
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水の保全と利活用

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

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

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

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

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

①市内外との連携・交流の促進

③②市民活動支援への取組み

④③人権尊重と男女共同参画社会の推進

②④開かれた行政への取組み

⑦⑤情報・通信の整備

⑤⑥計画的行政運営の推進

⑥⑦健全財政の推進

第２次総合振興計画　施策体系（案）
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将来都市像 基本理念
１．自然と共生し、安全で安心して暮らせるまちづくり

２．地域の活力を生み出す産業育成のまちづくり

３．都市基盤の充実した住みやすいまちづくり

４．健やかで笑顔あふれる、ぬくもりのあるまちづくり

５．豊かな心と生きがいを育むみ、人が輝くまちづくり

６．市民と行政がともに支えるまちづくり

第１部会
（環境・安全）

第２部会
（産業・観光）

第３部会
（都市基盤）

第４部会
（健康・福祉）

第５部会
（教育・文化）

第６部会
（協働・行財政）

資料３－１

 



 



第２次総合振興計画　施策体系一覧

【施策区分】 【施策中分類】 　　　　　【事業メニュー】

①自然環境の保全 環境保全・美化対策事業 環境保全・美化活動の推進
地球温暖化対策の推進
環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の取り組み推進
国立公園（黒部峡谷）の自然保護と環境保全の推進
県立自然公園（僧ヶ岳）の自然保護と環境保全の推進
野生鳥獣保護・生息管理の推進
ジオパークの推進

公害対策事業 公害発生防止対策の充実
監視・指導体制の強化

②河川・海岸環境の保全と整備 砂防事業 黒部川上流域など崩壊対策事業の促進
黒部川総合土砂管理の促進

河川事業 河川改修事業の促進
黒部川の水環境改善の促進
河川環境保全・美化活動の推進
親水空間の整備推進
河川想定最大規模洪水の周知

海岸事業 下新川海岸直轄事業の整備促進
海岸防風林の保全・整備の推進

③森林環境の保全と活用 治山事業 治山工事の推進
水源涵養の推進
保安林改良の推進

豊かで美しい森づくり事業 里山整備の推進
森林環境整備の促進
多様な森づくりの推進（みどりの森再生事業）

④水の保全と利活用 水環境保全整備事業 水辺環境や清流の保全
　 水環境保全意識の高揚

水環境保全団体などの活動支援
水に関するイベントおよび全国ＰＲの推進
ジオパーク・フィールドミュージアムの推進　⇒①へ移動
水資源の保全

水資源利活用推進事業 水を活かした商品開発の推進
水を活かした企業誘致活動の推進
宇奈月の温泉の研究・開発支援

⑤循環型社会の形成 再生可能エネルギー利活用事業 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
地球温暖化対策の推進　⇒①へ移動

バイオマス利活用事業 バイオマス（食品残渣廃棄物）の利活用の推進
下水道汚泥のバイオマスエネルギー利活用の推進

ごみの減量化・リサイクル推進事業 ごみの減量化・リサイクルに対する意識啓発活動の推進
ごみの減量化・リサイクル活動の推進
ごみの減量化・リサイクルを進める施設の充実
行政におけるリサイクルの推進

ごみ収集・処理対策事業 ごみ収集・処理体制の充実
不法投棄の防止対策の推進

⑥消防・防災体制の充実 消防体制整備事業 消防体制の強化・充実（常備消防）
地域消防組織の強化・充実（非常備消防）

防災対策事業 地域防災体制および防災基盤の整備推進
自主防災組織の育成支援
防災情報システムの充実
災害に対する意識啓発活動の推進

⑦交通安全・防犯対策の充実 交通安全対策推進事業 交通安全に対する意識啓発活動の推進
地域交通安全活動の推進
交通安全施設の整備促進

防犯対策推進事業 防犯に対する意識啓発活動の推進
地域防犯活動の推進
防犯施設の整備促進

消費者生活対策事業 消費者相談の窓口体制の充実・ＰＲ

第１部会（環境・安全）
まちづくり方針

自然と共生し、安全で安心して暮らせるまちづくり

北アルプスの山々から黒部川の流れに沿って広がる扇状地、そして、富山湾までもが一体となった本市の自然環境は、地域固有の貴重な財産であり、次

代に継承していくことが必要です。

特に、黒部峡谷については、本市の類い稀な自然環境の豊かさを示すシンボルとして位置づけ、市民の意識の共有・啓発と協働による活動に保全・再生・

創出などの視点をもって取り組むほか、地域を育んできた水を活かした新たな観光資源や産業創造であり、国内外に向けて情報発信するとともに、保全に

取り組みます。

また、河川と海岸の整備を進めながら、行政と市民・企業・学校が一体となって峡谷に源を発し、我々の生活・文化の礎を築いてきた里山や扇状地、河川、

海岸についても、その成り立ちを市民一人ひとりが理解し、景観や清流を守る環境学習や保全活動等に取り組むとともに、自然再生可能エネルギーの活用

などにより環境負荷の少ない循環型社会の構築を図ります。

さらに、市民との連携による地域ぐるみの防災・防犯体制の強化を図り、災害や犯罪に強い、安心して暮らせるまちづくりを推進します。

新

【重点】
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第２次総合振興計画　施策体系一覧

【施策区分】 【施策中分類】 　　　　　【事業メニュー】

①自然環境の保全 環境保全・美化対策事業 地球温暖化対策の推進
環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の推進

● 国立公園（黒部峡谷）の自然保護と環境保全の推進
県立自然公園（僧ヶ岳）の自然保護と環境保全の推進
野生鳥獣保護・生息管理の推進

● ジオパークの推進

公害対策事業 公害発生防止対策の充実
監視・指導体制の強化

②河川・海岸環境の保全と整備 砂防事業 ● 黒部川上流域など崩壊対策事業の促進
● 黒部川総合土砂管理の促進

河川事業 ● 河川改修事業の促進
黒部川の水環境改善の促進
河川環境保全・美化活動の推進
親水空間の整備推進

海岸事業 ● 下新川海岸直轄事業の整備促進
海岸防風林の保全・整備の推進

③森林環境の保全と活用 治山事業 治山工事の推進
水源涵養の推進
保安林改良の推進

豊かで美しい森づくり事業 里山整備の推進
森林環境整備の促進
多様な森づくりの推進

④水の保全と活用 水環境保全整備事業 水辺環境や清流の保全
　 水環境保全意識の高揚

水環境保全団体などの活動支援
水に関するイベントおよび全国ＰＲの推進
水資源の保全

水資源利活用推進事業 水を活かした商品開発の推進
● 水を活かした企業誘致活動の推進
宇奈月の温泉の研究・開発支援

⑤循環型社会の形成 再生可能エネルギー利活用事業 ● 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

バイオマス利活用事業 バイオマス（食品残渣廃棄物）の利活用の推進
● 下水道汚泥のバイオマスエネルギー利活用の推進

ごみの減量化・リサイクル推進事業 ごみの減量化・リサイクルに対する意識啓発活動の推進
ごみの減量化・リサイクル活動の推進
ごみの減量化・リサイクルを進める施設の充実

ごみ収集・処理対策事業 ごみ収集・処理体制の充実
不法投棄防止対策の推進

⑥消防・防災体制の充実 消防体制整備事業 ● 消防体制の強化・充実（常備消防）
地域消防組織の強化・充実（非常備消防）

防災対策事業 ● 地域防災体制および防災基盤の整備推進
● 自主防災組織の育成支援
防災情報システムの充実
災害に対する意識啓発活動の推進

⑦交通安全・防犯対策の充実 交通安全対策推進事業 交通安全に対する意識啓発活動の推進
地域交通安全活動の推進
交通安全施設の整備促進

防犯対策推進事業 防犯に対する意識啓発活動の推進
地域防犯活動の推進
防犯施設の整備促進

消費者生活対策事業 消費者相談の充実

第１部会（環境・安全）

＜　変更箇所の反映・重点メニューの設定　＞

まちづくり方針

自然と共生し、安全で安心して暮らせるまちづくり

北アルプスの山々から黒部川の流れに沿って広がる扇状地、そして、富山湾までもが一体となった本市の自然環境は、地域固有の貴重な財産であり、次

代に継承していくことが必要です。

特に、黒部峡谷は、本市の類い稀な自然環境の豊かさを示すシンボルであり、国内外に向けて情報発信するとともに、保全に取り組みます。

また、峡谷に源を発し、我々の生活・文化の礎を築いてきた里山や扇状地、河川、海岸についても、その成り立ちを市民一人ひとりが理解し、保全活動に

取り組むとともに、再生可能エネルギーの活用などにより環境負荷の少ない循環型社会の構築を図ります。

さらに、市民との連携による地域ぐるみの防災・防犯体制の強化を図り、災害や犯罪に強い、安心して暮らせるまちづくりを推進します。

【重点】
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