
事業主体

県・市

市

その他

市・その他

市・その他

市・その他

市

市

市

市

375,000 400,000

市

市

市

市

施策中分類 1 環境保全・美化対策事業

項目名 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

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

％
H29 5年後：H34 10年後：H39 環境教室受講後に行う児童･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。85％ 90％ 95％

環境審議会の運営

旧不燃物処理場環境対策事業
2　監視・指導体制の強化

1　公害防止対策の充実 各種公害環境調査事業

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

件
H29 5年後：H34 10年後：H39

油漏れや野焼きなどの啓発強化により公害処理件数を減らす。
10 8 5

1　地球温暖化対策の推進

6　ジオパーク活動の推進

地域観光ギャラリー展示空間の運営（ソフト）

1 環境保全・美化対
策事業

4　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

5　野生鳥獣保護・生息管理の推
進

2　環境マネジメントシステム（EMS）
の推進

3　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(ソフト事業）

野生鳥獣保護・生息管理の推進

市民 野生鳥獣の保護に努めましょう。

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

宇奈月方面遭難対策協議会

観光局、地域学芸員

立山黒部ジオパーク協会

吉田科学館振興協会

黒部市環境審議会

新川広域圏事務組合

内山財産区、黒部山岳会

ジオパーク推進事業

フィールドミュージアム事業

国立公園内環境保全事業（ハード事業）

施策中分類 2　公害対策事業

項目名 公害苦情処理件数

地域観光ギャラリー展示空間の運営（ハード）

2　公害対策事業

市民 環境負荷のかからないエコライフを心掛けましょう

事業者等 環境問題に配慮した事業活動に努めましょう。

市民・事業者等 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 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。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 ふるさとの自然環境や景観に関心をもち、ゴミ持ち帰りなどのマナーを守りましょう。

地球温暖化防止計画策定事業

地球温暖化防止対策普及啓発事業

環境マネジメントシステム（EMS）の取組
目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

人
H29 5年後：H34 10年後：H39

項目名 黒部峡谷への入山者数
協働体制

小学校、保育所、幼稚園、とやま環境財団

黒部峡谷の自然保護と環境保全をなお一層、推進することが黒部峡
谷の知名度をさらに引き上げ、自然に親しむ入山者が増加する。355,346

個別事業ごとの役割分担

施策中分類 事業メニュー 個別事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名

施策区分 1-1 自然環境の保全 記入担当者 担当課 総務課、市民環境課、商工観光課、農林整備課、生涯学習課

　主な指標と目標値

①環境・安全分科会

施策中分類 1 環境保全・美化対策事業役割分担

資料４



事業主体

国

県

市

市

国

国

県

市

県

市

市

国

市

県

国

国

市

市民 河川海岸の環境美化に努めましょう。

片貝川広域基幹河川改修（布施川工区）（ハード）

片貝川広域基幹河川改修（布施川工区）（ソフト） 片貝川長大橋建設促進協議会

2　黒部川の水環境改善の促進

3　河川環境保全・美化活動の推
進

4　親水空間の整備促進 黒部川環境整備

1　砂防事業

1　黒部川上流など崩壊対策事業
の促進 小規模急傾斜地崩壊対策事業（砂防事業）

砂防事業に関する要望等 尾山大谷川改修促進協議会

2　黒部川総合土砂管理の促進

2　河川事業

市民 海岸防風林の役割を知り、保全に努めましょう。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

保安林の保全・整備
3　海岸事業

1　下新川海岸直轄事業の整備促進 下新川海岸整備

2　海岸防風林の保全・整備の推進

ふるさとリバーボランティア支援事業 市内河川愛護団体

準用河川維持管理

黒部川水辺の賑わい創出の取組

準用河川生地西背戸川改修

1　河川改修事業の促進

黒瀬川改修（ハード）

黒瀬川改修（ソフト） 黒瀬川改修促進期成同盟会

黒部川改修

黒部川土砂管理調査

60 375 875
人

H29 5年後：H34 10年後：H39 高橋川を愛する会の活動への参加者数を増やすことで、河川愛護に
携わる者の増加を図る。（累計）

尾山大谷川砂防事業（県ハード）

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

協働体制
項目名 高橋川を愛する会参加者数

黒部川砂防事業 黒部川治水同盟会

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 2　河川事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ①環境・安全分科会
施策区分 1-2 河川・海岸環境の保全と整備 記入担当者 担当課 農林整備課、建設課



第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

事業主体

市

市

市

市

市

市

市

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 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。

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

ｈａ
5年後：H34 10年後：H39 新規取組団体の掘り起こしを行い、市民参加の森づくり活動を推進す

る。

2　豊かで美しい森
づくり事業

1　里山整備の推進

2　森林環境整備の促進 施策中分類 2　豊かで美しい森づくり事業

3　多様な森づくりの推進 みどりの森再生事業（針広混交林） 森林組合
項目名 里山再生整備事業整備面積

1　治山事業
2　水源涵養の推進 水源森林総合整備事業 森林組合

3　保安林改良の推進 保安林改良事業 森林組合

68 71

H29

65

森林公園、森林浴の森周辺の整備

里山再生整備事業

5,877 5,882 5,887
ｈａ

H29 5年後：H34 10年後：H39 現況値（H29）までの数値の推移から、治山工事による保安林の増に
取り組む。

崩壊山地・渓流等の保全

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

協働体制
項目名 保安林面積

1　治山工事の推進
崩壊山地・渓流等の整備

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1　治山事業

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ①環境・安全分科会
施策区分 1-3 森林環境の保全と活用 記入担当者 担当課 農林整備課



事業主体

県・市・その他

市

県・市・その他

その他

その他

その他

市

市

その他

市

その他

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 恵まれた水資源の有効活用と保全に努めましょう。

事業者 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。

現況値 目標値 目標値の考え方

2　水を活かした企業誘致活動の推進 企業誘致における豊富な水資源のＰＲ活動 商工会議所、事業所
企業

5年後：H34 10年後：H39 豊富な水資源のPRを市外企業等へ行い、企業誘致等により多様な雇
用環境を実現する。

2　水資源利活用推
進事業

1　水を活かした商品開発の推進 名水を活用した既存商品や新商品の販路開拓およびＰＲ 観光局、事業所、商工会議所、黒部まちづくり協議会

目標値

指定単位

3　宇奈月温泉の研究・開発支援

くろべ水の少年団

施策中分類 2　水資源利活用推進事業

地下水等水質監視 黒部名水会
項目名 水資源の活用に取り組む企業累計数

地下水の状況等調査 富山県立大学等

1　水環境保全整備
事業

1　水辺環境や清流の保全

2　水環境保全意識の高揚 全国水環境保全市町村連絡協議会

水環境保全団体活動支援 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

水の少年団活動支援

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 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。

市民

7 10

H29

医療など異業種交流による研究・開発 商工会議所、医療関係機関、でんき宇奈月プロジェクト 5

5　水資源の保全

アクアパークフェスティバル等水環境啓発イベントの開催 アクアパークフェスティバル実行委員会

4　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等開催支援 黒部川・水のコンサート＆フェスティバル実行委員会

1.6 1.0 0.5
ｍｇ/ℓ

H29 5年後：H34 10年後：H39 排水対策や地域美化活動を推進し、河川のBDOの値の低減を目指
す。

水環境保全啓発事業

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

協働体制
項目名 市内二級河川・準用河川などのBOD※値

※BOD：河川水中の汚染物質が微生物により無機化される際に必要とされる酸素量。値が大きい程汚濁していることから各河川の保全状況が把握できる。水辺環境保全事業 富山一級水系水質汚濁連絡対策協議会

3　水環境保全団体などの活動支
援

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1　水環境保全整備事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ①環境・安全分科会
施策区分 1-4 水の保全と活用 記入担当者 担当課 市民環境課、商工観光課、生涯学習課、上下水道経営課



市

市・その他

市

市

市

市

市

市

県・市・その他

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

回
H29 5年後：H34 10年後：H39

107 110 115

施策中分類 4　ごみ収集・処理対策事業

項目名 市民団体による年間ボランティア清掃実施回数

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

ｋｇ
H29 5年後：H34 10年後：H39

3Rを推進し、ごみの減量化を図る。

施策中分類 3　ごみの減量化・リサイクル推進事業

項目名 一世帯当たり資源物年間排出量

現況値 目標値 目標値の考え方

ℓ
5年後：H34 10年後：H39 再生エネルギー(BDF化)利活用として現在7箇所で回収している廃食

用油の回収量を増やす。
4　ごみ収集・処理対
策事業

1　ごみ収集・処理体制の充実

ごみ収集運搬事業 黒部市廃棄物減量化等推進審議会

目標値

指定単位

2　不法投棄防止対策の推進 不法投棄防止対策事業 黒部警察署

バイオマスエネルギー利活用に必要となる下水道汚泥等の有効利用
を図る。

2　ごみの減量化・リサイクル活動の
推進 リサイクル活動団体(学校、地域) 施策中分類 2　バイオマス利活用事業

3　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 項目名 廃食用油回収量

PFI事業者

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

環境衛生協議会 t/日
5年後：H34 10年後：H39

2　バイオマス利活
用事業

食品残渣廃棄物利活用事業 市
施策中分類 2　バイオマス利活用事業

2　下水道汚泥のバイオマスエネル
ギー利活用の推進

項目名 バイオマスエネルギーに変換するための汚泥量

下水道汚泥リサイクル事業

協働体制

1　再生可能エネル
ギー利活用事業

1　小水力・太陽光・地熱等エネル
ギーの調査研究及び利活用

民間との協働による再生可能エネルギーの利活
用に向けた調査・研究

その他

太陽光エネルギー利活用事業

清掃活動を支援することにより、地域住民の自発的な環境美化意識の
定着化を図る50 60 70

事業者等 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。

事業者等 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。

市民 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。

市民 廃棄物の資源化に努めましょう。

市民 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。

市民 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。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

し尿収集事業 950 1,100 1,300

環境美化団体活動支援 環境衛生協議会 H29

3　ごみの減量化・リ
サイクル推進事業

1　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

リサイクル推進団体活動支援

63 66

資源物収集運搬事業 環境衛生協議会

H29

60

バイオマス（下水道汚泥（農集排汚泥、浄化槽汚
泥含む））エネルギーの利活用の推進

市

1  バイオマス（食品残渣廃棄物）の
利活用の推進

4 6 8
箇所

H29 5年後：H34 10年後：H39 既設の小水力発電所に加え、マイクロ水力発電設備を整備し、水力に
よる再生可能エネルギーの普及啓発に努める。

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

項目名 水力発電施設の整備箇所数
水力エネルギーの利活用 土地改良区

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
施策中分類 1　再生可能エネルギー利活用事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ①環境・安全分科会
施策区分 1-5 循環型社会の形成 記入担当者 担当課 市民環境課、商工観光課、農林整備課、上下水道経営課、上下水道工務課



市・その他

市・その他

市・その他

市・その他

市

市

市

市・その他

その他

県・市

市

市

13

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

市民

市民

事業者等

現況値 目標値 目標値の考え方

町内
H29 5年後：H34 10年後：H39 町内単位での避難手法・避難場所等を検討し集約したカードの普及に

より、地域に適した実践的な避難方法の普及につながる。3 8

４　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意識の高揚

河川想定最大規模洪水の周知及び避難等の検
討を図る情報等の提供

市
目標値

指定単位

全国瞬時警報システム（ＪｰＡｌｅｒｔ）・防災行政無線
の適切な運用

市

CATV、携帯電話、防災ラジオ、コミュニティFM、防災業
務支援サービスを活用した緊急情報の提供充実

市
施策中分類 2　防災対策事業

項目名 避難カードの作成

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

人
5年後：H34 10年後：H39 災害時発生時における各地域の防災リーダーとして、防災士の資格取

得支援を行う

消防団員の確保ならびに活動支援に資するため、「消防団応援の店」
登録事業所数の増加を図る。

福井県大野市および北海道根室市との「災害時
相互応援協定」に基づく協力

市
施策中分類 2　防災対策事業

項目名 防災士養成講座受講者
自主防災活動用資機材の整備 自主防災組織

市と市内企業等との各種相互応援協定の拡充お
よび災害時の的確な連携・協力

市 事業所 事業所
5年後：H34 10年後：H39

自治振興会、自主防災組織
項目名 「消防団応援の店」登録事業所数

非常食料、避難所物資等備蓄品および防災資機
材の整備拡充

市

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

協働体制

1　消防体制整備事
業

消防団、事業所

消防施設等の整備 消防団

消防団体制の整備 消防団、事業所

事業者等 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。

住宅用火災警報器の設置に努めましょう。

応急手当をマスターし、大切な人の命を救いましょう。

各事業所での火災予防に努めましょう。

市民 日頃から火災の予防と防災・減災に対する意識高揚に努めましょう。

市民 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。

2　防災対策事業

3　防災情報システムの充実

73 98 123

市内自主防災会連合組織の育成・連携強化 自主防災組織 H29

2　自主防災組織の育成支援 自主防災組織の活動支援と地域防災リーダーの育成 自主防災組織

目標値

避難行動要支援体制の推進 自治振興会、民生委員

25 35

H29

16

1　地域防災体制および防災基盤
の整備促進

施策中分類 1　消防体制整備事業

総合防災訓練の実施

防災行政無線のデジタル化

市地域防災計画の随時適切な改訂

85.0 86.0 90.0
％

H29 5年後：H34 10年後：H39 消防施設などが不足している地区への消火栓・貯水槽整備を推進し、
消防水利の充足率の向上を目指す。

常備消防体制の整備

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

項目名 消防水利（消火栓、貯水槽）の充足率
1　消防体制の強化・充実（常備消
防）

消防署等の整備

2　地域消防組織の強化・充実（非
常備消防）

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
施策中分類 1　消防体制整備事業

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ①環境・安全分科会
施策区分 1-6 消防・防災体制の充実 記入担当者 担当課 総務課、福祉課、建設課



事業主体

市・その他

市・その他

市

市

市

市・その他

市

市

市

市

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 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。

市民 夜間、薄暮時に外出する際は、反射材を活用しましょう。

現況値 目標値 目標値の考え方

人
5年後：H34 10年後：H39 市広報誌、ケーブルTV、ラジオ等の広報媒体を活用し、特殊詐欺手口

と未然防止策を紹介するなど広報啓発を行い、被害の減少を図る。

カギかけキャンペーン等の防犯キャンペーンを通じ、犯罪抑止や未然
防止への意識を高め、刑法犯認知件数の抑止を図る。

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

市・その他 地区安全なまちづくり推進センター

３防犯施設の整備促進
通学路等における危険箇所への防犯灯の整備
および公共空間への防犯カメラの設置

市 自治振興会
施策中分類 ３消費者生活対策事業

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

２地域防犯活動の推進

黒部市防犯協会への活動支援 防犯協会
件

5年後：H34 10年後：H39
２　防犯対策推進事
業

１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

目標値

項目名
３　消費者生活対策
事業

相談員の育成

消費生活問題に関する広報啓発活動

交通安全協会

施策中分類 ２防犯対策推進事業

３交通安全施設の整備促進 カーブミラー、交通安全看板等の整備 交通安全協会
項目名 刑法犯認知件数

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

１　交通安全対策推
進事業

交通安全協会、黒部警察暑

２地域交通安全活動の推進

高齢者運転免許自主返納事業 黒部警察署

黒部市交通安全協会への活動支援

事業者 各種団体と連携し、地域の防犯活動を強化しましょう。

事業者 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。

市民 カギかけを徹底し、防犯意識の高揚に努めましょう。

市民 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 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。

330 500 650

H29

４消費者相談の充実

消費者生活相談出前講座等の参加人数

県くらしのアドバイザー

目標値

指定単位

120 110

H29

127

交通安全運動の実施 交通安全協会、黒部警察暑

地区交通安全推進協議会への活動支援 地区交通安全推進協議会

103 150 200
人

H29 5年後：H34 10年後：H39 市広報誌、ケーブルTV、ラジオ等を活用し、当市が進める高齢者運転
免許証自主返納支援事業を広報し、同返納者数を増加させ、高齢者
による交通事故の抑止を図る。

交通安全広報活動の実施

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

協働体制
項目名 高齢者運転免許証自主返納者数

１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 交通安全協会、老人クラブ連合会

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 １交通安全対策推進事業

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ①環境・安全分科会
施策区分 1-7 交通安全・防犯対策の充実 記入担当者 担当課 市民環境課


