
事業主体

市

市・その他

県

市

市

市

市

市

市・その他

市・その他

市・その他

市

市

結婚支援相談窓口の開設

市民 移住希望者の「くろべ暮らし」体験を受入れ、交流人口の拡大を図りましょう。

　主な指標と目標値

ふるさと黒部サポート寄附事業の推進

施策中分類 １　地域間交流推進事業

600

1  都市間・地域内の交流・連携の
推進

北海道根室市との姉妹都市交流

新川広域圏事務組合による広域行政の推進

個別事業ごとの役割分担

施策中分類 事業メニュー

今後設定 今後設定

個別事業
役割分担

協働体制

目標値

指定単位 現況値

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

2　交流人口、定住・半定住人口の
拡大

1　地域間交流推進
事業

独身男女の出会い創出事業

県民会議や千島連盟等関係団体と連携した北方領土早期返還要求運動の推進

北方領土に関する資料館の建設に向けた連携活動

官民連携による移住定住施策の推進

住宅取得支援事業の実施

市民・企業・各種団体と行政が積極的に連携を図り、地域活動を推進しましょう。

事業者等 行政との連携によりインターンシップの受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。

結婚支援事業の推進

市民

移住・定住体験施設の拡充と有効活用

広域連携による移住プロモーション活動の推進

空き家情報の提供・支援

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 6-1 市内外との連携・交流の促進 記入担当者 担当課 企画政策課、都市計画課、生涯学習課、スポーツ課

⑥協働・行財政分科会

目標値

施策中分類 １　地域間交流推進事業

項目名 移住・定住体験施設の利用者数

目標値

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

　定住体験施設の増設と移住ＰＲ活動による利用者の増加を図る。

目標値の考え方

人
H29 5年後：H34 10年後：H39 産業・福祉・教育分野などの魅力向上に努め、流入人口の増加と流出

人口の減少を目指す。今後公表

項目名 流入・流出人口

H29

256 450

１　地域間交流推進事業

項目名 空家情報バンク利用件数

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 年々増加傾向にある空家等について空家情報バンクを通じて活用

を促進させる。3 4 6

施策中分類

結婚支援プロジェクト委員会

宅地建物取引業協会、自治振興会

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

北方領土返還要求運動富山県民会議等

郷里会

自治振興会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合等

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

結婚支援プロジェクト委員会

資料４



事業主体

市

市

市

市

市

その他

市

その他

市

市

市

3　地域コミュニティの活性化

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 市政に関心を持ち、審議会などに積極的に参画しましょう。

市民 地域コミュニティのさらなる活性化を図りましょう。

2　コミュニティ活動施設の整備推
進

1  市民参画・活動
支援事業

事業者 市政への提案を積極的に行いましょう。

市民 互いに助け合う地域づくりを推進しましょう。

事業者 市民や地域の活動に対して支援に努めましょう。

市民 互いに助け合える、顔の見える地域づくりを推進しましょう。

地域おこし協力隊の配置 自治振興会等

自治振興会および連絡協議会への活動支援 自治振興会等

まちづくり推進員・まちづくり推進補助員の配置 自治振興会等

自治公民館建築等事業補助金 町内会

一般コミュニティ助成事業 自治振興会・町内会

5 10 15

功労表彰の実施

コミュニティセンター助成事業 町内会

目標値 目標値の考え方

ＮＰＯ等地域団体の活動支援 ＮＰＯ，ボランティア団体
件

H29 5年後：H34 10年後：H39 公募提案型事業の実施により市民等の積極的なまちづくりへの参画を
促す協働のまちづくりを推進する。審議会等の委員の公募の推進

公募提案型協働事業の提案事業数

1　市民の参画と協働の推進

協働のまちづくりの理念や意識の醸成 自治振興会、市民団体

公募提案型協働事業の推進 自治振興会、市民団体

目標値

指定単位 現況値

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　市民参画・活動支援事業

協働体制
項目名

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 ⑥協働・行財政分科会
施策区分 6-2 市民活動支援への取組み 記入担当者 担当課 企画政策課、総務課、生涯学習課



事業主体

市・その他

市・その他

市・その他

市

市

市

市・その他

事業所等 事業所活動において、差別的な取り扱いはやめましょう。

事業者等 仕事・育児・介護など家庭と仕事の両立が図れるように働きやすい環境を作りましょう。

市民 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。

市民 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。

市民 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。

2　男女共同参画推進体制の充実

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

2　人権擁護体制の整備

2　男女共同参画推
進事業

１　男女共同参画意識の啓発・普
及活動の推進

富山県男女共同参画推進員黒部市連絡会

1　人権啓発事業
1　人権教育と啓発活動の推進

26.0 27.0 30.0

目標値の考え方

％
H29 5年後：H34 10年後：H39 審議会等に女性の登用を進めることにより、女性が安心して職場や地

域で活躍できる社会を目指す。

目標値

指定単位 現況値 目標値

男女共同参画活動支援（女性団体補助） くろべ女性団体連絡協議会
項目名 審議会などへの女性登用率

8 9 10

男女共同参画の広報活動 富山県男女共同参画推進員黒部市連絡会

配偶者等暴力被害者相談窓口の充実 施策中分類 2　男女共同参画推進事業

目標値 目標値の考え方

人権相談体制の整備 人権擁護委員
回

H29 5年後：H34 10年後：H39 市民の人権問題に対する理解と認識を深めることをめざし、適切な機
会を捉え、人権啓発活動を実施する。男女共同参画の啓発

人権啓発活動を実施した回数
人権教育 人権擁護委員、小中学校

人権啓発事業 人権擁護委員、小中学校

目標値

指定単位 現況値

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 人権啓発事業

協働体制
項目名

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 ⑥協働・行財政分科会
施策区分 6-3 人権尊重と男女共同参画の推進 記入担当者 担当課 市民環境課、生涯学習課



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市
4　情報公開の推進

2　公聴活動の充実

3　行政情報の発信

市民 広報や市議会だよりを活用し、大切な情報の取得に努めましょう。

市民 タウンミーティングに積極的に参加しましょう。

市民 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。

市民 職員出前講座を活用し、市民生活を豊かにしましょう。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

審議会等の会議の周知・公開、会議結果の公表

情報公開・個人情報保護制度の適正な運用

暮らしのガイドの発行

「統計くろべ」の発行

ホームページによる行政情報等の発信

タウンミーティング、市長と語る会の実施

パブリックコメントの実施

2,000 2,250 2,500

ＣＡＴＶ行政番組の放送

地区要望会の実施 自治振興会

目標値 目標値の考え方

市議会だよりの編集、発行
人

H29 5年後：H34 10年後：H39
出前講座、市長と語る会を通し、市の取組を知ってもらう

コミュニティラジオ行政番組の放送

職員出前講座、市長と語る会の参加者

1　広報・公聴・情報
公開事業

1　広報活動の充実

職員出前講座事業の展開

広報誌・市勢要覧の編集、発行

目標値

指定単位 現況値

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広報・広聴・情報公開事業

協働体制
項目名

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 ⑥協働・行財政分科会
施策区分 6-4 開かれた行政への取組み 記入担当者 担当課 企画政策課、総務課、議事調査課



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 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。

市民 情報の取得・発信にかかるルールとマナーを守りましょう。

事業者 情報のセキュリティ対策に努めましょう。

2　電子自治体の推進

1　地域・行政情報
化推進事業

1　地域情報ネットワーク活用の推
進

文書管理システムの構築・運用

情報化推進委員会の開催

庁内内部事務システムの効率化の推進

庁内ネットワークのセキュリティ確保対策の推進

4 8 12

セキュリティクラウドサービスの活用 セキュリティクラウド推進協議会

自治体基幹系クラウドサービスの活用 情報システム共同利用推進ｋ行議会

目標値 目標値の考え方

情報通信ネットワーク協議会の運営
箇所

H29 5年後：H34 10年後：H39 安全安心な公共Wi-Fiアクセスポイントを増やすことにより観光客等の
満足度を高める総合行政情報システムの運用

Wi-Fiアクセス箇所数
サイネージや映像映像ライブラリーなどの活用

観光情報提供システム及びWi-Fi整備 観光局

目標値

指定単位 現況値

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　地域・行政情報化推進事業

協働体制
項目名

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 ⑥協働・行財政分科会
施策区分 6-5 情報・通信の整備 記入担当者 担当課 企画政策課、総務課



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

3　職員の心身の健康管理

4　公共施設の適正配置と管理運
営の見直し

5　行政改革の推進

6　庁舎環境の整備

2　行政組織機構・人事管理の適
正化

1　行政サービスの向上、事務事
業の改善

市民 市民と行政が一体となって計画的・効率的な行政運営を進めましょう。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

庁舎施設の環境整備（宇奈月市民サービスセンター）

庁舎施設の環境整備

行政改革大綱の推進及び実行計画の実施

指定管理者制度の推進

公共施設の再編

定期健康診断の実施と人間ドックに係る費用助成

メンタルヘルス対策

今後設定 今後設定 今後設定

定員管理の適正化

職員の資質向上と意識改革

目標値 目標値の考え方

国・県に対する重要施策の要望活動
％

H29 5年後：H34 10年後：H39 ～H29：第３次推進期間、H30～H34：第４次推進期間、H35～H39:第５
次推進期間において設定した行革の取組が着実に達成されるよう管
理を行い、市の諸課題の解決を図る。人事給与事務の効率化

アクションプラン（ＡＰ）に掲げる取組の達成率

1　効率的行政運営
推進事業

窓口サービスの向上と接遇の改善

総合振興計画・戦略Ｋの進行管理

目標値

指定単位 現況値

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　効率的行政運営推進事業

協働体制
項目名

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 ⑥協働・行財政分科会
施策区分 6-6 計画的行政運営の推進 記入担当者 担当課 企画政策課、総務課、財政課、市民サービス課



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

3　適正な賦課徴収の推進

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民・事業者等 財政の仕組みや税の使われ方に関心を持ちましょう。

市民・事業者等 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。

2　財源の確保
1　効率的財政運営
推進事業

1　計画的で健全な財政運営の推
進

事業所 市の広告事業を積極的に活用しましょう。

63 65 67

目標値の考え方

コンビニ収納等納税環境整備
％

H29 5年後：H34 10年後：H39 便利で納め忘れのない口座振替の推進に努めるとともに、コンビニ収
納等を導入することで、納税環境の利便性の向上を図る。

租税教育の推進 小中学校

目標値

指定単位 現況値 目標値

公有財産未利用地の売払処分促進
項目名 口座振替率（市税）

市税賦課徴収事業

14.8 16.0 17.9

受益と負担のバランスに留意した使用料等の見直し

広告事業等による収入の確保 事業所 施策中分類 1　効率的財政運営推進事業

目標値 目標値の考え方

市ホームページを活用した市財政情報の開示
％

H29 5年後：H34 10年後：H39 起債償還が平成31年度ごろから増加し高い水準を推移する見込みで
あり、起債の発行を抑制し継続的に繰上償還を進める。上下水道使用料および下水道負（分）担金の賦課徴収と経営健全化

実質公債費比率（３ヶ年平均）
補助金、交付金等の見直し

他会計繰出金等の抑制

目標値

指定単位 現況値

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　効率的財政運営推進事業

協働体制
項目名

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 ⑥協働・行財政分科会
施策区分 6-7 健全財政の推進 記入担当者 担当課 財政課、税務課、上下水道経営課


