充 ・食の自立支援事業の実施 

・認知症※サポーターの養成       ・一人暮らし高齢者向け緊急通報装置（センター

方式）の設置      等  

これまでの主な取組 

 

地域での通いの場（介護予防活動） 
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【施策の内容】 

①高齢者生きがいづくり事業 

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 

◆高齢者の社会参加と交流の促進 
  老人クラブ等の活動支援、高齢者の生きがいづくり事業 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・老人クラブ 

・シルバー人材センター 

◇生きがいづくり支援施設の充実 
  宇奈月老人福祉センターの施設の充実 

○ ○ 市・その他  

 

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） 

ふれあい福祉券の利用割合 ％ 24.0 30.0 35.0 利用枚数／交付枚数 

 

②高齢者生活支援事業 

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 

◇高齢者福祉サービスの充実 
  要援護高齢者在宅福祉サービスの提供、後期高齢者医療の適正な運営 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・社会福祉協議会 

・民生委員 

・居宅介護支援事業所 

・養護老人ホーム運営事業者 

◇高齢者の住環境の充実 
  要援護高齢者生活支援事業、在宅高齢者の住宅整備支援  

○ ○ 県・市 

その他 

・社会福祉協議会 

・民生委員 

・居宅介護支援事業所 
 

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） 

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  

 

③介護保険事業 

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 

◇介護保険サービスの充実 
  新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合による介護保険サービスの推進 

○ ○ 市 ・介護保険サービス事業者 

◇介護基盤の整備推進 
  介護施設の整備推進 等 

○ ○ 県・市 

その他 
 

◆総合的な介護予防の推進 
  介護予防サービス事業、地域活動支援事業 等 

○ ○ 市・その他 
・自治振興会 

・介護保険サービス事業者 

◇包括的支援事業の推進 
  高齢者総合相談支援業務、介護予防支援の実施 等 

○ ○ 市・その他 
・介護保険サービス事業者 

・社会福祉協議会 

◆認知症※施策の推進 

  認知症
※
総合支援事業、認知症

※
高齢者等サポート事業 

○ ○ 市・その他 
・介護保険サービス事業者 

・医師会 

 

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） 

地域住民主体の通いの場の参加者数 人/年 245 700 1,200  

認知症※サポーター数 人 2,300 4,600 6,100 累計 
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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 

・生きがいをもって自立した生活をおくり、元気に暮らせるまちをつくりましょう。 

・介護予防活動に取り組み、健康維持のため健診を受けるなど、自ら要介護状態

になることを予防しましょう。 

・地域の住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域社会を

目指しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・高齢者のもつ経験や能力を活かした就労の場の提供に努めましょう。 

・高齢者が生きがいを持って生活できるよう、交流や環境の整備に努めましょう。 

・介護休暇の取得を促すなど、介護離職ゼロに向けた取組に努めましょう。 

・重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

までおくることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステム※構築の実現に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 
地域包括ケアシステム※を推進していく中で、以下のとおり定義しています 

 自助：自分で自らの生活を支えること 

 互助：家族やご近所、地域の組織などお互いが支え合うこと 

 共助：介護保険や医療保険など、社会保険制度を通じて連帯化された支え合いのこと 

 公助：生活保護や、人権擁護・虐待対策など自助・互助・共助でも支えることができないこ

とを公的に対応すること 
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４－４ 障がい者福祉の充実 

 

【現況と課題】 

○障がい者を支える体制・環境づくり 

本市では、障がいの早期発見・療育に向け、関係機関と

の連携、障がい福祉サービスの提供に努めています。また、

特定相談支援事業者による相談支援体制を整備するととも

に、障がい者の生活支援のため、住宅改修、在宅福祉サー

ビスのほか、福祉金、介護手当等の助成、介護者のリフレ

ッシュ機会の充実を図っています。 

今後も、サービス提供基盤を強化するための人材の確保

に努め、支援・相談体制や障がい者の福祉サービスを充実 

するとともに、障がい児支援の強化を図るため、児童発達支援、放課後デイサービス等の障がい

児通所支援を推進していく必要があります。 

 

○障がい者の支援施設の整備 

本市では、障がい者が地域で生活するための入所施設や

グループホーム※等の整備を支援しており、2015年度（平成

27年度）には、あいもと里山工房が新設されました。 

今後も引き続き、障がい者の日常生活を支援し、自立を

促していくため、障がい福祉サービス事業所やグループホ

ーム※等の整備を支援していくことが求められます。 

 

 

○障がい者の生きがいづくり、社会参加の促進 

本市では、交流やふれあいの場の提供、就労や生産活動

への支援、ハローワークとの連携強化による就労機会の創

出と就労環境の改善に努めています。また、タクシー・ガ

ソリン共通券の給付を拡充し、社会参加を促進しています。 

今後も、障がい者の生きがいづくりや社会的自立を支援

するとともに、事業者を含めた地域住民との相互理解を醸

成し、ノーマライゼーション※の原理に基づく地域社会を実

現していくことが必要です。 

 

※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。 

※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。 

相談支援事業者による相談支援 

新設された障がい福祉サービス事業所 

就労支援事業所での活動 
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【施策の展開方針】 
相互に人格と個性を尊重し合い、障がい者が地域で安心して暮らせるまち 

・障がいの早期発見･治療療養からリハビリテーションにいたる一貫した体制を推進します。 

・医療費負担の軽減により、障がい者の生活を支援します。 

・相談支援体制を充実し、適切なサービスを提供します。 

・障がい者の自立と社会参加を促進します。 

 

【施策の内容】 

①障がい者自立促進事業 

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 

◇障がい者在宅サービスの充実 
  訪問系サービス等の提供、重度心身障がい者医療費助成 等 

○ ○ 市 ・サービス事業者 

◇障がい者支援施設の整備支援 
  障がい福祉施設整備支援 

○ ○ 市 ・社会福祉法人 

◆障がい者の社会参加と交流の促進 
  社会参加と交流への支援、理解促進・普及啓発事業 等 

○ ○ 市 

・社会福祉法人 

・ボランティア団体 

・サービス事業者 
 

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） 

地域交流事業の実施回数 回/年 ２ ６ 12  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・障がいのある人もない人も、お互いに尊重し合いながら安心して暮らせるまち

を目指しましょう。 

・それぞれが持つ心のバリアを無くし、障がいに対する正しい理解を深めましょ

う。 

事業者等の 

皆様へ 

・障がい者と地域住民との交流の場を確保し、積極的な福祉活動の参加に努めま

しょう。 

・障がい者の権利を守りながら、積極的な交流に努めましょう。 

・タクシー･ガソリン共通券給付の拡大   ・障がい者支援施設の整備支援 

・就労継続支援事業所充実への支援                    等 

これまでの主な取組 
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４－５ 子育て支援の充実 

 

【現況と課題】 

○子育て支援体制の充実 

本市では、子育て世帯を支援するため、市内の子育て支

援施設において、未就園児を含む子育て家庭全般の育児相

談や子どもの一時預かり、子育てに関する情報提供等を行

っているほか、2016年（平成28年）４月には子育て世代包

括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期まで継続的

な支援に取り組んでいます。特に、乳幼児家庭に対しては、

親子の心身の状況や養育環境等の把握および助言を行い、

支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供につなげる 

とともに、赤ちゃんの駅設置事業等により、子育て中の保護者が安心して外出できる環境づくり

を推進しています。さらに、就学後の児童に対しては、放課後児童健全育成事業を実施し、保護

者が就労等により昼間養育されない小学生の放課後の遊びや生活の場を提供しています。 

今後も、安心して子どもを産み育てることができる社会の構築のため、妊娠期から子育て期に

わたる切れ目のない支援により、多様なニーズに柔軟に対応していくことが求められており、行

政による子育て支援策の充実とともに、市民全体で子育てを見守り、支援する機運の醸成、実際

に市民が子育てに参加できる体制づくりを推進していくことが必要です。 

○乳幼児期の保育・幼児教育の推進 

就学前の乳幼児の保育施設については、2006年（平成18

年）から民営化が進み、現在、市立保育所が９か所（生地

こども園、石田こども園を含む。）、私立保育所が５か所

あり、地域に密着した保育・教育活動を展開するとともに、

延長保育や一時預かり保育など、多様な保育事業に取り組

んでいます。 

今後も、女性の社会進出や多様化する保育ニーズに対応 

できるよう、延長保育、休日保育、一時預かり保育、障が 

い児保育、病児・病後児保育など、施設の充実や保育メニューの充実が求められます。 

また、市内には、市立幼稚園が３か所（生地こども園、石田こども園を含む。）あり、就学前

の幼児に対する教育活動を展開しています。 

今後も、幼児教育の充実を図り、幼児の心身の発達を助長することに加えて、未就園児親子交

流や、預かり保育の実施など、子育て支援拠点としての役割を果たすことが求められます。 

子育て支援センター 

元気に遊ぶ子どもたち 
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○子育ての経済的負担の軽減 

本市では、乳幼児等が適切な医療を受けられるよう、妊

産婦、乳幼児、児童、ひとり親家庭等の医療費助成を行っ

ています。2014年（平成26年）10月からは通院の助成を中

学生まで拡大するなど、子育てに関する経済的負担の軽減

を図っています。 

今後も、中学生までの医療費無料化を継続し、安心して

子育てができる環境づくりの充実に努めていく必要があり

ます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
安心して子どもを産み育て、子どもがいきいき育つまち 

・子どもを心身ともに健やかに育むため、社会全体で子育て家庭をサポートできる体制づくり

を推進します。 

・妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供し、地域で安心して産み育てることができ

る環境の整備を推進します。 

・子育て支援センターの機能充実        ・病児・病後児保育施設の設置 

・こども医療費助成の拡充           ・赤ちゃんの駅設置      等 

これまでの主な取組 

 

■鯉のぼりを掲げる子どもたち■ 

乳幼児の発育測定 
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【施策の内容】 

①子育て環境整備事業 

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 

◆子育てに関する支援、相談の充実 
  子育て世代包括支援センター事業、放課後児童健全育成事業 等 

○ ○ 県・市 

・母子保健推進員、児童委員 

・ＮＰＯ※、事業所 

・保育所、こども園 

・社会福祉協議会 

・地区放課後児童クラブ運営委員会 

・主任児童委員 

◇乳幼児の養護と教育の充実 
  市立保育所の運営、特別保育事業の充実 等 

○ ○ 市 

・保育所、こども園 

・医師会 

・市民病院 

◇保育所・幼稚園環境の充実 
  保育所施設・幼稚園施設の整備 等 

○ ○ 市 ・保育所、こども園 

◇乳幼児・児童の医療費助成の推進 
  乳幼児医療費助成・児童医療費助成の実施 

○ ○ 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） 

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  

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・地域住民の身近な子育て支援活動に積極的に参加しましょう。 

・子どもたちの明るい声が飛び交う、にぎやかなまちをつくりましょう。 

・地域の宝である子どもを地域の力で見守り、子どもを産み育てることの喜びを

分かち合いましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・家庭・学校・地域・企業が連携し、社会全体で子育てを支援する環境づくりに

努めましょう。 

・仕事と子育てを両立できる支援の取組を推進しましょう。 
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■黒部市子育てガイド（一部抜粋）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：黒部市 





 

 

 

 

 

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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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。乳幼児に対する適切な養育を放棄すること。

・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 

 

親子体験事業 
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【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 

 http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/hp/index.html 
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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※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。授業中の学習支援や校外活動時の引率補助等を行う。 

学校給食 
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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 

 

社会に学ぶ「14歳の挑戦」事業 

英会話科授業 
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【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 

  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 
 

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） 

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 

社会に学ぶ「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」、社会に学ぶ「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、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 

 

放課後子ども教室 

あいさつ運動 
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【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 
  青少年団体への活動支援 

○ ○ 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核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に配置する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や学習スペースのさ

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 

 

生涯学習フェスティバル 
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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） 

一人あたりの図書貸出冊数 冊 4.8 5.4 6.0  

公民館利用者数 千人/年 168 170 180  

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  

 

【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 

 

吉田科学館プラネタリウム 

コラーレ･ワールドフェスティバル EARTH MOVING 

明日の稚児舞 
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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 

 

市民体育大会(スティックリング競技) 

総合体育センター 
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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 

・体育協会 
 

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） 

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  

 

 

【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、ＣＩＲ※やＡＬＴ※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 

 

大韓民国三陟市選手団の受入 

国際交流イベント 
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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  

 

【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） 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

第第６６章章 

市市民民とと行行政政ががととももにに支支ええるるままちちづづくくりり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策区分】 

①市内外との連携・交流の促進 

②市民活動支援への取組 

③人権尊重と男女共同参画の推進 

④開かれた行政への取組 

⑤情報・通信の整備 

⑥計画的行政運営の推進 

⑦健全財政の推進 
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６－１ 市内外との連携・交流の促進 

 

【現況と課題】 

○国内都市との連携・交流 

本市は、北海道根室市と姉妹都市を提携し、スポーツ・

文化交流をはじめ様々な市民交流を推進しています。また、

近隣市町とはごみ処理や介護保険、消防、ＣＡＴＶの運営

等の分野で広域行政に取り組み、多様化する行政需要への

対応と効率的な運営に努めています。 

今後は、都市および地域間の連携・交流による、質の高

い行政サービスを提供できるまちの実現に向け、行政間や

地区、団体間の連携強化が求められます。 

○交流人口※の拡大 

2015年３月の北陸新幹線開業以降、本市に来訪する観光

客やビジネス客が増加しています。この開業効果を活かし、

本市への移住を促すため、住宅取得支援や新幹線通勤通学

補助、空家情報の提供等の施策を展開しています。 

今後も定住人口を確保するため、官民が連携し、移住・

定住のプロモーション活動やくろべ暮らしの魅力を積極的

に発信するとともに、独身男女の出会いの場の提供や結婚

支援など、黒部市で出会い、住み続けるための契機づくり

も進める必要があります。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
多彩な交流と移住定住を促進するまち 

・国内都市や企業、団体との連携・交流を推進します。 

・行ってみたい、暮らしてみたいまちづくりを推進し、交流人口※、定住・半定住※人口の拡大

を目指します。 

・住宅取得支援補助の創設                  ・空家情報バンク活用促進補助の創設 

・定住・半定住※体験施設の開設       ・ＵＩＪターン※奨励金制度の創設 

・結婚応援サポーター「こいサポ」の設置  ・結婚支援相談の開設    等 

これまでの主な取組 

 

根室市とのスポーツ交流 

移住・定住体験施設「住･定･夢の館」 
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【施策の内容】 

①地域間交流推進事業 

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 

◇都市間・地域内の交流・連携の推進 
  根室市との交流、北方領土返還要求運動の推進、広域行政の推進 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・姉妹都市事業推進委員会 

・千島歯舞諸島居住者連盟 

・北方領土返還要求運動富山県民会議 

・郷里会 

・新川広域圏事務組合 

・新川地域介護保険・ケーブルテレ 

 ビ事業組合 等 

◆交流人口※、定住・半定住※人口の拡大 
  移住定住施策の推進、独身男女の出会い創出事業、空家情報の提供・支援 等 

○ ○ 市・その他 

・自治振興会 

・商工会議所 

・農業協同組合、漁業協同組合等 

・生地ふるさと暮らし推進協議会 

・結婚支援プロジェクト委員会 

・宅地建物取引業協会 

・くろべで住もう移住定住サポート 

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） 

流入・流出人口※ 人/年 3,294 3,400 3,500  

移住・定住体験施設の利用者数 人/年 256 450 600  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・移住希望者の「くろべ暮らし」体験を受け入れ、交流人口※の拡大を図りましょ

う。 

・市民や各種団体、行政が積極的に連携し、地域活動を推進しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・インターンシップの受け入れや雇用環境の充実を図り、移住定住の促進に努め

ましょう。 

 

■国内の姉妹都市提携の状況■ 

協定等の名称  

締結日 相手方 

●姉妹都市交流  

1976年(昭和 51 年)10 月 19 日 北海道根室市 

 

 

※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。 
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６－２ 市民活動支援への取組 

 

【現況と課題】 

○市民との協働※による市政の推進 

本市は、協働※のまちづくりガイドラインに基づき、防災

や環境、スポーツ、芸術等の多方面にわたり、自治振興会

や企業、ＮＰＯ※等の多様な主体（市民）との協働※による

取組を推進しており、出前講座や公募提案型協働※事業等の

実施に取り組んでいます。 

今後ますます高度化・多様化する市民ニーズや地域課題

に対応するためには、行政が主導となるまちづくりではな 

く、市民と行政が互いに知恵と汗を出し合いながら、それぞれの立場から、まちづくりを進めて

いく必要があります。 

○コミュニティ施設および設備の整備・充実 

地域の会合や地域活動に利用される自治（町内）公民館の中には、老朽化が進んでいる施設も

あるため、安全に地域拠点として利用できるよう、施設や備品の整備に対する助成を行っていま

す。 

今後も、これらの助成を継続しながら、地域の活動拠点の充実が求められます。 

○地域コミュニティ活動の継続的な活性化 

市内の16自治振興会および町内会等の地域コミュニティ

組織は、地域の住民が快適で、健やかに、安全で安心して

暮らせるように、それぞれの地域が持つ特色を活かした地

域づくりが進められています。しかしながら、少子高齢化

や人口減少により、これまで通りの活動を進めていくこと

が難しくなりつつあります。 

今後は、地域コミュニティ組織を維持できるよう、組織 

を担う人材の確保や活動への支援を進め、継続的に活動できる方策を講じる必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

※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。 

・公募提案型協働※事業の創設                  ・地域おこし協力隊※の配置 等 

これまでの主な取組 

 

公募提案型協働事業(命のポケット事業) 

愛本姫社まつり 
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【施策の展開方針】 
市民と行政が協働※するまち 

・市民と行政のパートナーシップを重視し、それぞれが持っている創意工夫やサービス提供の

能力を最大限に発揮できる体制を構築します。 

・各種団体との連携強化やネットワークづくりにより、市民団体等の自発的活動を促進します。 

・市民のまちづくり・地域づくりの活動拠点の整備支援に努めます。 

・地域コミュニティのさらなる活性化に向け、互いに助け合う地域づくりを推進します。 

 

【施策の内容】 

①市民参画・活動支援事業 

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 

◆市民の参画と協働※の推進 

  協働※のまちづくりの推進、公募提案型協働※事業の推進 等 
○ ○ 市 

・自治振興会 

・市民団体 

・ＮＰＯ※、ボランティア団体 

◇コミュニティ活動施設の整備推進 
  コミュニティセンター助成事業 等 

○ ○ 市・その他 ・町内会 

◇地域コミュニティの活性化 

  自治振興会への活動支援、地域おこし協力隊※の配置 等 
○ ○ 市 

・自治振興会 

・町内会 

・自主防災会 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） 

公募提案型協働※事業の提案事業数 件/年 ５ 10 15  

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・市政に関心を持ち、審議会等に積極的に参画しましょう。 

・地域コミュニティのさらなる活性化を図りましょう。 

・互いに助け合い、顔の見える地域づくりを推進しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・市民や地域の活動に対して支援に努めましょう。 

・市政への提案を積極的に行いましょう。 
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６－３ 人権尊重と男女共同参画※の推進 

 

【現況と課題】 

○人権に関する教育と啓発活動の実践 

人権は、日常的に生活していく上で全ての根本にある尊

重されるべきものであり、憲法にも人権の尊重がうたわれ

ています。しかし、社会全般では、インターネットへの悪

質な書き込みやヘイトスピーチ※等の新たな問題の発生、高

齢者や子ども等への虐待も今なお発生しています。 

今後、市民全ての人権が平等に尊重され、差別のない社

会を形成するために、市民の人権に対する意識啓発や教育

など、継続的に取り組むことが必要です。 

○男女共同参画※社会の構築 

これまでの男女共同参画※推進員の活動や「男女共同参画

※都市宣言」の普及・啓発の推進により、男女共同参画※の

趣旨が徐々に浸透し、意識改革にもつながってきています。 

2016年度（平成28年度）末をもって、現行の「くろべ男

女共同参画※プラン」が終了したため、市民アンケートや時

代の潮流を踏まえ、「第２次くろべ男女共同参画※プラン」

を策定しました。 

今後、市民・事業者・行政等の地域全体が連携した男女共同参画※社会を構築するために、男女

がともに能力を発揮できるよう、ワーク・ライフ・バランス※を推進していくことが求められます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
地域全体が連携した人権尊重と男女共同参画※推進のまち 

・全ての市民の人権が尊重されるよう、意識啓発と環境づくりを推進します。 

・男女の平等な社会参画のため、ワーク・ライフ・バランス※を推進し、地域全体の連携を図り

ます。 
 

※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。 

※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。

・女性のための専門相談の開催              ・くろべ男女共同参画※プランの改定 

・女性議会の開催              ・人権相談の開催         等 

これまでの主な取組 

 

人権擁護委員による人権啓発 

黒部市女性議会 
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【施策の内容】 

①人権啓発事業 

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 

◇人権教育と啓発活動の推進 
  人権教育、人権啓発事業 

○ ○ 市・その他 

・魚津人権擁護委員協議会黒部地区 

委員会 

・小中学校 

◇人権擁護体制の整備 
  人権相談体制の整備 

○ ○ 市・その他 
・魚津人権擁護委員協議会黒部地区 

委員会 

 

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） 

人権啓発活動を実施した回数 回/年 ８ ９ 10  

 

②男女共同参画※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 

◆男女共同参画※意識の啓発・普及活動の推進 

  男女共同参画※の啓発・広報活動 
○ ○ 市 

・富山県男女共同参画※推進員黒部市 

連絡会 

◇男女共同参画※推進体制の充実 

  男女共同参画※活動支援 等 
○ ○ 市・その他 

・富山県男女共同参画※推進員黒部市 

連絡会 

・女性団体 
 

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） 

審議会等への女性登用率 ％ 26.0 27.0 30.0 女性委員数／委員総数 

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・一人ひとりの個性と多様性を認め、人権を尊重する意識を高めましょう。 

・家庭や地域でお互いの能力が発揮できる男女共同参画※社会の実現を目指しまし

ょう。 

・悩みを相談することで心理的回復をはかり、安全に健康で暮らしましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・事業所活動において、差別的な取り扱いはやめましょう。 

・仕事・育児・介護など、家庭と仕事の両立が図れる働きやすい環境を作りまし

ょう。 
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６－４ 開かれた行政への取組 

 

【現況と課題】 

○広報活動と行政・議会情報の発信 

本市は、「広報くろべ」や「くろべ市議会だより」、市ホ

ームページ、ＣＡＴＶ、コミュニティラジオ放送等を通じ、

行政・議会情報を発信しています。また、新庁舎の完成に

併せて、暮らしのガイドを刷新し、最新の情報に更新しま

した。 

今後は、行政・議会情報を一方的に市民へ伝えるのでは

なく、市民と行政・議会が活発に意見を交換する場をつく

り、市民の立場に寄り添い、わかりやすい情報を発信する

ことが求められます。 

○公聴活動の充実 

本市は、地区の要望や市民の意見を把握するため、「市民

の声提言箱」、「インターネット相談窓口」を設置している

ほか、地区要望会やタウンミーティング、議会報告会を実

施しています。しかし、これらの公聴活動に参加したこと

がある市民は、決して多いとは言えない状況にあります。 

今後は、これら公聴活動への積極的な参加を促す対策を

検討するとともに、市民にわかりやすい説明や報告により、

市政への関心を高めていくことが求められます。 

○情報公開の適正な運用 

本市では、市民等の「知る権利」を尊重し、迅速かつ適正な情報公開制度の運用に努め、市政

の透明性を高めています。 

今後も、引き続き、市民の権利を十分尊重し、情報公開制度の適正な運用を徹底するほか、審

議会等の会議の周知・公開など、市民に開かれた市政運営を図っていくことが必要です。 

 

 

 
・職員出前講座の実施              ・議会報告会の開催 

・インターネットによる市議会本会議の映像配信            等 

これまでの主な取組 

 

広報くろべ・くろべ市議会だより 

タウンミーティング 
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【施策の展開方針】 
市民に開かれた、市民の意見が反映された行政推進のまち 

・市民と行政が活発に意見を交換する場をつくり、市民の市政に対する関心を高めます。 

・政策形成のための情報公開や市民意見の聴取を積極的に推進します。 

・市政に関する市民の知る権利を尊重し、情報発信および情報公開制度を推進します。 

 

【施策の内容】 

①広報・公聴・情報公開事業 

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 

◇広報活動の充実 
  広報誌・市勢要覧の発行、コミュニティラジオ・CATV の放送 等 

○ ○ 市  

◇公聴活動の充実 
  地区要望会、タウンミーティングの実施 等 

○ ○ 市 ・自治振興会 

◇行政情報の発信 
  ホームページによる情報発信、暮らしのガイドの発行 等 

○ ○ 市  

◇情報公開の推進 
  情報公開・個人情報保護制度の適正な運用 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） 

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

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・タウンミーティングに積極的に参加しましょう。 

・パブリックコメント制度で積極的に意見を提出し、市政に参画しましょう。 

・広報くろべや市議会だより、CATV等を活用し、大切な情報の取得に努めましょ

う。 
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６－５ 情報・通信の整備 

 

【現況と課題】 

○地域情報の充実と普及 

北陸新幹線の開業に伴い、黒部宇奈月温泉駅において映

像モニター（サイネージ）による情報提供システムを整備

するとともに、地域のＩＣＴ※の基盤となり得るＷｉ-Ｆｉ※

整備を進め、地域情報の発信や利用者の利便性向上に努め

てきました。 

今後も、Ｗｉ-Ｆｉ※環境の充実など、来訪者やインバウ

ンド※に対応した利便性の高いネットワーク環境の構築が

求められています。 

○電子自治体※の推進と情報公開 

近年の著しいデジタル化・情報化の進展に対応し、市役所内の行政事務のデータ整備やシステ

ム化に努めていますが、一方で高度化・複雑化する情報環境におけるセキュリティ対策の強化も

求めれらています。 

今後は、総合行政システムの効率的な運用管理を目的に、自治体クラウド※サービスの活用によ

る情報化および共有化の推進、庁内ネットワークのセキュリティ対策等を進め、利便性と行政効

率の向上、コスト縮減を図るとともに、情報化に対応する人材の育成を進めていく必要がありま

す。 

 

 

 

【施策の展開方針】 
いつでもどこでも必要な情報が共有できるまち 

・地域の情報の積極的な発信に取り組みます。 

・市民サービスの向上を目指し、電子自治体※の推進に取り組みます。 

・高度情報化に対応できる人材を育成します。 

 
※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。 

・議会中継のインターネット配信開始        ・Ｗｉ-Ｆｉ※環境の整備 等 

これまでの主な取組 

 

公共交通サイネージ（市役所内） 
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【施策の内容】 

① 地域・行政情報化推進事業 

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 

◇地域情報ネットワーク活用の推進 

  サイネージや映像ライブラリーの活用、Wi-Fi※整備 等 
○ ○ 市 ・観光局 

◆電子自治体※の推進 
  総合行政システムの運用、セキュリティ対策の強化 等 

○ ○ 市 
・セキュリティクラウド推進協議会 

・情報システム共同利用推進協議会 
 

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） 

Ｗｉ-Ｆｉ※アクセス箇所数 箇所 ４ ８ 12  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・地域の活性化、利便性を高める情報基盤を活用しましょう。 

・情報の取得・発信のルールとマナーを守りましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・情報のセキュリティ対策に努めましょう。 

 

 

■Ｗｉ-Ｆｉ※アクセス場所（2017年(平成 29年)４月１日現在）■ 

Toyama Free Wi-Fi※ あいの風とやま鉄道 黒部駅・生地駅 

Kurobe city Wi-Fi※ 
黒部市役所 

黒部宇奈月温泉駅周辺 
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６－６ 計画的行政運営の推進 

 

【現況と課題】 

○市民ニーズを反映した行政サービスの充実 

本市は、指定管理※者制度の導入や総合振興計画の数値目

標の達成度検証等により、簡素で効率的な行政運営に向け

た取組を継続的に行っています。 

今後は、窓口サービスの向上や接遇の改善など、市民満

足度の高い行政サービスの提供と、簡素で効率的な行政シ

ステムの確立をさらに推進していく必要があります。 

 

○効率的な職員配置と労働環境の適正化 

本市は、「定員適正化計画」に沿って、職員の適正配置を進めてきました。 

今後も、職員の適正化を進めるとともに、職員研修やメンタルヘルス対策を進めるなど、限ら

れた職員数で最大限の能力を発揮できる環境づくりが求められます。 

○公共施設の再編と庁舎環境の改善 

2015年（平成27年）に本市の行政機能の拠点となる新庁

舎が完成し、市民の利用環境が飛躍的に改善しました。ま

た、旧宇奈月庁舎は宇奈月市民サービスセンターとして市

民の利便性確保のため継続して運営しています。 

一方で、2015年度（平成27年度）には、市内の公共施設

のあり方を示す「公共施設の再編に関する基本計画」を策

定しました。 

今後は、公共施設の再編に関する基本計画に基づき、既存施設の有効活用や適正配置を検討、

実施していく必要があります。 

 

 

 

 

※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。 

・新庁舎の建設             ・公共施設の再編に関する基本計画の策定 等 

これまでの主な取組 

 

届出の受付(市役所窓口) 

黒部市庁舎 
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【施策の展開方針】 
スリムで効率的な行政体制と行政サービスの充実したまち 

・市民の視点から、わかりやすく満足度の高い行政サービスを推進します。 

・限られた資源（人材・物資・財源・時間）を有効に活用し、成果を重視した行政運営を実践

します。 

・公共施設の適正配置を進めます。 

 

【施策の内容】 

①効率的行政運営推進事業 

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 

◇行政サービスの向上、事務事業の改善 
  窓口サービスの向上と接遇の改善 等 

○ ○ 市  

◇行政組織機構・人事管理の適正化 
  定員管理の適正化、職員の資質向上と意識改革 等 

○ ○ 市  

◇職員の心身の健康管理 
  定期健康診査の実施、メンタルヘルス対策の実施 等 

○ ○ 市  

◆公共施設の適正配置と管理運営の見直し 

  公共施設の再編、指定管理※者制度の推進  
○ ○ 市  

◇行政改革の推進 
  行政改革大綱の推進および実施計画の実施 

○ ○ 市  

◇庁舎環境の整備 
  庁舎の適正な維持管理の推進 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） 

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  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 
・市の行政運営に関心を持ちましょう。 
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６－７ 健全財政の推進 

 

【現況と課題】 

○厳しさが続く財政状況 

公共サービスに対する市民ニーズが多様化する一方で、税収や国庫補助金等の財源確保が困難

になりつつあります。本市では、新庁舎建設や新幹線駅周辺整備等の大型事業に合併特例債を充

当するなど、財政負担の軽減を念頭に置き事業を進めてきました。特に、有利な起債以外は極力

抑制するとともに、過去に借り入れた高金利の起債の繰上償還を行い、将来負担の軽減を図って

います。 

今後も、厳しい財政状況が続くと想定されるなか、事務事業全般にわたり量・質両面から選択

と集中による優先順位付けを行い、多様化する市民ニーズに対応できる財政体制の構築が求めら

れます。 

○自主財源の確保の必要性 

健全財政を維持するため、自主財源の要である税収を確保していくことは極めて重要です。ま

た、本市では、税収入以外の自主財源の確保のため、各種媒体への広告導入や未利用地の売却等

を積極的に行うほか、上下水道の料金体系について、2016年度（平成28年度）に複雑だった料金

体系を整理し、独立採算に向けた取組を進めてきました。 

今後は、利活用する見込みがない普通財産に加えて、公共施設の再編により生み出された旧施

設の跡地等の資産の売却や特定の行政サービスの受益者が負担する使用料、手数料等を公平性の

観点から定期的に見直すなど、新たな自主財源の確保による財源の安定化が求められます。 

○課税事務の推進 

本市は、租税の役割や意義を理解してもらうため、小中学校における租税教室を開催している

ほか、副読本の配布や税に関するポスター・書道を展示するなど、啓発活動も行っています。 

今後も、市民への税情報の提供や分かりやすい説明に努めるとともに市民ニーズに対応した納

付機会の拡大による市民サービスの向上を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 

安定的かつ健全な財政推進のまち 

・厳しい財政状況下においても、行政ニーズに対応できる財政体制を構築します。 

・自主財源の確保に努め、計画的で健全な財政運営を推進します。 

・租税への関心と理解を高め、公正で適切な課税と納税しやすい環境づくりを推進します。 

 

・公有財産未利用地の売却          ・広告収入の確保 等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①効率的財政運営推進事業 

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 

◆計画的で健全な財政運営の推進 
  補助金・交付金等の見直し、財務情報等の公表 等 

○ ○ 市  

◇財源の確保 
  受益と負担のバランスに留意した使用料等の見直し、未利用地の売却処分 等 

○ ○ 市 ・事業所 

◇適正な賦課徴収の推進 
  市税の賦課と徴収、租税教育の推進 等 

○ ○ 市 ・小中学校 

 

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） 

実質公債費比率※（３ヶ年平均） ％ 13.4 16.0 以下 17.9 以下 
借入金(地方債)の大きさを、財政規模に対する

割合で表したもの 

一般会計市債残高（臨時財政対策債を除く） 億円 206 222 196  

口座振替率（市税） ％ 63 65 67 年度当初発送件数のうち口座振替済の割合 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・財政の仕組みや税の使われ方に関心を持ちましょう。 

・市税・水道料金・下水道使用料の納付は、便利な口座振替を利用しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・市の広告事業を積極的に活用しましょう。 

 

 

■実質公債費比率※の推移■

21.8

19.0

17.9

16.4 16.1
15.3

13.1

12.0

22.9
22.8

21.2

19.5

17.7

16.8

15.9

14.8

13.4

10

12

14

16

18

20

22

24

2008年度

（平成20年度）

2009年度

（平成21年度）

2010年度

（平成22年度）

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）

2016年度

（平成28年度）

単年度 ３カ年

 
出典：黒部市 

 

※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。 




