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Ⅰ 事業概要 

１  本報告書の位置づけ 

本報告書は、社団法人黒部青年会議所（以下、黒部 JC という。）と黒部市（以下、市という。）

が共催で実施した。「くろべまちづくり市民討議会２０１２」（以下市民討議会）における参加者

の討議結果について、市民討議会の運営を主管した黒部ＪＣ 未来のまち創造委員が会報告

書としてまとめ、市に対して施策への反映を求め提出するものです。 

 

２  市民討議会開催に至る経緯 

私たちの住むまちを取り巻く状況は大きく変化してきています。変化していくまちを魅力あるも

のとして次代に残していくためには、まちの未来を政治や行政だけに頼るのではなく、市民自ら

がまちの現状を理解し、魅力や可能性を共に考え、まちづくりに関心を持ち参加・参画し行動

していく必要があります。また、社団法人日本青年会議所においても行政と市民の意見集約の

場作りとして、一定の目的に偏らない公平中立な唯一の団体が青年会議所として、「市民討議

会」が推奨されています。 

 

３  市民討議会の目的 

参加者に、主体的にまちづくりに取り組む意欲を持っていただきます。 

 

４  市民討議会開催概要 

(1) 開催日時 

2012 年 8 月 26 日（日）10 時～15 時 

(2) 開催場所 

黒部市民会館 102 会議室 

(3) 参加人数  19 名（男性 13 名、女性 6 名） 

年代別  

年 代 男・女 

20 代  

30 代 3 

40 代 4 

50 代 3 

60 代 6 

70 代 1 

80 代 1 

計 18 

※アンケート未提出者 1 名 



３ 
 

（４） 参加者選出方法 

・参加者は住民基本台帳から無作為で抽出します。 

・無作為抽出した１８歳以上の市民 1000 名へ参加の依頼を送付します。    

・希望者から２０名の方々を参加者とします。（希望者が定員に達しなかったため、今回は１９

名で実施） 

 

（５） 討議テーマ 

１ 北陸新幹線の乗客が訪れ続けたいと思うまちを作りだすにはどうしたらよいか。 

２ 黒部の観光商品を考えてみよう 

  

（６） 討議進行方法 

１ グループ分け  ５名を１グループとした５グループに分ける 

              （当日参加人数が１９名の為、１グループ 4、５名の４グループとした。） 

2 情報提供     行政の専門家からの情報提供する 

3 自己紹介     各人が自己紹介する 

４ 討議        テーマについて討議する 

5 意見提出     各人それぞれ自分の思う意見を付箋に書いて討議ボードに貼る 

6 まとめ       話し合いしながら付箋に似たような意見３つに分け討議ボードにまとめ          

            る。（「残したい意見」があれば残す。） 

７ 発表        討議ボードを使い、１グループごとに発表する 

９ 投票        １人５票の持ち票で、共感する意見にシールを使用して投票する 
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 (7)当日のタイムスケジュール 

 

タイムスケジュール  

時間 
所要時間

（分） 
内容 

８：３０   会場集合 

８：３０～９：３０ ６０ 準備 

９：３０～１０：００ ３０ 受付 

１０：００～１０：１５ １５ 開会式（挨拶・趣旨説明・進行説明） 

１０：１５～１０：３５ ２０ 討議①情報提供 

１０：３５～１１：３５ ６０ 討議①自己紹介・討議・意見提出・まとめ 

１１：３５～１１：５０ １５ 討議①発表・投票 

１１：５０～１２：５０ ６０ 昼休（昼食） 

１２：５０～１３：１０ ２０ 討議②グループ分け・情報提供 

１３：１０～１４：１０ ６０ 討議②自己紹介・討議・意見提出・まとめ 

１４：１０～１４：２５ １５ 討議②発表 

１４：２５～１４：３０  ５ 討議②投票・結果発表 

１４：３０～１５：００ ３０ アンケート記入・事務連絡・閉会 
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Ⅱ 討議結果 

 

テーマ毎の討議結果として、各グループのまとめや投票結果を報告します。 

 

１ テーマ１：北陸新幹線の乗客が訪れ続けたいと思うまちを作りだすためにはどうしたらよい

か？ 

 

①各グループのまとめ 

グループ A 

まとめ１ 市民レベルの、行事・イベントをつくり育てる。（おわら、モーツァルト祭ｅｔ

ｃ…） 

まとめ２ 公共機関などの情報提供図（ネットワーク図）。    

まとめ３ 黒部がもっている自然、食物、工場などＰＲしていく！ 

残したい意見 新黒部駅周辺（活用・機能）の面のソフトを充実させる。 

 ≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

黒部名水をアピールをする（全国的に） 

花火大会を拡大して、来訪客を固定化させる。 

小原節を行なうこと 

黒部映画祭等のイベントを行なう 

リピーター（宇奈月温泉）を増加するにはどうすれば良いか市民レベルで討議する 

黒部特有の名所を造る 

テーマパークをつくる 

芸術祭等のイベントを企画する（毎年） 

市民レベルでやりつづける。物、活動、事業が必要。 

本物を大切にする。 

大画面で常時観光地名勝祭りを動画でながす 

ＰＲする（あらゆる環境で！） 

市の観光地をきれいな写真で掲載する 

宇奈月温泉と黒部峡谷が目的の来客が主となる 

何年過ってもキレイを保つ 

人と自然を美しくする 

人々を呼び込む食べ物街 

駅周辺に食堂街をつくる 

うまい魚、魚貝類をだせる店 

旨い食べ物を出せる店を多く集める 
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移動に親切な駅にする 

外国人にも理解しやする観光案内を整備する（中国、韓国、台湾、欧米人） 

駅へのアクセスは、バスの運行もいれる 

駅内の親せつ 

笑顔 

嫌な顔をしない 

建物内駐車場内観光地にしても広々としたスペースを確保して楽に動ける様に！ 
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グループ B 

まとめ１ 地域資源の再発見と活用しＰＲする。（自然・風景・米と水） 

まとめ２ 新川広域のアクセスとサービスの充実 

まとめ３ 新しい黒部のイメージ創造         

残したい意見 新しい産業 

    ≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

若い人が遊べる場 

電車とバス等の待ち合い時間がつぶせる場所 

黒部と他市町村との連携観光 

駅に新川広域エリアのホテル（宿）へﾎﾟｰﾀｰ 

黒部の各名所の観光、小さいバスで回る 

愛本橋黒部川扇状地ビューポイント 

原風景魅力的な風景の発掘 

山の風景・海の夕陽 

おいしい米（←地元の人は当たり前だけど、県外には新鮮）をＰＲ 

広域的な（→他の自治体）観光資源を発掘 

水（←地域資源）＋ペットボトル（←観光客へのサービス工夫） 

工場見学会ＹＫＫ、関電ｅｔｃ 

観光施設をもっと強力にＰＲをする（ケーブルテレビなど） 

黒部のイメージ黒四ダムと山の中 

名所、名産等を新駅にＰＲ（新川地区を含めて… 

情報「ある」ことを「伝える」 

日本位置のイベント何かのしゅみとか日本位置高いとか多いとか長いとか 

例）１０００人対局・雲上の対局（←全国・世界で唯一）囲碁（普遍的） 

黒四ダムへの通路出来ないか 

市内に工場誘致 
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グループ C 

まとめ１ 新しいアクセス場所、大きなスポット 

まとめ２ 各種のイベントの継続！！ 日本一の何かを作る 

まとめ３ 名水のアピールをもっと視覚に訴える！！  

残したい意見  

    ≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

行政が伴ってもらわないと店の経営が成りたたない 

観光大使がいない 育成してほしい 

物産品が少ない 自信のある 

単純に「みらーれ」などアピール 

観光ねらいスポットあるか 

新黒部駅の名水アピール 目でひきつけるもの 

有名なアーチストを（集客の確実な）呼べないか 

コマーシャルアピール力がない （ホットフィールド知らなかった） 

名水ロードレース 文化イベント 集客 

スキー場の利用 

パークゴルフ？ 山菜ツアー？ 

印象づける方法 

各々のイベントに伴う父兄の集客はわらえないか 

食べ物おいしいものない 

黒部（宇奈月）よりの上部鉄道より（黒４）ダム正式開通 

地もとの人が地もとの店でかわない 

スポーツバレー（アクアカップｅｔｃ）全国大会（小学生、中学生） 

グルメタウン・名水ポーク・水 

温泉街のまちの有り方 

ライブ 
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グループ D 

まとめ１ 駅舎内にレンタカー会社の専用カウンターを設置し、レンタカー専用Ｐ．

Ｋのスペースを確保する 

まとめ２ 文化・伝統芸能・まつりを市全体で行う ｅｘしばんば、獅子舞など 

まとめ３ 宮野山へロープウェイを設置し（駅方面から）冬は安全な子供向けスキ

ー場、その他のシーズンはレジャーパークとしてもっと活用したら良い 

残したい意見 立山黒部アルペンルートへのアクセスの良いことをもっとＰＲする（駅から

直接室堂へのバスなど）現在アルペン村←→室堂 \6000） 

    ≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

宇奈月温泉をもっと人を集める方法 例）関電の観光施設の利用 

朝日、入善、魚津、滑川との交通の連絡網の強化 

立山黒部アルペンルートへのアクセスの良いことをもっとＰＲする 

レンタカー用のＰ．Ｋ受け入れ会社の専用カウンターを駅内に組み入れる 

観光地への交通の便をよくする 30 分に１本とかでは少ないと思う 

観光しやすい町づくり 飲食店・トイレ等を町にふやす 

現代的な観光よりも文化的（伝統的）な加工を中心に 市のまつり 

宮野山をもっと レジャーパークにしてほしい 冬ｽｷｰ 

地元の人も観光客も参加できるイベント 

宇奈月温泉をマイカー乗り入れ禁止にし、パークアンドライドを進める 

宮野山へのロープーウェイがあったらよい 安全 ファミリー ゲレンデ そり 

使用されていない公園に滞在型ロッジコンドミニアムを作る 

新川地域の玄関口というイメージのある新駅名にする 
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北陸新幹線の乗客が訪れ続けたいと思うまちを作り出すためにはどうしたらよいか 

 

投票結果 

順位 まとめ（投票対象） 投票数 

１ 

 

新川広域のアクセスとサービスの充実 11 票 

名水のアピールをもっと視覚に訴える！！ 11 票 

 

3 

 

各種のイベントの継続！！ 日本一の何かを作る 10 票 

文化・伝統芸能・まつりを市全体で行う ｅｘしばんば、獅子舞など 10 票 

5 市民レベルの、行事・イベントをつくり育てる。（おわら、モーツァルト祭ｅｔｃ…） 8 票 

6 

 

新黒部駅周辺（活用・機能）の面のソフトを充実させる。 7 票 

駅舎内にレンターカー会社の専用カウンターを設置し、レンタカー専用Ｐ．Ｋの

スペースを確保する 

7 票 

8 黒部がもっている自然、食物、工場などＰＲしていく！ 6 票 

地域資源の再発見と活用しＰＲする。（自然・風景・米と水） 6 票 

9  新しい産業 5 票 

 立山黒部アルペンルートへのアクセスの良いことをもっとＰＲする（駅から直

接室堂へのバスなど）現在アルペン村←→室堂 \6000） 

5 票 
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２ テーマ２：黒部の観光商品を考えてみよう 

 

①各グループのまとめ 

グループ A 

まとめ１ けやき平から黒部第４ダムまでのアクセスを作る（季節限定！） 

まとめ２ 新しい「ブランド」商品の開発！例「くだもの等 まるいも さくらマス」   

まとめ３ ＮＨＫ大河ドラマ誘致！ 例 連続ドラマ 吉田忠雄社長を題材にドラマ

化 

残したい意見 地元芸能人の活用 例 「黒部進」 

  

≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

黒部の地理特徴活かす 「例」午前中は海で遊び 午後は山で、トロッコ等で遊ぶ 

大島パークゴルフ場にプレーして、その後魚の駅経由宇奈月で一泊 

市中心のイベントを作り、市外よりまつりの客を集める 

（観光ルート）世界に誇る企業ツアー 

（体験ツアー）芸術祭、参加者がつくるモニュメント的なものをつくり、それを設置する→毎年行いつ

づけていく 

黒部のイベント（スポーツ、芸術）をツアーに入れてパックにする 

黒部ダムから欅平までのアクセスを作って集客をみこめる様にする 

山と水と米のブランド化を協力にＰＲ 

乳製品（新川牧場） 魚の乾物類 

コシヒカリ、果物 桃、梨 魚貝類 カニ エビ バイ アワビ コンブ 丸イモ 鱒寿司・カマボコ 宇

奈月ビール 黒部名水ポーク 

（食べ物）ふる里詰め合わせセット →ブランド限定とし、認定シールの何％かをまちづくりにあてる 

生地の朝市を能登の朝市に対抗出来るぐらい大きくする（特産品売場も作る） 

温泉を販売してはどうか？ 

芸能人の活用 黒部進 黒部のＰＲ 

水博物館建設 水害の歴史 愛本峡 黒部川の水防 縦点 
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グループ B 

まとめ１ 欅平の充実（施設や名物スイーツ等） 

まとめ２ 宇奈月エリアでの低価格設定の宿泊や体験商品 

まとめ３ 朝市や夜の観光漁 

残したい意見 新川牧場の活用等 

    ≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

水だんご 笹あめ ますずし 

価格設定が高い 

桜まつり 

名水の知名度 

資源 即商品ではない 欅平もっと人がいれるように 

年寄りと男ばかり団体→１人 

人のソフトで人を集められないか たかちほ 夜かぐら 

ユースホステル 宇奈月高い客ターゲット Ｐｒｉｃｅさげる バンガロー 

若い女性 オートキャンプ 温泉つかって 宴会 既存のものをいかす施設 

おしゃれですてき 欅平 ださい 何かステキ 

スイーツ アイスクリーム 新川牧場→宇奈月 新川牧場 ソフトクリーム 

カータマラソンと黒部の名産を結びつける 生地のひっしおもん（塩もの） 

ユースホステルを作ってほしい。公営・ＮＰＯのトロッコ電車連携 

新川牧場 欅平での施設 名剣 

小学校 残ったものの利用 

塩もの作り 体験＋みやげ 魚のおろし方教室 体験型 

今あるものをいかにＰＲするか 桜 水 名水ポーク 

今あるもの 名水ロードレースの活用 何かの全国大会 子供の 

愛本 稚児 大蛇 スイーツ ビール 

僧ｹ岳と新川牧場とスイーツ 
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グループ C 

まとめ１ 「黒部の太陽」鑑賞ツアーに「黒部ダム見学ツアー」をセットにした方が感

動度がＵＰ！！関電ルートを観光用に公開してほしい 

まとめ２ 黒部の地物を生かした食の体験プラン ｅｘ押し寿し作り、水だんご、黒

づくり、とろろ昆布のおにぎりｅｔｃ 

まとめ３ スポーツの合宿等に宇奈月を利用したり、トップアスリートのキャンプ地に

なるようＰＲする 

残したい意見 黒部から能登へ観光船を出す 県内を結ぶだけでは魅力がない 蜃気

楼も見れる！ 

    ≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

「黒部の太陽」鑑賞ツアーに黒部ダムダムツアーをセットにした方が感動度がＵＰ！！ 

関電ルートを観光用に公開出来るようにしてほしい 

宇奈月スキーを利用できるようにする 

高校野球の夏合宿で宇奈月温泉を利用できるようにする 

トップアスリートのキャンプ地化 

黒部から能登へ観光船を出す 

黒部の海をＰＲ 太陽夕日を見る イメージチェンジ ダム 

一日おかみ体験するツアー きもの着付け 

鉄道ファン用鉄道のビューポイント紹介 

生地の水だんごづくり体験を宇奈月でする 

まずすしを作る 

黒づくり・とろろ昆布のおにぎり 糸うり（金糸瓜） この土地にしかない食べもの 

押し寿し作り ます寿し ササ取り 型押し 

黒部スイカ 復活 
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グループ D 

まとめ１ 体験型ツアー 

まとめ２ 黒部特産品を味わうツアー 

まとめ３ 黒部ダム・立山観光・黒部峡谷は主として継続 

残したい意見  

    ≪討議中に出された個々の意見（要約）≫ 

新幹線駅→温泉までサイクリング体験（レンタル自転車設置） 

新川牧場でのバーベキュー 乳しぼり体験 

生地での釣り体験ツアー 

女性には人気 黒部の舞子さんよりも①簡単な着付けをして（着物を選べる）→②赤い橋（やまびこ

遊歩道・うなづき湖の橋）歩けるツアー 

嘉例沢 鋲ヶ岳ハイキング 

黒部さくらの名所めぐり 

果物、野菜取り体験 

イワナ塩焼き\500／１匹は、布施谷祭りでは大人気で品切れになる 

東布施でトチもち作り体験 

老若男女が幅広く好きなお寿司（本物・本場）を食べられるツアー 

メインの黒部ダム、立山室堂黒部峡谷は主として継続する 
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黒部の観光商品を考えてみよう 

 

投票結果 

順位 まとめ（投票対象） 投票数 

１ ＮＨＫ大河ドラマ誘致。 例）連続ドラマ 吉田忠雄社長を題材にドラマ化 23 票 

２ スポーツの合宿等に宇奈月を利用したり、トップアスリートのキャンプ地になるよ

うＰＲする 

11 票 

３ 欅平の充実（施設や名物スイーツ等） 9 票 

 黒部特産品を味わうツアー 

5 黒部から能登へ観光船を出す 県内を結ぶだけでは魅力がない 蜃気楼も見

ることができる！ 

7 票 

６ 

 

宇奈月エリアでの低価格設定の宿泊や体験商品 5 票 

 黒部の地物を生かした食の体験ブラン ｅｘ押し寿し作り、水だんご、黒づくり、と

ろろ昆布のおにぎりｅｔｃ 

体験型ツアー 

黒部ダム・立山観光・黒部峡谷は主として継続 
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Ⅲ 「くろべまちづくり市民討議会 2012」参加者アンケート結果  

（※アンケートは全参加者１９名のうち１8 名から回答がありました。） 

 

Ｑ１ 性別をお聞かせ下さい。（参加者全員の構成です） 

 
 

Ｑ２ 年代をお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 



１７ 
 

Ｑ３ 案内が来た時点で「市民討議会」をご存じでしたか？ 

 

知っていた方の理由 

・行政の広報 

・その他の理由 

 

Ｑ４ 参加動機についてお聞かせください。（複数回答可） 

 

その他の意見 

・どんな議会か気になった。 

・黒部市民といいながら黒部のことを知らない。 

・行政や地域の担い手の人たちがどんなことを考えているか知りたかった。 

・なんとなく 
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・黒部市の事業に関心があった。 

Ｑ５ 参加された感想をお聞かせください。 

 

理由 

・あまり交流のない世代の方と話し合う機会を持てた。 

・自分とは違った視点、考え方を聞くことができた。 

・知らない人とはなしができた。 

・ぎこちなかった。 

・グループのみんなとコミュニケーションをとることができて良かった。 

・市民が参加して自ら市のことを考える良い機会であった。 

・いろいろな情報を得ることができた。 

・さりげない自分の意見を聞いてもらうことができた。 

・みんな真剣だった。 

・いろいろな討議ができた。 

・普段は知り合うことができない方々と知り合うことができたのが良かった。 

・今回出された意見がどの程度活かされるかで善し悪しがきまるのかもしれない。 

・黒部市の活性化として自分の意見が言えた。 

・出席するまで思い描いていたイメージ通りで良かった。 

・自分の意見を市に発表できたこと。（議員になった気分） 

・良い意見が出された 
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Ｑ６ （ア）この討議会に参加する前「まちづくり」に対して興味がありましたか？ 

 

（イ）この討議会に参加する前に「まちづくり」にかかわる活動をされていましたか？ 

 

していたと答えた方の活動 

・三日市まち歩きボランティア 

・商工会議所活動を通して 

・まちづくり協議会 

・振興会役員 
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Ｑ７ （ア）この討議会に参加してこれからも「まちづくり」に参加していこうという気持ち

になりましたか？ 

 

（イ）この討議会に参加して「まちづくり」に参加しているという実感を得られましたか？ 
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Ｑ８ この討議会は市民の声を行政に伝える手法として適していると思いますか？意

見等があればお聞かせください。 

 

意見 

・行政側からの参加があればなおよい。 

・１つの手段としてはありだとう思うが他の手法も模索すべき 

・議員にも参加して意見を聞いてもらえたらと思う。 

・市役所職員や議員、収入役、助役などの出席を求めたい。 

 

Ｑ９ 討議時間の長さについてお聞かせください。 
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Ｑ１０ 情報提供の量についてお聞かせください。 

 

意見 

・多い少ないは言いにくい。 

・内容がイマイチ。もっと課題を明示すべき。 

 
Ｑ１１ 討議テーマについてお聞かせください。 

（ア）討議１（北陸新幹線の乗客が訪れ続けたいと思うまちを作りだすため

にはどうしたらよいか？）について 
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（イ）討議２（黒部の観光商品を考えてみよう）について 

 

（ウ）今後話し合ってみたいテーマがあればご記入ください。 
・黒部市の将来について 

・広域連携 

・小中学生に対して地元の歴史や「まちづくり」について指導 

・公営のユースホステルについて 

・全国大会誘致について 

・老人介護について 

 
Ｑ１２ （ア）謝礼についてお聞かせください。 
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その他の意見 

・あってもいいが高額でない方が良い。 

 

（イ）謝礼金額についてお聞かせください。 

 

その他の意見 

・謝礼金は必要なし。 

 
Ｑ１３ 今後同じような企画の参加要請があった場合参加しますか？ 
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Ｑ１４ 本日の討議会を通して感じた事やご意見等をご自由にご記入ください。 

・市長や議長等、市や議会の幹部の同席を希望したい。

・本当に市の行政に反映されるのかが疑わしい。

・思っていたよりまじめで良い体験をさせていただいた。

・黒部市が前面に出て討議すると思っていた。

・みなさん真剣に話し合って本当に黒部市の活性化を考えていることが実感できた。

・今後の観光を通して黒部市の発展について考える機会となった。

・いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

・続けることが大切だとう思う。

・参加決定の時点で当日配布の資料を送付いただければ事前に考えをまとめておくこと

ができた。

・会の最後に質疑応答の時間があっても良かったのではないか。

・大変楽しかった。

・出席するまでは不安だったが始まってみたら楽しかった。

・お弁当がおいしくない。



２６ 
 

～参考資料～ 

 
①  参加応募はがき 
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②  市民討議会開催案内書 
（添書） 

平成２4 年 8 月１日

 

 各 位 

 

 黒部市長 堀内康男 

（社）黒部青年会議所 

 理事長 山口剛史 

 

「くろべまちづくり市民討議会２０１２」の開催について（ご案内） 

 

 日頃から、市行政について格別のご理解をいただき、厚くお礼申し上げます。

 このたび、黒部市と（社）黒部青年会議所の共催により、「くろべまちづくり

市民討議会２０１２」を開催いたします。 

 この市民討議会は、まちづくりの課題や地域の身近なテーマについて討議し

ていただき、市民主役のまちづくりの実現に向けた新しいスタイルの会議です。

 皆様には、同封しましたパンフレットをご覧頂き、是非ご参加くださいます

ようご案内いたします。 

  

 なお、本案内は黒部市の住民基本台帳から無作為抽出した１８歳以上の市民

10００名の皆様に送付させていただいております。 

 

 

 

 

 

（お問合せ先） 

黒部市役所企画政策課 

℡ 0765－54－2111 

（社）黒部青年会議所 

℡ 0765－54－0192  



２８ 
 

（チラシ・おもて）

 

 



２９ 
 

（チラシ・うら） 
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③  参加決定通知書 

 
平成２４年８月１０日

くろべまちづくり市民討議会 参加者各位 

               黒部市長 堀内康男

               社団法人黒部青年会議所 

                 理事長  山口剛史 

 

くろべまちづくり市民討議会開催について 

 拝啓 皆様にはご清祥のことお慶び申し上げます。 

先日、「くろべまちづくり市民討議会２０１２」の開催案内を

差し上げたところ、ご返信を頂きありがとうございました。

くろべまちづくり市民討議会への参加が決定しましたの

でご通知申し上げます。 

敬具

 

記 

1. 日時：平成２４年８月２６日（日） 

   受付  ９：３０～ 

   開会 １０：００ 

   休憩 １２：０５～１３：００ 

   閉会 １５：００ 
   ＊昼食はこちらで、準備致します。 

  

2. 会場：黒部市民会館１０２会議室 
   ＊尚、会場までの交通費は各自でご負担願います。 

 

3. 持物：筆記用具・印鑑（受領印となるもの）をご持参

ください。当日謝礼として4,000円お支払します。

以上 
お問い合わせ                            

社団法人黒部青年会議所 事務局

電話：０７６５－５４－０１９２     



３１ 
 

④  情報提供資料 
テーマ１：北陸新幹線の乗客が訪れ続けたいと思うまちを作りだすためにはどうした

らよいか 

くろべまちづくり
市民討議会２０１２

テーマ１

「北陸新幹線の乗客が訪れ続け
たいと思う街を作り出すには、ど
うしたらよいか」

 

黒部市

新幹線新黒部駅（仮称）
周辺整備についての報告

平成24年8月26日

 

新駅周辺
整備エリア
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至宇奈月

富山地方鉄道
新黒部駅（仮）建設中

北陸自動車道

H24.7.8撮影
 

駅周辺整備 基本コンセプト

【 求められる機能 】

・便利で快適なアクセス性を確保した駅

・美しい富山を感じる駅

・県東部の観光拠点となる駅

・本物だけを取り扱う駅

～名水・名勝・名山・名産

にいかわ シンフォニー～

来訪者を魅了する 観光と交流の拠点

H24.7.8撮影
 

 

新黒部駅（仮称）駅舎デザイン 

 

新幹線新駅駅舎デザイン
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(仮称)新黒部駅 周辺
整備計画の概要

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

新幹線駅

駅東口広場

地鉄新駅

(仮)地域観光
ギャラリー

(仮)交流プラザ

 

(仮称)新黒部駅からの
交通ネットワーク機能

宇奈月温泉地鉄沿線新駅周辺

中心市街地

・地鉄新駅の整備推進
・北陸新幹線と富山地方鉄道の

接続ダイヤ円滑化
・パーク＆ライドの促進

ＪＲと富山
地方鉄道
の連絡性
向上

 

新黒部駅（仮称）は、玄関口で出発点

・物見遊山
・ターゲット観光

（自然・環境・水・山…）

・長期滞在
（自然・農業・芸術…）

・地元観光
・学習(生涯学習、学校…）
・体験(自然・農業…）

・主体的に参画
・保護・保全活動
・ガイドボランティア

案内

魅力あるまちへの誘い

宇奈月温泉
生地

三日市
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賑わいの創出に向けた宇奈月温泉街の取組み

でんき宇奈月プロジェクト
湯の街ふれあい音楽祭

モーツァルト＠宇奈月

市民・事業者の皆様がご活躍されています。

 

・まちに魅力があると、人を引きつける。

・「賑わい」とは、人が集い、楽しめる状況。

・その「賑わい」が活力であり、潤いである。
賑わう温泉街（黒川温泉HPよ
り）

渋滞は賑わっているとは言え
ない

富山湾、黒部峡谷、越中にいかわ観光圏

における黒部の数値目標

・黒部峡谷鉄道 19 447千人→ 25 2,5518千人
（うち訪日団体客 19 20千人→ 25 2,550千人）
・宇奈月温泉 19 406千人→ 25 25,471千人
（うち外国人客 19 8,806千人→ 25 25,21,912人）
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テーマ２：黒部市の観光商品を考えてみよう 

くろべまちづくり
市民討議会２０１２

テーマ２

「くろべの観光商品を考えてみよう」

 

首都圏からの観光のイメージ

現在

９：００ 東京出発

１２：４０ 黒部着

１３：３０ 黒部峡谷鉄道乗車

１５：００ 欅平到着

１５：３０ 欅平出発

１７：００ 宇奈月温泉到着

（夕方のため宿泊）

新幹線開通後

９：００ 東京出発

１１：１０ 黒部着

１２：００ 黒部峡谷鉄道乗車

１３：３０ 欅平到着

１４：００ 欅平出発

１５：３０ 宇奈月温泉到着

（移動できる時間がある）

充実した観光メニューが

ないと宿泊に結びつかない

選択肢が宿泊しかない 宿泊してもらう仕掛けが必要
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⑤  当日の写真 
 

 
 主催者あいさつ 

 

 

 会場風景① 

 

 

 討議風景① 

 

 

 

 
会場風景② 

 

 
 発表風景① 

 

 

発表風景② 
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 討議ボード 

 

 

 投票風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 結果集計 

 


