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◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】野焼きが相変わらず実施されている。

↓

第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり

１―１．自然環境の保全 １―１．自然環境の保全

【現況と課題】

○環境にやさしいまちづくり
地下水の持続的利用のための節水および下水

や工場排水の再利用など水資源の保全活動を推
進するとともに、市環境衛生協議会の活動強化
をはじめ、市民・事業者・行政の連携による環
境美化活動の推進に努めています。今後さらに、
環境保全・地球温暖化防止などに対する市民へ
の啓発活動の充実と市民意識の向上が求められ
ています。

○公害の監視強化
大気汚染・水質汚濁の調査、企業との公害防

止協定締結などによる監視を継続するととも
に、北陸新幹線の開業や新たな企業進出に対応
した公害監視体制の確立が求められています。

○生態系の保全
野生生物の生息域の保全・回復に努めなけれ

ばならない一方で、近年、クマやサルなどによ
る人身被害の発生とともに農作物被害の拡大が
懸念されています。地域住民との協働による環
境整備や巡回パトロールを強化しつつ、人と野
生動物との適正なすみ分け・共生、希少動植物
の保護に努めていくことが求められています。

○自然景観の保全
北アルプスの山々から黒部川の流れに沿って

広がる扇状地と富山湾までもが一体となった本
市の自然景観については地域固有の財産として
とらえ、広域的・一体的な環境保全への取り組
みを進め、後世に継承していかなければなりま
せん。

特に、日本一のＶ字峡で知られる黒部峡谷に
ついては本市の自然景観の豊かさを示すシンボ
ルとして、世界文化遺産への登録に向け市民意
識の共有・啓発と協働による保全活動に取り組
む必要があります。現在、黒部峡谷ナチュラリ
スト研究会や立山黒部環境保全協会などによる
保全活動が行われていますが、今後も、登山者
や観光客など黒部への来訪者に対し安全で快適
な環境を提供していくため、安全な登山道の整

【課題の整理】

①環境にやさしいまちづくりの推進
②公害の監視強化
③生態系の保全
④自然景観の保全

【施策の展開方針】
○自然景観の保全が良好で環境にやさしいまち
・地球環境から身近な環境までを考え、自ら行動

できる市民を育てます。
・市民の生活環境を守るため、公害監視体制や公

害防止協定締結を推進します。
・再生・回復・復元・創造などの視点で、黒部固

有の生態系や美しい自然景観を守り育みます。

【市民の声】
・豊かな自然を活かしたまちづくりを推進してほ

しい。
・水や緑の大切さの啓発に努めてほしい。
・自然保護に力を注いでほしい。

【施策の内容】
①環境保全・美化対策事業
②公害対策事業

【現況と課題】（掲載順変更）

○環境にやさしいまちづくり
循環型社会の実現に向けて、地下水の持続的利

用のための節水および下水や工場排水の再利用な
ど水資源の保全活動を推進するとともに、市環境
衛生協議会や市水資源対策協議会などへの支援を
はじめ、市民・事業者・行政の連携による環境美
化活動の推進に努めています。

今後は、地球温暖化防止対策として節電の取り
組みをはじめとする省エネルギーの推進も積極的
に行うとともに、更なる新技術の導入などによる
環境保全を着実に行っていくことが求められてい
ます。

○自然景観の保全
北アルプスの山々から黒部川の流れに沿って広

がる扇状地と富山湾までもが一体となった本市の
自然景観については地域固有の財産としてとら
え、広域的・一体的な環境保全への取り組みを進
め、後世に継承していく責務があります。

特に、日本一のＶ字峡で知られる黒部峡谷につ
いては本市の自然景観の豊かさを示すシンボルと
して、世界文化遺産への登録に向け市民意識の共
有・啓発と協働による保全活動に取り組む必要が
あり、現在、黒部峡谷ナチュラリスト研究会や立
山黒部環境保全協会などによる保全活動が行わ
れ、一定の成果を上げています。また、登山道の
整備についても、宇奈月方面遭難対策協議会など
と連携し、安全で快適な環境の提供に努めていま
す。今後は、登山者や観光客など黒部への来訪者
が自ら保全活動を実践するよう美化・環境保全意
識の更なる高揚を図る取り組みを進める必要があ
ります。

さらに、平成 23年９月に県内６番目の県立自然
公園に僧ヶ岳一帯が指定されたことから、引き続
き、当該地域の貴重な自然環境と多様な生態系や
優れた風景を保全しつつ、安全で適正な利用を図
る必要があります。

これらに加え、自然の恵みである水の豊かさを
感じさせるまちなかや田園地でのせせらぎを大切
に守るための取り組みも求められています。

【課題の整理】（掲載順変更）

①環境にやさしいまちづくりの推進
②自然景観の保全
③生態系の保全
④公害の監視強化

【施策の展開方針】（掲載順変更）
○環境にやさしく自然景観の保全が良好なまち
・地球環境から身近な環境までを考え、自ら行動

できる市民を育成します。
・再生・回復・復元・創造などの視点で、黒部固

有の生態系や美しい自然景観を守り育みます。
・市民の生活環境を守るため、公害防止協定の締

結も含めた公害監視体制の充実や公害防止協定
締結に努めます。

【市民の声】
・黒部の良い自然をもっとアピールしてほしい。
・不法投棄、道路へのゴミ捨てをなくしてほしい。

【施策の内容】
①環境保全・美化対策事業
②公害対策事業

資料１
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備や高山植物の保護に努めていくことが求めら
れています。

○生態系の保全
多様な生物が生息できるよう、残された自然

環境の保全に努め、失われた生息域の回復を図
るための環境整備を進めていく必要がありま
す。

一方で、中山間地域では、クマ、サル、イノシ
シなどの野生動物による農作物被害が増加傾向に
あり、電気冊を活用した鳥獣害防止対策を講じつ
つ、人と野生動物の共生・すみ分けに努め、生態
系の維持、生息数の適正管理を行っていく必要が
あります。

○公害の監視強化
大気汚染・水質汚濁の調査、企業との公害防止

協定締結などによる監視を継続するとともに、北
陸新幹線の開業や放射能汚染などを考慮した公害
監視体制の確立が求められています。
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◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○ゲリラ豪雨への対策や土砂の浚渫などに関する現状と課題が必要か

↓

第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり

１―２．河川・海岸環境の保全と整備 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

日本有数の急流で知られる黒部川では、土砂

災害や洪水から人々の生命や財産を守るととも

に海岸侵食を抑制するため、上流域の砂防事業、

河川改修事業、海岸保全事業を促進する必要が

あります。今後は、上流域から海岸域まで一貫

した総合的な土砂管理の促進が求められていま

す。

○河川・海岸環境の保全

黒部川をはじめとする各河川や下新川海岸の

良好な環境保全に努めています。今後さらに、

自然との調和を図りつつ、生態系に配慮した河

川の環境整備や親水空間の構築に努めるととも

に、市民の集いや憩いの場としての海岸整備が

求められています。

○海岸防風林の保全

季節風による家屋や田畑の被害を軽減するた

めの海岸防風林は、松枯れが深刻化してきてい

ることから、伐倒処理などによる被害拡大の防

止に努めています。今後は、松枯れの予防対策

やパトロールの充実など、被害拡大の防止策を

強化していく必要があります。

○河川の水質調査の実施

河川の水質把握のため、市内12河川において

水質調査を実施しています。今後も、生活排水

による水質汚濁防止のための啓発活動や工場排

水・河川水の監視体制を強化しつつ、水質保全

に努めていくことが求められています。

○市民との協働による河川・海岸環境保全の推進

住民参加による河川・海岸の環境保全、美化

活動のさらなる啓発・普及および環境保全団体

への支援などを通じ、市民との協働による河

川・海岸環境保全を推進していく必要がありま

す。

【課題の整理】

①総合的な土砂管理の促進

②河川・海岸環境の保全のための整備推進

③海岸防風林の保全

④河川の水質保全

⑤市民との協働による河川・海岸環境の保全

【施策の展開方針】
○河川・海岸環境が豊かで美しいまち

・関係機関との連携のもと黒部川などの基幹河

川の整備を進め、災害に強い基盤の強化を図

ります。

・生態系に配慮し、潤いと親しみのある河川環

境と美しい海岸環境の整備を推進します。

・清流や名水を守るため、水質汚濁の調査や監

視体制を強化します。

・市民との協働による河川・海岸環境の保全を推

進します。

【市民の声】
・川や海岸周辺では、ゴミのポイ捨てがみられる

ので、マナーを守らせてほしい。

・魚類などが生息できる川の整備をしてほしい。

【施策の内容】
①砂防事業

②河川環境保全整備事業

③海岸環境保全整備事業

④水質監視体制強化事業

【現況と課題】

○総合的な土砂管理の促進

日本有数の急流で知られる黒部川では、土砂災

害や洪水から人々の生命や財産を守るとともに海

岸侵食を抑制するため、上流域の砂防事業、河川

改修事業、海岸保全事業を促進しています。今後

も引き続き、上流域から海岸域まで一貫した総合

的な土砂管理の促進が求められています。

○河川・海岸環境の保全

黒部川をはじめとする各河川や下新川海岸の良

好な環境保全に努めています。今後も、河川とと

もに歩んできた本市の歴史を踏まえ、自然との調

和を図りつつ、生態系に配慮した河川の環境整備

や親水空間の構築に努めるとともに、市民の集い

や憩いの場としての海岸整備が求められていま

す。

○海岸防風林の保全

季節風による家屋や農地の被害を軽減するため

の海岸防風林は、松枯れが深刻化してきているこ

とから、伐倒処理などによる被害拡大の防止に努

めています。引き続き、松枯れの予防対策やパト

ロールの充実など、被害拡大の防止策を強化して

いく必要があります。

○河川の水質調査の実施

河川の水質把握のため、市内の12河川と１用水

において水質調査を実施しています。

今後も、生活排水による水質汚濁防止のための

啓発活動や工場排水・河川水の監視体制などの手

法についても見直しを検討しながら、引き続き、

水質保全に努めていくことが求められています。

○市民との協働による河川・海岸環境保全の推進

住民参加による河川・海岸の環境保全、美化活

動のさらなる啓発・普及および環境保全団体への

支援などを行いながら、市民との協働による河

川・海岸環境保全を推進していく必要があります。

【課題の整理】

①総合的な土砂管理の促進

②河川・海岸環境の保全のための整備推進

③海岸防風林の保全

④河川の水質保全

⑤市民との協働による河川・海岸環境の保全

【施策の展開方針】
○河川・海岸環境が豊かで美しいまち

・関係機関との連携のもと黒部川などの基幹河

川の整備を進め、災害に強い基盤の強化を図

ります。

・生態系に配慮し、潤いと親しみのある河川環

境と美しい海岸環境の整備を推進します。

・清流や名水を守るため、水質汚濁の調査や監

視体制を推進します。

・市民との協働による河川・海岸環境の保全を推

進します。

【市民の声】
・川や海岸周辺では、不法投棄がみられるので、

マナーを守らせてほしい。

・天然の魚類などが生息できる川の整備をしてほ

しい。

【施策の内容】
①砂防事業

②河川環境保全整備事業

③海岸環境保全整備事業

④水質監視体制強化事業
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◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○ゲリラ豪雨への対策など

●【専門部会】戦後植林した杉の手当てが必要。

↓

第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり

１―３．森林環境の保全と活用 １―３．森林環境の保全と活用

【現況と課題】

○治山事業の推進

山崩れなどの山地災害から人々の生命や財産

を守り､安全で住みよい生活環境の保全を図る

ため、森林の整備や機能強化を推進する必要が

あります。また、地域環境と調和した治山事業

や水源涵養を推進するとともに、地すべり地域

における監視や保安林の改良など、自然災害を

未然に防止する対策が求められています。

○里山の再生・整備

人家や耕地周辺などの里山林は、私たちの生

活スタイルが変化したことによって利用され

ず、サル・クマなどの野生動物の棲みかになる

など良好な状態が失われつつあります。このた

め、人と野生動物とのすみ分け、生活関連施設

の保全、森林環境教育の場の提供など、地域や

生活に密着した里山の再生・整備が求められて

います。

○みどりの森再生

人工林は、林業の採算性悪化などにより風雪

被害や過密林が放置され、公益上または景観上

整備の必要な地域が多くなってきています。こ

のため、スギと広葉樹の混交林へと誘導するこ

とによって、洪水や渇水を緩和し、良質な水を

育む働きや山地防災などの公益機能を確保する

とともに、生物多様性や景観の保全を推進する

ため、森の再生整備が求められています。

【課題の整理】

①治山事業や水源涵養の推進

②保安林改良の推進

③里山の再生・整備

④みどりの森再生

【施策の展開方針】
○豊かな森の保全が良好なまち

・自然環境や景観に配慮した治山事業を推進し

ます。

・環境教育やレクリエーションの場としての活

用を含め、市民や地域ニーズに対応した多様

な里山の再生を目指します。

・長期的な木材資源の確保と森林がもつ公益的

機能の維持・向上を図ります。

【市民の声】
・クマやサルが民家などへ出没しないよう森林

環境を整備してほしい。

【施策の内容】
①治山事業

②豊かで美しい森づくり事業

【現況と課題】

○治山事業の推進

近年の集中豪雨により、山腹崩壊が多発傾向

にあります。

山地災害から人命や財産を守り､安全で住み

よい生活環境の保全を図るため、間伐などの森

林の整備や機能強化、地域環境と調和した治山

事業や水源涵養の推進に努めるとともに、保安

林の改良など自然災害を未然に防止する対策が

求められています。

○里山の再生・整備

集落周辺の里山は、生活スタイルの変化によ

り放置され、森林景観の悪化に加え、野生動物

の生息域と人間の生活エリアとの境界が曖昧な

状態になりつつあります。このため、集落住民

との協働による草刈や間伐、戦後植林した杉の

手入れ、森林環境教育の場の提供などの取り組

みを推進し、人と野生動物とのすみ分け、生物

多様性の確保、良好な里山の景観の回復に努め

ていくことが求められています。

○みどりの森再生

人工林は、林業の採算性悪化などにより風雪

被害や過密林が放置され、公益上または景観上

整備の必要な地域が多くなってきています。こ

のため、スギと広葉樹の混交林へと誘導するこ

とによって、洪水や渇水を緩和し、良質な水を

育む働きや山地防災などの公益機能を確保する

とともに、生物多様性や景観の保全を推進する

ため、森の再生整備が求められています。

【課題の整理】

①治山事業や水源涵養の推進

②保安林改良の推進

③里山の再生・整備

④みどりの森再生

【施策の展開方針】
○豊かな森の保全が良好なまち

・自然環境や景観に配慮した治山事業を推進し

ます。

・環境教育やレクリエーションの場としての活

用を含め、市民や地域ニーズに対応した多様

な里山の再生を目指します。

・長期的な木材資源の確保と森林がもつ公益的

機能の維持・向上を図ります。

【市民の声】
・放棄林が目につき、関係機関と連携して保全

に努めてほしい。

・里山林の整備を定期的に行ってほしい。

【施策の内容】
①治山事業

②豊かで美しい森づくり事業



5

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】市民の水の PR が必要／水博物館構想が今後も円滑に進むように取り組むべき

↓

第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり

１―４．水を活かしたまちづくり １―４．水を活かしたまちづくり

【現況と課題】

○水環境の保全

水質の保全や地下水の涵養など水環境の保全

に関する取り組みと市民意識の高揚を図り、全国

に誇れる名水を将来にわたって守り伝えていく

ことが強く求められています。

○名水の活用

「清水」をはじめとする名水施設の整備、名水

に関する各種イベントの実施、黒部名水会や市水

資源対策協議会などの各種団体の支援に努めて

います。今後は、名水施設の維持管理およびきめ

細かい水質管理はもとより、観光・産業への活用

など水を活かしたまちづくりへの取り組みと黒

部の名水をさらに全国にＰＲしていく必要があ

ります。

○水博物館構想の展開

水博物館(仮称)構想推進協議会を主体に新川

広域圏２市２町をエリアとして展開されている

水博物館構想については、水をテーマとしたフィ

ールド＋バーチャルミュージアム事業の推進が

図られています。今後は、「水に学び、水を活か

し、後世に伝承する」観点から内外に対する情報

発信の核となる施設設備を整備する必要があり

ます。

【課題の整理】

①水環境の保全

②名水の観光・産業などへの活用

③水博物館構想の推進

【施策の展開方針】
○水を活かした名水の里にふさわしいまち

・全国に誇れる黒部の名水のＰＲと水環境の保

全を推進します。

・清流を活かした特産品の開発、企業誘致など

新産業の育成や泉質を活用した宇奈月温泉の

研究・開発支援など、幅広く水を活かしたま

ちづくりを推進します。

・水博物館構想を推進します。

【市民の声】
・水の流れの音がするまちづくりを進めてほし

い。

・黒部の名水の有効活用を図ってほしい。

・黒部川の恵みを活かした地域・産業の発展を図

ってほしい。

【施策の内容】
①水環境保全整備事業

②水源利活用推進事業

【現況と課題】

○水環境の保全

水質の保全や地下水の涵養など、本市の素晴ら

しい特色である水環境の保全に関する取り組みと

市民意識の高揚を図り、全国に誇れる名水を将来

にわたって守り伝えていくことが強く求められて

います。

○名水の活用

黒部の名水を活かした商品の研究・販売に対す

る支援を行っています。また、企業誘致の際には、

名水のイメージを活用し、ＰＲに努めています。

今後も、「黒部」の名称が持つ知名度などをセー

ルスポイントとして、黒部名水会などの関係団体

と連携しながら、北陸新幹線開業後の観光・産業

への活用など水を活かしたまちづくりへの取り組

みと黒部の名水をさらに全国にＰＲする必要があ

ります。

○フィールドミュージアム構想の推進

黒部川扇状地を主なエリアとして、関係機関に

より、水をテーマとしたフィールド＋バーチャル

ミュージアム事業の推進が図られています。

本市では、フィールドミュージアムの玄関口と

して、北陸新幹線新駅周辺に整備する「（仮称）地

域観光ギャラリー」を位置付けており、現地の整

備やフィールドに出かける仕組みづくりなど地域

全体に広がる取り組みが求められています。

【課題の整理】

①水環境の保全

②名水の観光・産業などへの活用

③フィールドミュージアム構想の推進

【施策の展開方針】
○水を活かした名水の里にふさわしいまち

・全国に誇れる水環境の保全と黒部の名水のＰ

Ｒを推進します。

・清流や「黒部」の知名度を活かした特産品の

開発、企業誘致など新産業の育成や泉質を活

用した宇奈月温泉の研究・開発支援など、幅

広く水を活かしたまちづくりを推進します。

・フィールドミュージアム構想を推進します。

【市民の声】
・水の流れの音を大切にしたまちづくりを進め

てほしい。

・黒部の名水を観光・産業に活かしてほしい。

【施策の内容】
①水環境保全整備事業

②水源利活用推進事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○東日本大震災を受けて、自然エネルギーの導入に関する内容が重要視されている（アンケート結果か

らも求められている）、どこまで市の施策として記載できるか

●【専門部会】小水力発電は今後重要になるため、PR のために身近な場所にも設置すべき／バイオマ

スの利活用のために、補助制度などの PR をもっと図るべき

↓

第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 第 1章 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり

１―５．自然エネルギーの利活用 １―５．再生可能エネルギーの利活用

【現況と課題】

○食品廃棄物の再利用

食品廃棄物や食用油は一部堆肥化されている

ものの、ほとんどが燃やせるごみとして焼却さ

れていますが、地球温暖化の防止や循環型社会

の構築を目指す必要があるため、収集・再生利

用ができるシステムの構築に向けた取り組みが

求められています。

○汚泥処理対策の推進

公共下水道汚泥および農業集落排水汚泥・浄

化槽汚泥・生ごみなどのバイオマスを対象に先

進的なリサイクル事業を含めた利活用に取り組

んでいます。今後は、下水道などの汚泥処理対

策のため、食品残渣などを活用したバイオマス

ガス化の検討が求められています。

○農業畜産廃棄物の活用

畜産排泄物の一部は堆肥化して土づくりに、

籾殻の一部は堆肥の副材として土づくりや籾殻

育苗マットに活用しています。さらに、畜産農

家と耕種農家との連携を進め、循環型農業の展

開や周辺環境などに配慮した地力増強のための

堆肥散布の促進のほか、籾殻育苗マットの活

用・普及の推進、多用途に活用する研究開発な

どが求められています。

○自然エネルギーの利活用

市民に身近な農業用水などを活用した小水力

発電や太陽光および風力など、自然エネルギー

の導入に向けての取り組みが求められていま

す。

【課題の整理】

①食品廃棄物などの収集・再生利用システムの

構築

②バイオマス利活用事業の推進

③循環型農業の展開

④自然エネルギーの利活用

【施策の展開方針】
○バイオマスエネルギーの活用による循環型社

会を目指すまち

・下水道汚泥などのリサイクルシステムを構築

し、汚泥の減量化とバイオマスエネルギーの

有効活用を図ります。

・畜産農家と耕種農家との連携による循環型農

業を展開します。

・自然エネルギーの利活用に向けた調査・研究を

推進します。

【市民の声】
・新エネルギーの導入に向けての調査・研究を進

めてほしい。

【施策の内容】
①自然エネルギー利活用事業

②バイオマス利活用事業

【現況と課題】（掲載順変更）

○再生可能エネルギーの利活用

宮野用水路を利用した小水力発電所を稼働

し、低炭素社会の構築に取り組んでいます。ま

た、民間による再生可能エネルギーを利活用し

た取り組みも進められています。

東日本大震災の教訓から持続可能なエネルギ

ーの重要性が増すなか、環境にやさしく、身近

に存在する黒部の水などを再生可能エネルギー

として利活用する取り組みをさらに推進してい

く必要があります。

○食品廃棄物の再利用

家庭から排出される廃食用油をバイオディー

ゼル燃料化するため、廃食用油の回収を図って

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、廃食用油の回収量を増やしていくこ

とやディスポーザの普及などによる再生利用シ

ステムの構築が求められています。

○汚泥処理対策の推進

下水道汚泥バイオマスエネルギー利活用施設

を供用し、消化汚泥の乾燥や発酵槽の加温、場

内利用の発電を行っています。

今後は、製品化した乾燥汚泥の安定した販売

ルートの確保やバイオマス原料の安定的な量の

確保が求められています。

○農業畜産廃棄物の活用

畜産排泄物の堆肥化による土づくりや、籾殻

の育苗マット・芝マットへの利用などが順調に

増加しています。今後は、これらの活用・普及

のさらなる推進とともに、畜産農家と耕種農家

との連携を進め、循環型農業の展開や、周辺環

【課題の整理】（掲載順変更）

①再生可能エネルギーの利活用・導入促進

②食品廃棄物などの収集・再生利用システムの

構築

③バイオマス利活用事業の推進

④循環型農業の展開

【施策の展開方針】（掲載順変更）

○再生可能エネルギーの利活用による循環型社

会を目指すまち

・再生可能エネルギーの利活用に向けた調査・研

究を推進します。

・下水道汚泥などのリサイクルシステムにより、

汚泥の減量化とバイオマスエネルギーの有効

活用を推進します。

・畜産農家と耕種農家との連携による循環型農

業の展開に努めます。

【市民の声】
・小水力や太陽光発電などの取り組みをより一層

進めてほしい。

・ディスポーザの普及に努めてほしい。

【施策の内容】
①再生可能エネルギー利活用事業

②バイオマス利活用事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

境などに配慮した地力増強のための堆肥散布を

促進することが求められています。



1

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○TPP に関する内容

●【専門部会】ＴＰＰ問題は避けて通れない／担い手育成は業種を問わず共通の問題である／安全安心

な野菜作りをよりＰＲすべき／生産・集荷・流通・消費という一つの流れで PR すべき／販路拡大が

今後重要／サクラマスの稚魚を放流しているとのことだが、天然のものが戻ってくるような施策をと

るべき／LED による工場野菜などの事業展開

↓

第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり 第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり

２―１．農林水産業の振興 ２―１．農林水産業の振興

【現況と課題】

○農業の振興

95.8％の高い水田率のもとで農業産出額の約

８割を米が占めていますが、米政策改革の推進

などにより、米の生産調整や価格の下落が続く

とともに、厳しい産地間競争のなかにあります。

これまで良質米生産地として、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

めてきましたが、今後さらに、売れる米づくり

の推進を中心としながら担い手の経営改善や意

欲的な経営展開を支援していくとともに、小区

画農地の大区画化や汎用化の推進など生産性の

高い農業基盤を再構築していく必要がありま

す。

一方、食の安全が強く叫ばれるなか、「有機農

業推進法」や「とやまエコ農業推進方針」に則

し、自然の力を活かす有機農業や安全な作物の

生産を促す事業などを支援していくことが求め

られています。

米以外の農畜産物としては、黒部名水ポーク・

大豆・白ねぎ・大麦・いなきび・もも・丸いも

などがありますが、米の生産調整などによる休

耕農地の有効活用の面からも多種多様な農畜産

物の生産を拡大し、米に特化した生産構造を変

えていく必要があります。

○林業の振興

環境に配慮した森林整備の推進と林業推進組

織の経営基盤強化を図るとともに、林産物など

の高付加価値化や県産材利用の啓発・普及をさ

らに推進することが求められています。

○漁業の振興

【課題の整理】

①農業生産体制の支援と基盤整備の推進

②地域林業の振興

③資源管理型漁業の推進

④地元産農林水産物のブランド化

⑤生産・流通・販売対策の強化

【施策の展開方針】
○水・緑・大地を活かした持続的な農林水産業

振興のまち

・担い手育成、生産組織強化などによる持続的

な農林水産業を支援します。

・ほ場の大型化、農村環境の保全、栽培漁業促

進などによる生産基盤の整備を推進します。

・消費者ニーズに応える農林水産物の地域ブラ

ンド化と販路拡大を推進します。

・地産地消と食育の取り組みを推進します。

【市民の声】
・農業に関心をもてるようにしてほしい。

・山や海の恵みを市民がよく知るようにしてほ

しい。

・｢黒部｣ のブランド化を図ってほしい。

【施策の内容】
①農業生産体制支援事業

②農業基盤整備事業

③林業生産基盤整備事業

④漁業経営安定化・近代化対策事業

⑤生産・流通・販売対策促進事業

【現況と課題】

○農業の振興

95.8％の本市農業は、高い水田率のもとで農

業産出額の約８割を米が占めていますが、米政

策改革の推進などにより、米の生産調整や価格

の下落が続くとともに、厳しい産地間競争のな

かにあります。これまで良質米生産地として、

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。

今後、農業をとりまく情勢の急激な変化が予

想される中、売れる米づくりの推進を中心とし

ながら、担い手の経営改善や後継者の確保・育

成および意欲的な経営展開を支援していくとと

もに、小区画農地の大区画化や汎用化の推進な

ど生産性の高い農業基盤を再構築していく必要

があります。

一方、食の安全が強く叫ばれるなか、「有機

農業推進法」や「とやまエコ農業推進方針」、

「富山県適正農業規範(ＧＡＰ)」に則した、安

全な作物の生産を促す事業を支援していくこと

が求められています。

米以外の農畜産物としては、黒部名水ポー

ク・大豆・白ねぎ・大麦・いなきび・もも・丸

いもなどがありますが、新たに、にんじん・ね

ぎたんなどの大規模な園芸産地づくりへの取り

組みも進められています。米に特化した生産構

造を変え、米の生産調整などによる休耕農地の

有効活用の面からも多種多様な農畜産物の生産

を拡大していく必要があります。

○林業の振興

環境に配慮した森林整備の推進と林業推進組

織の経営基盤強化を図るとともに、林産物など

【課題の整理】

①農業生産体制の支援と基盤整備の推進

②地域林業の振興

③資源管理型漁業の推進

④地元産農林水産物のブランド化

⑤生産・流通・販売対策の強化

【施策の展開方針】
○水・緑・大地を活かした持続的で活力ある農

林水産業のまち

・担い手育成、生産組織強化などによる持続的

な農林水産業を支援します。

・ほ場の大型化、農村環境の保全、栽培漁業促

進などによる生産基盤の整備を推進します。

・消費者ニーズに応える農林水産物の地域ブラ

ンド化と販路拡大を推進します。

・地産地消と食育の取り組みを推進します。

【市民の声】
・担い手の高齢化が進む中、後継者の育成を支

援してほしい。

・地産地消の拡大、普及啓発を進めてほしい。

・土地改良事業(用排水路改修など)に一層取り組

んでほしい。

【施策の内容】
①農業生産体制支援事業

②農業基盤整備事業

③林業生産基盤整備事業

④漁業経営安定化、近代化対策事業

⑤生産・流通・販売対策促進事業

資料１
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

漁獲量や漁獲金額の減少が続くなか、資源管理

型漁業や多機能型漁港整備を推進するととも

に、漁港周辺や海洋レクリエーションなど観光

産業との連携強化を図ることが求められていま

す。

○生産・流通・販売対策の促進

平成19年８月に「黒部米」が米として全国初の

地域団体商標の登録を受けました。米に限らず、

本市の清流に育まれた豊富な農林水産物を全国

に発信し、ブランド力の向上に努めるとともに、

直売施設の充実や新たな特産品の開発が求めら

れています。

また、市民が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

ことが求められています。

の高付加価値化や県産材利用の啓発・普及をさ

らに推進することが求められています。

また、森林病害虫対策を継続的に実施してい

く必要があります。

○漁業の振興

漁獲量や漁獲金額の減少が続くなか、資源管

理型漁業や多機能型漁港整備を推進するととも

に、漁港周辺施設や海洋レクリエーションなど

観光産業との連携強化による漁業振興を図るこ

とが求められています。また、まち歩きや漁業

資料館の整備・検討に取り組みながら、漁村文

化の保存と伝承に努める必要があります。

○生産・流通・販売対策の促進

平成19年８月に「黒部米」が米として全国初

の地域団体商標の登録を受けました。北陸新幹

線開業により食を目的とした交流人口の増加が

図れるよう、米に限らず、本市の清流に育まれ

た豊富な農林水産物を全国に発信し、ブランド

力の向上に努めるとともに、直売施設の充実や

新たな特産品の開発が求められています。

また、市民が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

ことが求められています。
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○グローバル化や国際競争力に関する文章を追記しては

●【専門部会】大学誘致なども検討すべき／災害の少なさを PR し積極的な企業誘致を行う

↓

第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり 第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり

２―２．工業の振興 ２―２．工業の振興

【現況と課題】

○企業への支援

起業時での初期投資の軽減や企業立地の促進

を図るため、各種助成金交付や資金融資のあっ

せん、利子補給および保証料への助成などを行

っています。今後は、社会・経済情勢などに対

応した起業および操業に対する支援策などを検

討する必要があります。

○新商品・技術開発・販路開拓支援

産業おこし推進のため、新商品の研究開発を

はじめ新技術の導入、販路開拓などに関する支

援を行っています。今後は、既存企業への新規

事業支援や育成などへの支援策が求められてい

ます。

○工業用地の確保・企業誘致

土地の有効利用と企業が進出しやすい環境整

備を目的とした企業団地を造成し、低価格での

分譲と賃貸制度を導入しているほか、県や関係

機関との連携による企業立地セミナーを開催す

るなど企業誘致活動に努めています。今後は、

企業立地を推進・支援する制度の充実とともに、

北陸新幹線開業を契機とした工場や企業進出に

備えた工業用地確保などが求められています。

○事業後継者の育成・就労機会の拡大

本市で就職を希望する学生やＩ・Ｊ・Ｕター

ン者向けの企業ガイダンスを行いながら、若者

の定着や雇用の拡大に努めています。また、職

業訓練を奨励し労働者のスキルアップを応援し

ています。今後は、事業後継者の育成とともに

若者の定着、雇用の拡大を一層図る支援策が求

められています。

【課題の整理】

①既存企業への新規事業支援

②企業立地支援制度の充実

③北陸新幹線開業を契機とした工業用地の確保

④事業後継者の育成と若者の定着、雇用拡大

【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。

・本市の特性を活かした企業立地を推進します。

・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、近代化にむけた支援を推進

します。

【市民の声】
・若者が希望をもって楽しく働けるまちになっ

てほしい。

・黒部の将来を考え、企業誘致に取り組んでほ

しい。

【施策の内容】
①工業活性化事業

②経営安定化対策事業

【現況と課題】（掲載順変更）

○工業用地の確保・企業誘致

土地の有効利用と企業が進出しやすい環境整備

を目的とした企業団地を造成し、低価格での分譲

と賃貸制度を導入しているほか、県や関係機関と

の連携による企業立地セミナーの開催などを行

い、企業誘致活動に努めています。

今後は、企業立地を推進・支援する制度の充実

とともに、北陸新幹線開業を契機とした工場や企

業進出に備えた対策を早急に行う必要がありま

す。

○企業への支援

起業時での初期投資の軽減や企業立地の促進を

図るため、各種助成金交付や資金融資のあっせん、

利子補給および保証料への助成などを行っていま

す。今後は、グローバル社会・経済情勢および自

然災害などに対応した起業および操業に対する支

援策などを検討する必要があります。

○新商品・技術開発・販路開拓支援

産業おこし推進のため、新商品の研究開発をは

じめ新技術の導入、販路開拓などに関する支援を

行っています。今後は、産学官の連携による新規

事業支援や育成などの支援を進める必要がありま

す。

○事業後継者の育成・就労機会の拡大

本市で就職を希望する学生やＩ・Ｊ・Ｕターン

者向けの企業ガイダンスを行いながら、若者の定

着や雇用の拡大に努めるとともに、職業訓練を奨

励し労働者のスキルアップを応援しています。今

後は、人材育成や事業後継者の育成を図るととも

に、若者の定着、雇用の拡大への支援策がより一

層求められています。

【課題の整理】（掲載順変更）

①企業立地支援制度の充実

②北陸新幹線開業を契機とした工業用地の確保

③既存企業への新規事業支援

④事業後継者の育成と若者の定着、雇用拡大

【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。

・豊富な水や自然災害が少ないなどの本市の特

性を活かした企業立地を推進します。

・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、近代化にむけた支援を推進

します。

【市民の声】
・若者がもの作りの技術を受け継ぐ場を設けてほ

しい。

・市内で働くことができるよう、企業誘致に力を

入れてほしい。

【施策の内容】
①工業活性化事業

②経営安定化対策事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】寺町の区域を歩行者天国（毎日）とする／イベントは一過性のものであるが人が人を呼

ぶということを念頭に地道に続けていくことが必要／空き店舗対策を商工会議所や行政が一体的に実

施

↓

第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり 第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり

２―３．商業の振興 ２―３．商業の振興

【現況と課題】

○中心市街地活性化・空き店舗対策の推進

郊外での大型商業施設の進出により中心市街

地の集客力が衰退傾向にあることなどから、｢黒

部市中心市街地活性化基本計画｣に基づく｢黒部

市タウンマネージメント構想｣を策定し、既存商

店街の活性化に向けた事業を展開しています。

今後は、小売店および商店街の魅力向上による

活性化を図るとともに、商店街や地域団体が主

体となった空き店舗の有効活用事業などへの支

援が求められています。

○経営安定化対策の推進

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

ならびに商工会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

などへの支援を行っています。今後は、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

活動の活性化、組織力の強化などに向けた支援

策が求められています。

○新商業立地研究

北陸新幹線の開業を契機とした商業立地の需

要増に備え、既存商業地と新規商業地の秩序あ

る発展と相乗効果による商業活性化策が求めら

れています。

【課題の整理】

①中心市街地の魅力向上と空き店舗対策の推進

②商業団体と連携した経営安定化への指導・支

援

③既存商業地と新規商業地の相乗効果による商

業活性化

【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

域ごと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、にぎわい拠点のあるまちづくりを推進し

ます。

【市民の声】
・もっとメインストリートに人が集まるように

なってほしい。

・子どもから高齢者まで、市民が集まれる場所

がほしい。

・飲食店を充実してほしい。

【施策の内容】
①商業基盤整備事業

【現況と課題】

○中心市街地活性化・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

迷により、中心市街地の集客力が衰退傾向にあ

ることなどから、空き店舗対策として出店者に

対し支援を行っています。今後は、小売店およ

び商店街の魅力向上による活性化を図るため、

「黒部市中心市街地活性化基本計画」を見直す

とともに、コンパクトなまちづくりに向けた新

たな振興策の検討が必要となっています。

○経営安定化対策の推進

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

ならびに商工会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

などへの支援を行っています。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

議所ならびに商工会活動の活性化、組織力の強

化などに向けた支援策が求められています。

○新商業立地調整

北陸新幹線の開業や道路網の整備を契機とし

た商業立地の需要増に備え、既存商業地と新規

商業地の秩序ある発展と、相乗効果による商業

活性化策が求められています。

【課題の整理】

①中心市街地の魅力向上と空き店舗対策の推進

②商業団体と連携した経営安定化への指導・支

援

③既存商業地と新規商業地の相乗効果による商

業活性化

【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

域ごと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、にぎわい拠点のあるまちづくりを推進し

ます。

【市民の声】
・特色のある商店街づくりを進めてほしい。

・商業に携わる人々の意欲を高める支援をして

ほしい。

【施策の内容】
①商業基盤整備事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○観光イベントの活性化、北陸新幹線開業後の展開について

●【専門部会】観光ツアーとして農家さんツアーを実施するなどの PR が必要／宇奈月地域の底上げ（支

援）が大切／カーナビが普及しても誘導案内板は必要

↓

第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり 第２章 地域特性を活かした産業育成のまちづくり

２―４．観光の振興 ２―４．観光の振興

【現況と課題】

○自然資源の有効活用と滞在型観光の推進

本市は山から海まで豊かで美しい自然環境を

有しており、これらを連携する広域観光ルートを

検討しています。今後は、恵まれた観光資源を有

効活用し点と点の観光資源を線で結ぶことによ

り、通過型観光から滞在型・周遊型観光への移行

を図る必要があります。

○観光産業の充実と多様な観光ニーズへの対応

ＮＰＯ法人や地元ボランティア団体などによ

り、祭りや伝統行事および農業体験などを組み込

んだ地域文化を体験できるプログラムを企画・実

施しているほか、地元企業において「産業観光」

プログラムの開発・推進に取り組んでいます。今

後も、自然体験プログラムや観光産業の充実など

を進めつつ、多様な観光ニーズへの対応が求めら

れています。

○観光客の受け入れ体制の充実

観光サインの統一や観光ボランティア活動へ

の支援などが求められています。また、外国人観

光客誘致のための外国語版パンフレットやＰＲ

ビデオの作成、さらには、外国語案内サインの設

置や外国語ガイドを養成する必要があります。

○観光客の誘致

インターネットやマスメディアを活用した宣

伝活動を展開するとともに、ＰＲビデオやパンフ

レットを作成し、首都圏などの旅行会社に出向宣

伝活動を行っています。今後は、北陸新幹線開業

を見据え、新たな利用者圏域の開拓と観光ニーズ

の多様化に対応した積極的な観光客誘致活動の

展開が求められています。

【課題の整理】

①恵まれた観光資源の有効活用と滞在型観光の

推進

②多様な観光ニーズに対応できるプログラムの

充実

③観光サインの統一や観光ボランティア活動へ

の支援

④外国人観光客の受け入れ体制の充実

⑤観光客誘致活動の推進

【施策の展開方針】
○山・川・海の恵みを活かした国際観光盛んな

まち

・山・川・海を一体的に結んだ広域的滞在観光

による活気あるまちづくりを推進します。

・世界に通用する黒部のネームバリューを確立

し、国際観光拠点都市の形成を目指します。

・充実した観光プログラムにより、来訪者の満

足度が高いまちづくりを推進します。

【市民の声】
・市ホームページなどを効果的に活用したＰＲを

図ってほしい。

・外国人観光客が安心して散策できるような整備

を進めてほしい。

【施策の内容】
①山・川・海の観光資源有効活用事業

②滞在型観光推進事業

③観光ネットワーク整備事業

④観光客受入れ体制強化事業

⑤国際観光交流事業

⑥観光ＰＲ・イベント推進事業

【現況と課題】

○自然資源の有効活用と滞在型・体験型観光の推

進

本市は山から海まで豊かで美しい自然環境を有

しており、自然資源を活かした観光や富山湾・黒

部峡谷・越中にいかわ観光圏を中心とした広域観

光連携を進めています。今後は、黒部・宇奈月温

泉観光局を中心に体験型観光商品の開発などに努

めるとともに、フィールドミュージアムの玄関口

である（仮）地域観光ギャラリーとの連携により、

さらなる滞在時間の延長策を展開していく必要が

あります。

○観光産業の充実と多様な観光ニーズへの対応

ＮＰＯ法人や地元ボランティア団体などによ

り、祭りや伝統行事、農業体験などを組み込んだ

地域文化を体験できるプログラムを企画・実施し

ているほか、地元企業において「産業観光」プロ

グラムの開発・推進に取り組んでいます。今後も、

自然体験プログラムや観光産業の充実などを進め

つつ、農業、林業、漁業、商工業など多様な事業

者・団体が連携し、旅行者ニーズへの対応を進め

る必要があります。

○観光客の受け入れ体制の充実

生地まち歩きなど、市内各地で観光ボランティ

アの活動が活発に行われているなかで、観光ボラ

ンティアの自立、持続的な運営を可能とするため

の有料化に向けた取り組みが必要となっていま

す。また、外国人観光客の受け入れ体制や多言語

化サインなどの充実も求められています。

○観光客の誘致

県、観光連盟、観光局、観光圏、市、事業者が、

連携してインターネットやマスメディアを活用し

た宣伝活動を実施するとともに、ＰＲビデオやパ

ンフレットを作成し、首都圏などの旅行会社への

【課題の整理】

①北陸新幹線開業に向け、恵まれた観光資源の

有効活用と滞在型・体験型観光の推進

②多様な観光ニーズに対応できるプログラムの

充実

③観光サインの統一や観光ボランティア活動へ

の支援

④外国人観光客の受け入れ体制の充実

⑤観光客誘致活動の推進

【施策の展開方針】
○山・川・海の恵みを活かした国際観光盛んな

まち

・山・川・海を一体的に結んだ広域的滞在観光

による活気あるまちづくりを推進します。

・世界に通用する「黒部」の知名度を活かし、

国際観光拠点都市の形成を目指します。

・豊かな自然を生かした体験型観光など充実し

た観光プログラムにより、来訪者の満足度が

高いまちづくりを推進します。

【市民の声】
・イベントの開催頻度を増やしてほしい。

・市内だけでなく近隣県との一連の観光ルートを

推進してほしい。

・北陸新幹線開業に向けて、県外へのＰＲに力を

入れてほしい。

【施策の内容】
①山・川・海の観光資源有効活用事業

②滞在型・体験型観光推進事業

③広域観光ネットワーク整備事業

④観光客受入れ体制強化事業

⑤国際観光交流事業

⑥観光ＰＲ・イベント推進事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

出向宣伝活動などを行っています。

今後は、北陸新幹線開業に向け、これまで以上

に関係機関との連携を強化し、首都圏へのプロモ

ーションを積極的かつ大規模に進める必要があり

ます。



1

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○二次交通の充実など

●【専門部会】鉄道間の接続が今後ますます重要。

↓

第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

３―１．北陸新幹線の整備 ３―１．北陸新幹線の整備

【現況と課題】

○北陸新幹線新駅周辺整備

「北陸新幹線新駅周辺整備計画」において、

県東部の玄関口にふさわしい市街地の整備が提

案されています。今後は、新駅周辺の整備推進

や周辺地区の適正な土地利用の誘導、良好な景

観形成が求められています。

○鉄道交通の利便性向上

ＪＲ北陸本線、富山地方鉄道本線では、鉄道

事業者がより良いサービスに努めており、北陸

新幹線開業に合わせ鉄道利用者の増加を目指し

たダイヤ改正やアクセス強化が求められていま

す。

また、ＪＲ黒部駅の利便性向上や安全確保の

ための駅周辺整備の推進、ＪＲ生地駅の効率的

な管理運営などが求められています。

○生活路線バスの利便性向上

既存のバス路線は、高齢者や中高生など交通

弱者の重要な交通手段として利便性の向上と利

用者の拡大を図っており、新幹線開業に合わせ

た広域的な公共交通ネットワークの構築やコミ

ュニティバスなどの新たな公共交通の充実を検

討する必要があります。

【課題の整理】

①北陸新幹線新駅周辺の整備推進

②公共交通ネットワークの整備充実

③生活路線バスの利便性向上

【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

・新幹線新駅周辺において、来訪者を魅了する

観光と交流の拠点づくりを目指します。

・新幹線と連携した鉄道・バスなどによる公共

交通ネットワークの形成を推進します。

・路線バスの充実やコミュニティバスの運行な

どにより、市民生活を支援する公共交通の充

実を図ります。

【市民の声】
・新幹線の開業を機に多くの人に黒部をＰＲし

てほしい。

・公共交通の便を良くしてほしい。

・高齢者に便利な公共交通の整備を図ってほし

い。

【施策の内容】
①新駅周辺整備事業

②公共交通網整備事業

【現況と課題】

○北陸新幹線新駅周辺整備

「北陸新幹線新駅周辺整備計画」に基づき、

県東部の玄関口にふさわしい交通・交流の拠点

整備を進めています。

今後は、開業までに各関連事業を順次完了さ

せ、特に新駅に隣接し新たなまちの顔となる都

市施設（(仮称)交流プラザ、(仮称)地域観光ギ

ャラリーなど）の整備を進める必要があります。

また、民間資本の開発誘導や広域公共交通ネッ

トワークの充実に向けた取り組みも推進してい

く必要があります。

○鉄道交通の利便性向上

北陸新幹線開業に合わせ地鉄新駅の整備を図

っています。

今後は、北陸新幹線新駅の整備と併せて乗継

ぎなどの利便性の確保に努めていく必要があり

ます。また、市民生活の足となっている並行在

来線の安定経営に向けた財政負担の在り方の検

討、駐車場の整備などによるパークアンドライ

ドの推進や利便性の向上などに取り組むことが

求められています。

○生活路線バスを補完するコミュニティ交通の

利便性向上

コミュニティタクシー・デマンドタクシーの

導入をはじめ、生活路線バスのルート・ダイヤ

の見直しなどによる公共交通ネットワークの推

進を図っています。

今後は、持続可能な運営方法の検討や交通空

白地域への新規コミュニティ交通の導入などを

検討していく必要があります。

【課題の整理】

①北陸新幹線新駅周辺の官民協働による整備推

進

②広域公共交通ネットワークの整備充実

③並行在来線の安定運営の継続

④生活路線バスおよびコミュニティ交通の利便

性向上

【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

・新幹線新駅周辺において、来訪者を魅了する

観光・交流拠点の整備・充実を図ります。

・新幹線と連携した鉄道・バスなどによる広域

公共交通ネットワークの形成を推進します。

・並行在来線の安定運営に向けた支援に努めま

す。

・路線バスの充実やコミュニティ交通の運行な

どにより、市民生活を支援する公共交通の充

実を図ります。

【市民の声】
・ストロー減少を招くことのないよう、受け入れ

体制を整えてほしい。

・市民の足である並行在来線の安定運営を図って

ほしい。

【施策の内容】
①新駅周辺整備事業

②公共交通対策事業

資料１
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○歩行者（生活道路）に関する内容がやや少ないか

↓

第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

３―２．道路の整備 ３―２．道路の整備

【現況と課題】

○主要幹線道路などの整備促進

北陸新幹線新駅へのアクセス道路整備の推進

や国道８号入善黒部バイパス、主要な県道など

の幹線道路網の整備充実に努めています。今後

は、国道８号の慢性的な交通渋滞解消のための

早期バイパス整備や都市計画道路を含めた幹線

道路網の見直しなどが求められています。

○高速道路との連携促進

北陸自動車道黒部ＩＣと市街地や宇奈月温泉

などとの連携強化が求められており、今後も計

画的に整備していく必要があります。

○電線類地中化の推進

宇奈月温泉や生地地区などの景観まちづくり

の推進に向け、電線類地中化や道路景観整備の

推進が求められており、今後も継続して整備し

ていく必要があります。

○雪対策の推進

市民の日常生活や事業活動に支障のないよう

冬期道路交通の確保に努めているほか、既設消

融雪施設の改修・改善に努めています。今後は、

生活関連道路も含めた体系的な除雪計画の見直

しや除雪機械およびオペレーターの確保が求め

られています。

○市民との協働による道路の維持管理

市民との協働による道路清掃活動や維持管理

体制の確立・支援、地域ぐるみの除排雪活動の

推進などが求められています。

【課題の整理】

①主要幹線道路などの整備促進

②黒部ＩＣと市街地などとの連携強化

③景観に配慮した道路整備の推進

④体系的な除雪計画の見直し

⑤市民との協働による道路の維持管理体制の確

立・支援

【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・地区間連携の強化や幹線道路の渋滞

解消のための体系的な道路ネットワークの形

成を図ります。

・電線類の地中化やバリアフリー化、歩行者の

安全性確保など、安全・安心・快適なみちづ

くりを推進します。

・行政・地域住民・民間企業が融合した冬期道

路除雪管理など除雪体制の充実を図ります。

【市民の声】
・一日も早く国道８号バイパスを整備してほし

い。

・冬期除雪を充実してほしい。

・狭い道や用水路などの安全性向上を図ってほし

い。

【施策の内容】
①国道・県道整備事業

②幹線道路整備事業

③生活道路整備事業

④雪寒対策事業

【現況と課題】

○主要幹線道路などの整備促進

北陸新幹線新駅へのアクセス道路整備の推進や

国道８号入善黒部バイパス、主要な県道などの幹線

道路網の整備充実を進めています。また、幹線道路

網の見直しに続き、都市計画道路の見直しを進めて

います。今後は、バイパスの４車線化や、国道８号

入善黒部バイパス・黒部宇奈月縦貫道路・魚津朝日

間湾岸道路の整備など安全で快適な道路ネットワ

ークの構築などが求められています。

○高速道路とのアクセス強化

北陸新幹線開業に合わせ、北陸自動車道黒部ＩＣ

と新幹線新駅間の利便性、また、黒部ＩＣから三日

市地区・生地地区・石田地区・宇奈月温泉などへの

アクセス強化が求められており、今後も計画的に整

備していく必要があります。

○安全な道路整備の推進

市道宇奈月本線の電線共同溝を整備し無電柱化

を行うなど、景観に配慮した安全な道路整備に努め

ています。今後も、自転車の利用も含めて地域住民

が安全に移動できる道路の整備・充実が求められて

います。

○雪対策の推進

市民の日常生活や事業活動に支障のないよう冬

期道路交通の確保に努めているほか、既設消融雪施

設の改修・改善に努めています。

交通に支障が生じることのないよう、生活関連道

路も含めた体系的な除雪計画の見直しや除雪機械

およびオペレーターの確保が求められています。

○市民との協働による道路の維持管理

除雪委託業者の減少が危惧されるなど、市民との

協働による活動の重要性が増しています。今後は、

地域ぐるみの徐排雪活動の推進、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

により対応する必要があります。

【課題の整理】

①主要幹線道路などの整備促進

②黒部ＩＣと市街地などとのアクセス強化

③景観に配慮した安全で快適な道路整備の推進

④体系的な除雪計画の見直し

⑤市民との協働による道路の維持管理体制の確

立・支援

【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・地区間連携の強化や幹線道路の渋滞

解消のための体系的な道路ネットワークの形

成を図ります。

・電線類の地中化やバリアフリー化などユニバ

ーサルデザインの導入、歩行者の安全性確保

など、安全・安心・快適なみちづくりを推進

します。

・行政・地域住民・民間企業が融合した冬期道

路除雪管理など除雪体制の充実を図ります。

【市民の声】
・走りやすい便利な道路を整備してほしい。

・主要道路の４車線化を図ってほしい。

【施策の内容】
①国道・県道整備事業

②幹線道路整備事業

③生活道路整備事業

④雪寒対策事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】雪対策は、よりきめ細やかな対応を／空き家対策を講じる必要がある

↓

第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

３―３．市街地・住宅の整備 ３―３．市街地・住宅の整備

【現況と課題】

○北陸新幹線新駅周辺整備

北陸新幹線新駅周辺整備計画に基づき、新駅

周辺地区の適正な土地利用の誘導や県東部の玄

関口にふさわしい景観を形成していくことが求

められています。

○計画的な土地利用の推進と中心市街地の再生

建物用途の混在化を解消し、適正な土地利用

への誘導や沿道の街区整備、中心市街地の住環

境改善を図るため、土地区画整理事業によるま

ちづくりとともに、住環境改善・防災・バリア

フリーの向上を目指した計画的な市街地誘導に

努めています。今後は、市街地のスプロール化

や無秩序なミニ開発を防ぐとともに、商業施設

の立地などを踏まえた土地利用の誘導と景観の

保全・創出が求められています。

○住環境の整備

適正な民間宅地開発の支援、高齢者・障害者

への住宅整備支援や助成、木造住宅の耐震改修

の支援などに努めています。今後は、多様な居

住ニーズに対応した公営住宅の整備や老朽化公

共住宅の対応策を検討する必要があります。

○克雪住宅の整備

屋根融雪装置の設置助成や克雪住宅の啓発活

動に努めています。今後は、高齢者・障害者世

帯への除雪ボランティアを推進していくことが

求められています。

【課題の整理】

①北陸新幹線新駅周辺整備の推進

②市街地のスプロール化などを防ぐ土地利用の

誘導

③景観に配慮した美しい街並み形成の推進

④公営住宅の整備

⑤除雪ボランティアの推進

【施策の展開方針】
○愛着があり住み続けたいまち

・新市都市計画マスタープランを策定し、美し

い自然環境や名水を活かした街並みなど景観

への配慮と活力を創出しながら、利便性の高

い土地利用を推進します。

・高齢者や障害者にもやさしい市街地の整備を

推進します。

・アメニティの創出と居住環境の向上を図りま

す。

【市民の声】
・宅地造成を積極的に行ってほしい。

・景観に配慮した市街地形成を図ってほしい。

【施策の内容】
①市街地整備事業

②住環境整備事業

【現況と課題】

○北陸新幹線新駅周辺整備

北陸新幹線新駅の開業に向け、各道路や交通

広場・駐車場などの整備が進められています。

今後は、開業までの各整備完了、新駅に隣接し

新たなまちの顔となる都市施設（交流プラザ、

地域観光ギャラリー）建設の推進など、県東部

の玄関口にふさわしい景観を形成していくこと

が求められています。

○計画的な土地利用の推進と中心市街地の再生

将来の市街化動向を見据えた土地利用の誘導

および都市計画道路の整備を進めるとともに、

中心市街地の住環境改善を図るため、土地区画

整理事業によるまちづくりを進めています。ま

た、屋外広告物の規制・指導を強化し、沿道や

街並みの景観保全に努めています。

今後も、市街地のスプロール化や無秩序なミ

ニ開発を防ぐとともにコンパクトなまちづくり

に向けた土地利用の誘導と景観の保全・創出が

求められています。

○住環境の整備

民間社宅の活用による公営住宅の設置・開設

とともに、適正な民間宅地開発や木造住宅の耐

震改修の支援などに努めています。

今後も、高齢者世帯向けなど多様な居住ニー

ズに対応した公営住宅の整備や既存公共住宅の

計画的な改修による長寿命化が求められていま

す。

○克雪住宅の整備

屋根融雪装置の設置助成や克雪住宅の啓発活

動に努めています。

今後も、普及促進のためのＰＲや、高齢者・

障害者世帯への除雪ボランティアを推進してい

くことが求められています。

【課題の整理】

①北陸新幹線新駅周辺整備の推進

①市街地のスプロール化などを防ぐ土地利用の

誘導

②景観に配慮した美しい街並み形成の推進

③公営住宅の整備

④公営住宅の長寿命化

⑤除雪ボランティアの推進

【施策の展開方針】
○愛着があり住み続けたいまち

・新市都市計画マスタープランを策定し、美し

い自然環境や名水を活かした街並みなど景観

への配慮と活力を創出しながら、コンパクト

なまちづくりに向けた利便性の高い土地利用

を推進します。

・すべての人にやさしい市街地の整備を推進し

ます。

・アメニティの創出と居住環境の向上を図りま

す。

【市民の声】
・住宅が無秩序に建てられることのないよう指導

してほしい。

【施策の内容】
①市街地整備事業

②住環境整備事業



4

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○事業費に関する内容は割愛

↓

第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

３―４．水道の整備 ３―４．水道の整備

【現況と課題】

○上水道の普及

安全で安心な水の供給の要請が高まるなか、

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普及率の向上に努めて

います。しかしながら、普及率はまだ低い状況

にあり、未加入簡易水道組合の上水道加入と未

普及地域の整備促進が求められています。

○水道水の安定供給

近年、安定した水の供給、災害に強い水道へ

の要請が強くなっています。そのため、安定し

た水源の確保や老朽管路の更新、水道施設の耐

震化、遠方監視施設の導入などの整備促進が求

められています。

○効率的水道事業経営と健全化の推進

これまで、水道施設の整備や普及率の向上な

ど事業の効率化と経営の健全化を進めてきてい

ます。今後は、上水道と簡易水道の経営統合や

料金の適正化、事業の一層の効率化など水道事

業経営の基盤強化と健全化を推進することが求

められています。

【課題の整理】

①水道未普及地域の解消と簡易水道組合の上水

道への統合

②水道施設の整備促進

③水道事業経営基盤の強化と使用料金の適正化

の推進

【施策の展開方針】
○いつでも安全・安心な水を供給できるまち

・飲料水の安定供給と衛生管理の向上のため、

上水道への加入を促進します。

・配水管などの更新による施設整備と防災対策

を推進します。

・水道事業の統合や使用料金の適正化を図り、

経営の基盤強化と健全化を推進します。

【市民の声】
・上水道が近くまで来ていないので早く整備を

進めてほしい。

・いつでも安心して水が飲めるように良質な水

の確保に努めてほしい。

・火災や地震など災害に強い水道づくりを目指

してほしい。また、応急給水体制や復旧体制

に備えてほしい。

【施策の内容】
①上水道・簡易水道施設整備事業

【現況と課題】

○上水道の普及

安全で安心な水の供給の要請がますます高ま

るなか、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普及率の向上

に努めています。しかしながら、普及率はまだ

低い状況にあり、未加入簡易水道組合の上水道

加入と未普及地域の整備促進が求められていま

す。

○水道水の安定供給

近年、安定した水の供給、災害に強い水道へ

の要請に応えるため、石綿管や老朽管路の更新、

水道施設の耐震化、遠方監視施設の導入などの

整備促進が求められています。さらに、北陸新

幹線新駅の開業などに伴う水需要の増大に備

え、新たな水源開発を検討する必要があります。

○効率的水道事業経営と健全化の推進

これまで、水道施設の整備や普及率の向上な

ど事業の効率化と経営の健全化を進めていま

す。併せて、料金改定を実施し、料金体系の見

直しを行いました。今後は、上水道と簡易水道

の経営統合や料金の再適正化、より一層の事務

事業の効率化など、さらなる水道事業経営の基

盤強化と健全化の推進が求められています。

【課題の整理】

①水道未普及地域の解消と簡易水道組合の上水

道への統合

②水道施設の整備促進

③水道事業経営基盤の強化と使用料金の適正化

の推進

【施策の展開方針】
○いつでも安全・安心な水を供給できるまち

・飲料水の安定供給と衛生管理の向上のため、

上水道への加入を促進します。

・配水管などの更新による施設整備と防災対策

を推進します。

・水道事業の統合や使用料金の適正化を図り、

経営の基盤強化と健全化を推進します。

【市民の声】
・住宅団地などの民間の水道施設（飲用井戸）

に対する保健指導や水道施設の清掃を支援し

てほしい。

【施策の内容】
①上水道・簡易水道施設整備事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

３―５．下水道の整備 ３―５．下水道の整備

【現況と課題】

○公共下水道の整備促進

生活排水処理については、地域性を考慮し、

公共下水道事業・農業集落排水事業・浄化槽設

置整備事業の三事業により選択的な整備を行な

っています。今後は、整備が遅れている公共下

水道未普及地域のさらなる整備促進が求められ

ています。

○健全な下水道事業経営の推進

健全経営を目指して効率的な整備や下水道未

加入世帯への啓発に努めています。今後は、三

事業の一元化や下水道使用料金体系の統一、受

益者負担の原則に基づく使用料金の適正化な

ど、下水道事業経営の健全化を推進することが

求められています。

○下水道汚泥対策の推進

年々増加する下水道汚泥の処分は新川広域圏

事務組合および民間委託に依存していますが、

今後は循環型社会に対応する新たな取り組みが

求められています。

【課題の整理】

①下水道未普及地域の整備促進

②下水道未加入世帯への啓発

③下水道使用料金体系の統一

④下水道使用料金の適正化

⑤下水道汚泥処分の新たな取り組み

【施策の展開方針】
○快適なく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、公共下水道事

業を推進します。

・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。

・料金体系の統一と使用料金の適正化を図り、

健全な下水道事業経営を目指します。

・汚泥処理能力の強化や汚泥の減量化およびリ

サイクルなどに向けた調査研究を推進しま

す。

【市民の声】
・さらに下水道を充実してほしい。

・接続費用の負担を軽減してほしい。

【施策の内容】
①汚水処理施設整備事業

【現況と課題】

○公共下水道の効率的な整備促進

公共下水道整備が一定程度進展したなかで、

より効率的・効果的な整備手法が求められてお

り、工事の工法や使用材料の検討などに努めて

います。また、農業集落排水の公共下水道への

接続などにより維持管理費の削減を図っていま

す。

今後は、市管理型浄化槽の設置などによる未

整備地域のさらなる整備促進が求められていま

す。

○健全な下水道事業経営の推進

健全経営を目指して効率的な整備や下水道未

加入世帯への啓発により健全経営に努めていま

す。また、公共下水道事業・農業集落排水事業・

浄化槽設置整備事業の一元化に取り組むととも

に、料金改定により料金体系を簡素化しました。

今後は、下水道使用料金体系のさらなる統一

化、受益者負担の原則に基づく使用料金の適正

化など、下水道事業経営の健全化の推進が求め

られています。

○下水道汚泥対策の推進

黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施

設が供用開始し、市内の下水道汚泥は循環型社

会に対応するよう資源化しています。今後も製

品化した乾燥汚泥の安定した販売ルートの確保

やバイオマスの安定的な量の確保に努める必要

があります。

【課題の整理】

①下水道未整備地域の効率的な整備促進

②下水道未加入世帯への啓発

③下水道使用料金体系の統一化

④下水道使用料金のさらなる適正化

⑤下水道汚泥処分の資源化の推進

【施策の展開方針】
○快適なく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、適正な整備手

法を検討しながら公共下水道事業を推進しま

す。

・下水道加入世帯の増加を図るため、加入促進

活動を積極的に展開します。

・料金体系の統一と使用料金の適正化を図り、

健全な下水道事業経営を目指します。

・汚泥処理能力の強化や汚泥の減量化およびリ

サイクルなどに向けた取り組みを推進しま

す。

【市民の声】
・未整備地域の整備を進めてほしい。

【施策の内容】
①汚水処理施設整備事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】市民参画（指定管理者制度含む）などにより公園管理の対応を行うべき

↓

第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

３―６．公園・緑地の整備 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

緑の基本計画に基づき、適正な都市公園の整

備に努めています。今後は、市街地での街区公

園の整備推進や既存公園の質的な向上、農村公

園の整備充実などを図る必要があります。

○公園・緑地の維持管理

都市公園や農村公園のなかで、小規模な公園

については地域全体の協力を得て維持管理を推

進しています。今後は、市民との協働による憩

いの空間づくりと緑の保全に努める必要があり

ます。

○緑化の推進

市民の協力を得て地域・公園施設での緑化を

進めるとともに、花と緑のふれあいデーや市内

学校花壇コンクールの実施など、緑化推進や緑

化意識の啓発に努めています。今後も市民に潤

いをもたらす緑豊かなまちづくりを進める必要

があります。

【課題の整理】

①都市公園・農村公園の整備や既存公園の質的

向上

②市民との協働による維持管理の推進

③緑化の推進と緑化意識の啓発

【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

・黒部川の自然環境や雄大さを活かした公園緑

地整備を推進します。

・防災拠点となる都市公園などの整備を推進し

ます。

・市民主体の緑化活動を支援し、緑豊かなまち

づくりを推進します。

【市民の声】
・散歩をしたり、休んだりできるところがもっ

とほしい。

・公園の遊具を充実してほしい。

【施策の内容】
①公園整備事業

②緑化推進事業

【現況と課題】

○都市公園・農村公園の整備

緑豊かで快適な空間を創出するため、緑の基

本計画に基づき、東山水辺公園の開設や宇奈月

公園の改修などの整備を進めています。今後は、

既存公園の利用率向上に向け計画的な施設の更

新や改修に努めていく必要があります。

○公園・緑地の維持管理

公園の規模・種別に応じ、指定管理者制度や

地域、企業の協力を得ながら維持管理を推進し

ています。今後は、地域住民や企業との連携体

制をさらに拡充し、市民との協働による憩いの

空間づくりと緑の保全に努める必要がありま

す。

○緑化の推進

地域に根差した緑化推進団体の育成支援に努

めるとともに、市民との協働による公園や地域

の緑化活動を進めていく必要があります。

また、花と緑のふれあいデーや市内学校花壇

コンクールの実施などを通じた、緑化推進や緑

化意識の啓発に努めています。今後も市民に潤

いをもたらす緑豊かなまちづくりを進める必要

があります。

【課題の整理】

①都市公園・農村公園の整備や既存公園の質的

向上

②市民との協働による維持管理の推進

③緑化の推進と緑化意識の啓発

【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

・適切な維持改修計画による安全で快適な公園

整備を推進します。

・市民との協働による公園管理を推進します。

・市民主体の緑化活動を支援し、緑豊かなまち

づくりを推進します。

【市民の声】
・子どものために、公園施設や遊具を充実して

ほしい。

・公園の灯りが少ないので、増やしてほしい。

【施策の内容】
①公園整備事業

②緑化推進事業



7

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 第３章 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

３―７．情報・通信の整備 ３―７．情報・通信の整備

【現況と課題】

○地域情報の充実と普及

ケーブルテレビや公共施設ネットワークを核

とした地域情報基盤の整備を進め、地域情報メ

ディアのサービス網の充実と市民への普及に努

めています。防災情報や行政情報の市民への有

効な伝達手段として、ケーブルテレビ加入率を

さらに向上させる必要があります。

○電子自治体の推進と情報公開

行政事務、行政サービスに関する情報化の整

備・充実と活用に努めていますが、一方で情報

化の重要性や必要性に対する十分な理解と情報

活用の基本的能力を向上させる必要がありま

す。また、庁内情報基盤のセキュリティ対策の

充実を図るとともに、事務の効率化・迅速化の

ため、電子決裁システムの本格稼働や庁内の地

図情報を統合するＧＩＳの導入に向けた検討が

必要です。

さらに、市民生活の利便性向上と窓口業務の

効率化のため、各種申請・届出や証明書の交付

に関する電子申請システムの導入、防災情報シ

ステムの構築が必要であるとともに、それら行

政の情報化に対応する人材の育成が求められて

います。

○携帯電話不感地域の解消

市内居住地域における携帯電話の通話品質向

上を事業者に働きかけるとともに、黒部峡谷鉄

道沿線の不感地域解消を進める必要がありま

す。

【課題の整理】

①地域情報ネットワークの充実

②電子自治体の推進

③情報化に対応する人材の育成

④携帯電話不感地域の解消

【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

・ケーブルテレビの加入率向上と地域情報ネッ

トワークの充実および防災情報の提供に努め

ます。

・市民の利便性向上を目指した電子自治体に取

り組みます。

・高度情報化に対応できる人材を育成します。

・黒部峡谷鉄道沿線などの山間部における携帯

電話不感地域の解消を図ります。

【市民の声】
・防災無線やケーブルテレビで火災発生に関す

る情報を知らせてほしい。

・行政無線で訃報の放送を行ってほしい。

【施策の内容】
①地域・行政情報化推進事業

【現況と課題】

○地域情報の充実と普及

ケーブルテレビや公共施設ネットワークを核

とした地域情報化基盤の整備を進め、地域情報

メディアのサービス網の充実と市民への普及に

努めています。防災情報や行政情報の市民への

有効な伝達手段として、ケーブルテレビ加入率

の向上に努めるほか、老朽化したインフラの更

新、超高速ブロードバンド時代への対応や普及

が著しいスマートフォンへの対応などを検討す

る必要があります。

○電子自治体の推進と情報公開

行政事務、行政サービスに関する情報化の整

備・充実と活用に努めていますが、一方で情報

化の重要性や必要性に対する十分な理解と情報

活用の基本的能力を向上させる必要がありま

す。また、庁内情報基盤のセキュリティ対策の

充実を図るとともに、事務の効率化・迅速化の

ため、電子決裁対象業務の拡大や庁内の地図情

報業務を統合するＧＩＳ、ＬＧＷＡＮ回線網な

どを利用した自治体クラウドなどの導入に向け

た検討が必要です。

さらに、市民生活の利便性向上と窓口業務の

効率化のため、各種申請・届出や証明書の交付

に関して個人認証カードを活用するなどした電

子申請システムの導入を検討するにあたり、利

用者にとって分かりやすく使いやすいものとす

る必要があります。

また、それら行政の情報化に対応する人材の

育成が求められています。

○携帯電話不感地域の解消

市内居住地域における携帯電話の通話品質向

上を事業者に働きかけるとともに、黒部峡谷鉄

道沿線など観光エリアの通信環境を整備し、快

適な観光空間づくりを図るため、不感地域解消

を進める必要があります。

【課題の整理】

①地域情報ネットワークの充実

②電子自治体の推進

③情報化に対応する人材の育成

④携帯電話不感地域の解消

【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

・ケーブルテレビの加入率向上と次世代機器に

対応した地域情報ネットワークの充実および

防災情報の提供に努めます。

・市民の利便性向上を目指した電子自治体に取

り組みます。

・高度情報化に対応できる人材を育成します。

・黒部峡谷鉄道沿線などの山間部における携帯

電話不感地域の解消を図ります。

【市民の声】
・災害時にしっかりと機能する防災無線にして

ほしい。

・さまざまな情報媒体を防災に活かしてほしい。

・高齢者に分かりやすく情報提供してほしい。

【施策の内容】
①地域・行政情報化推進事業



1

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○市民病院に関する内容の充実（具体化してきているもの）

●【専門部会】保健・医療・福祉の連携が大切／小学校以降の検診体制について検討すべき

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－１．保健・医療の充実 ４－１．保健・医療の充実

【現況と課題】

○健康づくりの推進

健康な生活推進のため、各種ボランティア団

体と連携した健康づくり、生活習慣病や認知症、

糖尿病などの予防教室・健康相談の開設に努め

ています。今後は、保健・福祉・医療が一体と

なった健康づくりの推進が求められています。

また、医療費抑制のため、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

図り、中長期的な医療費の適正化に取り組む必

要があります。

○市民病院の機能充実

地域がん診療連携拠点病院・地域災害医療セ

ンター・新川地域救命センター・新川地域周産

期母子医療センターなど、広域医療・地域医療

の拠点としてその役割と重要性がますます高ま

っています。高齢化社会への対応や医療の高度

化に対応するため、病院施設・設備の充実、電

子カルテなどによる地域医療連携体制の強化、

医療スタッフの充実確保が求められています。

【課題の整理】

①保健活動・健康づくりの推進

②市民病院の機能充実

【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

・誰もが生涯を通じ健康を保持・増進できる総

合的な健康づくりを支援します。

・疾病の早期発見と疾病予防により医療費の抑

制に努めます。

・市民ニーズに対応できる市民病院機能の充実

を図ります。

【市民の声】
・高齢になっても元気で自立できる健康づくり

を支援してほしい。

・市民病院の待ち時間を短くしてほしい。

【施策の内容】
①保健活動・健康づくり推進事業

②市民病院整備事業

【現況と課題】

○健康づくりの推進

乳幼児から高齢者までを対象に、健診や健康

相談、健康教室などの保健事業を実施していま

すが、各種がん検診については、受診率が伸び

悩んでいる状況です。

今後は、少子高齢化、核家族化に伴う社会環

境の変化や、生活習慣病の増加など、各世代に

よって異なる課題に対応した健康づくりを進め

ていくとともに、生活習慣病予防や心の健康づ

くりについて、引き続き関係機関や各種団体と

連携し、推進していく必要があります。がん検

診についても、受診率向上に向けた取り組みを

強化する必要があります。

また、医療費抑制のため、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

図り、中長期的な医療費の適正化に引き続き取

り組む必要があります。

○市民病院の機能充実

黒部市民病院は、がん治療、救急医療、周産

期医療、災害医療の拠点病院として、また、住

民ニーズに適切に応え、良質で高度な医療を提

供する新川医療圏の中核病院として、その役割

と重要性がますます高まっています。

なかでも、災害拠点病院としての役割を果た

し、高齢化社会や医療の高度化に対応するため、

未耐震施設の耐震化をはじめとする施設の増改

築事業を進めるとともに、医師、医療スタッフ

の充実や電子カルテによる業務の効率化、地域

の開業医・病院との連携体制の強化などが求め

られています。

【課題の整理】

①保健活動・健康づくりの推進

②市民病院の機能充実

【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

・誰もが生涯を通じ健康を保持・増進できる総

合的な健康づくりを支援します。

・疾病の予防や早期発見により医療費の抑制に

努めます。

・市民ニーズに対応できる市民病院機能の充実

を図ります。

【市民の声】
・地域毎のニーズに応じた健康教室をもっと開

催してほしい。

・市民病院の待ち時間を短くしてほしい。

【施策の内容】
①保健活動・健康づくり推進事業

②市民病院整備事業

資料１



2

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－２．地域福祉の充実 ４－２．地域福祉の充実

【現況と課題】

○福祉団体への活動支援

市社会福祉協議会や地区社会福祉協議会、ボ

ランティアおよび福祉団体などの活動支援によ

る地域福祉の推進や、市民生委員児童委員協議

会への活動助成および各種情報の提供などに努

めています。今後も、相互の連携強化と連絡調

整を図っていく必要があります。

○地域福祉活動の推進

市民の相互扶助意識や地域福祉活動への参加

意識の高揚を図るとともに、自治振興会、市社

会福祉協議会および地区社会福祉協議会、ボラ

ンティア団体、福祉関係団体と行政機関との連

携や総合的な体制づくりが求められています。

また、活動の中心となる人材の確保・育成、

福祉関係団体の育成、地域住民の組織づくりな

どを図るとともに、地域福祉活動の推進におい

て極めて重要なボランティアに関する情報の提

供や相談、人材の発掘・養成、活動支援などを

一層推進する必要があります。さらに、地域で

の要援護者に対する見守り体制を強化していく

必要があります。

○公共施設などのユニバーサルデザイン化の推

進

安全で安心して生活できるまちづくりのた

め、公共施設・設備などのバリアフリー化に努

めています。今後は、障害の有無や年齢に関わ

らず地域住民が安心して生活できるよう公共施

設や道路などのユニバーサルデザイン化やバリ

アフリー化を推進する必要があります。

【課題の整理】

①市民の福祉活動への参加意識の高揚

②各種団体と行政との連携・体制づくり

③ボランティアに関する情報提供と人材の発

掘・育成、活動支援

④地域での見守り体制の強化

⑤公共施設などのユニバーサルデザイン化

【施策の展開方針】
○自立と連帯の精神による地域福祉充実のまち

・市民誰もが家庭や地域のなかで、人として尊

厳をもち、自らの選択のもと自立した生活を

営むことができる地域づくりを推進します。

・地域住民が思いやりをもって共に支えあい、

助け合う地域づくりを推進します。

・誰もが等しくさまざまな活動に参加でき、安

全で安心して暮らせるバリアフリーの地域づ

くりを推進します。

・地域福祉をリードする人材の発掘と育成に努

めます。

【市民の声】
・地域でふれあう場を創出してほしい。

・高齢者の通所介護の利便性を向上してほしい。

【施策の内容】
①地域福祉体制整備事業

【現況と課題】

○福祉団体への活動支援

市社会福祉協議会や市民生委員児童委員協議

会、ボランティア・ＮＰＯなどの福祉団体への

活動支援および各種情報の提供などに努めてい

ます。今後も、相互の連携強化と連絡調整を図

っていくとともに、活動に携わる人材の確保と

育成に努めていく必要があります。

○地域福祉活動の推進

市民の相互扶助意識や地域福祉活動への参加

意識の高揚を図るとともに、自治振興会、市社

会福祉協議会および地区社会福祉協議会、ボラ

ンティア・ＮＰＯなどの福祉関係団体と行政機

関との連携や総合的な体制づくりを進めていま

す。また、市社会福祉協議会が中心となり、生

活にさまざまな不安を抱える方に対し、地域住

民自らがチームを組んで見守りや個別生活支援

活動を行うケアネット活動を推進しています。

今後は、地域福祉活動を担う人材の確保や福

祉関係団体の育成、地域住民の組織づくりなど

を図るとともに、地域福祉活動の推進において

極めて重要なボランティアに関する情報の提供

や相談、人材の発掘・養成、団体への活動支援

などを一層推進し、地域での支え合い体制を強

化していく必要があります。

○公共施設などのユニバーサルデザイン化の推

進

安全で安心して生活できるまちづくりのた

め、今後も、障害の有無や年齢に関わらず地域

住民が安心して生活できるよう公共施設や道路

などのユニバーサルデザイン化やバリアフリー

化をさらに推進していく必要があります。

【課題の整理】（掲載順変更）

①各種団体と行政との連携・体制づくり

②市民の福祉活動への参加意識の高揚

③ボランティア・ＮＰＯに関する情報提供と人

材の発掘・育成、活動支援

④地域での見守り体制の強化

⑤公共施設などのユニバーサルデザイン化

【施策の展開方針】（掲載順変更）
○自立と連帯の精神による地域福祉充実のまち

・市民誰もが家庭や地域のなかで、人として尊

厳をもち、自らの選択のもと自立した生活を

営むことができる地域づくりを推進します。

・地域住民が思いやりをもって共に支えあい、

助け合う地域総合福祉事業(ケアネット活動)

を推進します。

・地域福祉をリードする人材の発掘と育成に努

めます。

・誰もが等しくさまざまな活動に参加でき、安

全で安心して暮らせるバリアフリーの地域づ

くりを推進します。

【市民の声】
・ＮＰＯ活動への支援を図ってほしい。

・もっと気軽にボランティア活動ができるように

してほしい。

【施策の内容】
①地域福祉体制整備事業



3

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】
●【専門部会】パークゴルフ場の利用などに対する助成（高齢者の生きがいづくり）

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－３．高齢者福祉の充実 ４－３．高齢者福祉の充実

【現況と課題】

○総合的な福祉サービスの提供

日常生活において介護や支援を要する高齢者

に対し、自立生活を支援するサービスの提供と

介護予防事業を実施しています。また、要介護

認定高齢者などに対しては、新川地域介護保険

組合と連携して介護保険サービスの円滑な利用

の推進を図っています。今後は、介護保険以外

のサービスを充実させ、自立支援や重度化防止

と家族介護者の心身の負担軽減を図ることが求

められています。

○社会参加と生きがいづくりの促進

多数を占める元気な高齢者がその豊かな経験

と知識・技能を生かし､自主的･積極的に社会参

加できるよう老人クラブの育成、高齢者の健康

と生きがいづくり活動の推進、就労機会の確保

など、高齢者の社会参加と生きがいづくりの促

進が求められています。

○高齢者にやさしいまちづくりと地域支援体制の推進

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けるために、一人暮らし高齢者の見守りなど地

域で高齢者を支える体制づくりや、公共施設・

設備のバリアフリー化など高齢者にやさしいま

ちづくりを進めています。

今後は、要介護認定高齢者や認知症高齢者、

一人暮らし高齢者など援護を必要とする高齢者

への支援の充実や安全確保、福祉サービスの充

実とともに、ケアマネジメント体制の強化や高

齢者向け住宅の整備促進が求められています。

また、認知症に対する理解の啓発や早期発見

などの取り組みを一体的に進めるとともに、高

齢者の意思や人権を尊重するため権利擁護事業

を推進し、高齢者への虐待防止のための取り組

みを進める必要があります。

【課題の整理】

①高齢者の生活支援と生きがいづくり

②認知症に対する理解の啓発、介護支援などの

一体的な取り組み

③高齢者の人権尊重と虐待防止

【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

・高齢者の自立を促し、社会参加と交流の場の

提供に努めながら生きがいづくりを促進しま

す。

・援護を要する高齢者への支援の充実と総合的

な福祉サービスの提供に努めます。

・地域住民による支援体制のもと、高齢者が安

心して暮らせるまちづくりを推進します。

【市民の声】
・高齢者にやさしいまちにしてほしい。

・デイサービスなどで高齢者と子どもがふれあ

う機会をつくってほしい。

【施策の内容】
①高齢者生きがい対策事業

②高齢者生活支援事業

【現況と課題】（掲載順変更）

○社会参加と生きがいづくりの促進

少子高齢化・人口減少が加速するなか、高齢者の

社会参加がますます重要になってきており、その豊

かな経験と知識・技能を生かし､自主的･積極的に社

会参加できる仕組みづくりが求められています。

また、老人クラブの加入者数は減少傾向にあるこ

とから、時代の変化に対応した老人クラブの育成、

高齢者の健康と生きがいづくり活動の推進、就労機

会の確保など、高齢者の社会参加と生きがいづくり

を進める必要があります。

○総合的な福祉サービスの提供

日常生活において介護や支援を要する高齢者に

対し、自立生活を支援するサービスの提供と介護予

防事業を実施し、本人および家族の心身の負担軽減

を図っています。また、要介護認定高齢者などに対

しては、新川地域介護保険組合と連携して介護保険

サービスの円滑な利用の推進を図っています。

高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、今後

も、総合的な福祉サービスの充実・提供によって、

自立支援や重度化防止と家族介護の負担軽減を図

るとともに、関係機関などを通じて各種サービスの

周知を図り利用の促進に努める必要があります。

○高齢者にやさしいまちづくりと地域支援体制の推進

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に、一人暮らし高齢者の見守り

など、地域で高齢者を支える体制づくりや、公共施

設・設備のバリアフリー化など高齢者にやさしいま

ちづくりを進めています。また、認知症に対する
正しい知識の普及や相談窓口の周知、早期発見
などの取り組みを一体的に進めるとともに、高
齢者の意志や人権を尊重するための権利擁護
や高齢者虐待防止事業を推進しています。
今後も、一人暮らし高齢者や要介護認定高齢

者、認知症高齢者など援護を必要とする高齢者
への支援の充実や安全確保、福祉サービスの充
実とともに、ケアマネジメント体制の強化や高
齢者向け住宅の整備促進などが求められてい
ます。

【課題の整理】

①高齢者の生活支援と生きがいづくり

②認知症に対する理解の啓発、介護支援などの

一体的な取り組み

③高齢者の人権尊重と虐待防止

【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

・高齢者の自立と社会参加を促し、就労の機会

や交流の場の提供に努めながら、生きがいづ

くりを促進します。

・援護を要する高齢者への支援の充実と総合的

な福祉サービスの充実・提供に努めます。

・地域住民による支援体制のもと、高齢者が安

心して暮らせるまちづくりを推進します。

【市民の声】
・一人暮らしの高齢者が安心して暮らせるまち

にしてほしい。

・生涯健康で自立した生活を送れるよう、高齢に

なっても働ける場がほしい。

【施策の内容】
①高齢者生きがい対策事業

②高齢者生活支援事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－４．障害者福祉の充実 ４－４．障害者福祉の充実

【現況と課題】

○障害の早期発見・療育の推進

障害の早期発見・療育に向けた体制の充実を

図っています。また、交通事故・労働災害・疾

病などによる中途障害者の数も増加傾向にある

ほか、障害者の高齢化も進んでいます。今後は、

早期発見・早期療育と介護保険制度との連携を

推進していく必要があります。

○障害者を支える体制・環境づくり

障害者計画の推進、保健･医療機関、各種団体

との連携とともに障害者福祉を支える人材の確

保、ボランティア団体との連携強化が求められ

ています。

○障害者の生活支援の充実

住宅改修支援、在宅福祉サービス（ホームヘ

ルプ・ショートステイ・補装具・日常生活用具）

のほか、福祉金・介護手当てなど助成施策の実

施、介護者のリフレッシュ機会の充実、入所施

設・グループホームの整備支援などを引き続き

実施していく必要があります。

○障害者の生きがいづくりと社会参加の促進

交流・ふれあいの場の提供、作業所・授産施

設への支援、ハローワークとの連携強化などに

努めていますが、障害者が生まれ育った地域で

の一貫した療育・訓練・教育・社会的自立への

支援が求められています。また、障害者自立支

援法の制定により施設サービスが縮小されるた

め､居宅でのサービス体制の確立が求められて

います。

【課題の整理】

①障害の早期発見・療育

②障害者の社会的自立の支援と生きがいづくり

③居宅でのサービス体制の確立

【施策の展開方針】
○障害者が地域で安心して暮らせるまち

・障害の早期発見・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確立します。

・障害者の自立と社会参加を促進します。

【市民の声】
・学校などで、高齢者や障害者の方とふれあう

交流の場を設けてほしい。

・地域全体が障害者の自立にあたたかい目を向

けてほしい。

【施策の内容】
①障害者自立促進事業

【現況と課題】

○障害の早期発見・療育の推進

障害の早期発見・療育に向けた体制の充実を

図っています。また、交通事故・労働災害・疾

病などによる中途障害者の数も増加傾向にある

ほか、障害者および支える家族の高齢化も進ん

でいます。今後は、早期発見・早期療育と障害

の特性に応じてのライフサイクルを通した切れ

目のない支援を推進していく必要があります。

○障害者を支える体制・環境づくり

障害者計画の推進、保健･医療機関、各種団体

との連携強化とともに障害者福祉を支える人材

の確保が求められており、その中核として、地

域の関係者により組織される新川地域自立支援

協議会が担う役割は大きくなっています。

今後は、相談支援体制の充実によるサービス

等利用計画作成対象者の拡大とさらなる質の向

上を図る必要があります。また、障害児支援の

強化を図るため、児童発達支援、放課後等デイ

サービスなどの障害児通所支援を推進していく

必要があります。

○障害者の生活支援の充実

住宅改修支援、在宅福祉サービス（ホームヘ

ルプ・ショートステイ・補装具・日常生活用具）

のほか、福祉金・介護手当などの助成、介護者

のリフレッシュ機会の充実、入所施設・グルー

プホームの整備への支援などを引き続き実施し

ていく必要があります。

○障害者の生きがいづくり、社会参加の促進

スポーツ活動などの交流・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

の連携強化などに努めていますが、引き続き、

障害者が生まれ育った地域での一貫した療育・

訓練・教育・社会的自立への支援がより一層求

められています。（削除）

【課題の整理】（掲載順変更）

①障害の早期発見・療育

②相談支援体制の充実と虐待防止

③在宅でのサービス体制の確立

④障害者の社会的自立の支援と生きがいづくり

【施策の展開方針】
○障害者が地域で安心して暮らせるまち

・障害の早期発見・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。

・相談支援体制を充実し、適切なサービスを提

供します。

・障害者の自立と社会参加を促進し、就労支援を

強化します。

【市民の声】
・障害者の雇用に対するサポートがほしい。

・障害をもった人がスポーツなどの生きがいを持

てる環境を整えてほしい。

【施策の内容】
①障害者自立支援事業
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◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－５．介護保険への対応 ４－５．介護保険への対応

【現況と課題】

○介護サービス内容の充実

入善町・朝日町と共同で「新川地域介護保険

組合」を設置し、保険料の賦課・徴収、要介護

認定、保険サービス費の支払いなど介護保険事

業の運営を行っています。今後は、要介護認定

高齢者の増加に伴い介護サービス内容の充実と

適切な介護サービスの利用支援体制の整備が求

められています。また、地域密着型の各種介護

サービスについて、介護施設の整備状況やサー

ビス利用意向などを踏まえながら必要なサービ

スが提供できる体制を整備していく必要があり

ます。

○介護予防の推進

高齢者の身体機能の維持と要介護認定高齢者

の増加を抑制するため、介護予防の総合的な推

進が求められています。要介護状態になるおそ

れのある特定高齢者を的確に把握する体制の整

備および事業の内容や実施体制の充実を図ると

ともに、制度の内容を周知し事業の利用を推進

する必要があります。また、要支援者に対する

介護予防サービスの提供や地域包括支援センタ

ーを中心とした介護予防の包括的・継続的ケア

マネジメント体制を強化していく必要がありま

す。

○地域包括支援センターの充実

センターでの支援の対象となる高齢者の増加

に対応できる運営体制の充実や、保健・医療・

福祉関係機関などとの連携、相談・介護予防ケ

アマネジメントなどの機能強化が求められてい

ます。

【課題の整理】

①介護サービスの内容充実

②介護予防の総合的な推進

③地域包括支援センターの運営体制の充実と機

能強化

【施策の展開方針】
○誰もが健やかに高齢期を過ごせるまち

・一貫性・連続性のある総合的な介護予防体制

の整備や各種サービスの適切な提供により、

住み慣れた地域で個々の能力に応じて自立し

て暮らせる環境づくりを推進します。

・総合的・継続的な地域ケア体制の整備により、

高齢者が安心して暮らせるまちづくりを推進

します。

【市民の声】
・利用しやすいサービス事業所を充実してほし

い。

・保健・医療・介護の連携とわかりやすいシス

テムづくりに努めてほしい。

【施策の内容】
①介護サービス事業

【現況と課題】

○介護保険サービスの充実

新川地域介護保険組合と連携しながら、介護保

険事業計画に基づき、居住・施設サービスの充実

を図っています。今後は、医療・介護・予防・住

まい・生活支援サービスが切れ目なく提供される

「地域包括ケアシステム」の推進について、各種

事業者の協力やマンパワーの確保を図っていく必

要があります。

○介護予防の推進

高齢者の生活機能の維持と要介護認定高齢者の

増加を抑制するため、介護予防の総合的な推進が

求められています。要介護状態になるおそれのあ

る二次予防事業対象者を的確に把握する体制の充

実や、事業内容・実施体制の改善を図るとともに、

制度の内容を周知し事業の利用を推進する必要が

あります。また、要支援者に対する介護予防サー

ビスの提供や地域包括支援センターを中心とした

介護予防の包括的・継続的ケアマネジメント体制

を強化し、生活機能の低下を防止するとともに、

元気な高齢者を対象とした一次予防事業を推進し

ていく必要があります。

○地域包括支援センターの充実

地域包括支援センターでは保健師・社会福祉

士・主任ケアマネジャーなどの専門職種の配置に

より、高齢者の総合相談窓口としての運営体制の

充実を図っています。

認知症や支援を要する高齢者の増加に伴い、今

後も、保健・医療・福祉関係機関との連携を推進

し、相談や介護予防ケアマネジメントなどの機能

を強化していく必要があります。

【課題の整理】

①介護保険サービスの内容充実

②介護予防の総合的な推進

③地域包括支援センターの運営体制の充実と機

能強化

【施策の展開方針】
○誰もが健やかに高齢期を過ごせるまち

・一貫性・連続性のある総合的な介護予防体制

の整備や各種サービスの適切な提供により、

住み慣れた地域で個々の能力に応じて自立し

て暮らせる環境づくりを推進します。

・包括的・継続的な地域包括ケアシステムによ

り、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを

推進します。

【市民の声】
・介護保険施設サービスを充実してほしい。

・家族介護の負担を軽減してほしい。

【施策の内容】
①介護保険サービス事業

一次予防・二次予防などについて注釈を入れる。
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４－６．子育て支援の充実 ４－６．子育て支援の充実

【現況と課題】

○乳幼児保育の推進

就学前の乳幼児の保育施設として、現在、市

立保育所12カ所、私立保育所３カ所、市立幼稚

園４カ所があり、地域に密着した保育活動を展

開しています。今後は、女性の社会進出支援や

多様化する保育ニーズに対応できる施設および

保育メニューの充実が求められています。

○児童育成支援

放課後児童健全育成事業を実施し、家庭での

養育に欠ける小学校低学年の児童の保育に努め

ています。今後は、児童センターの整備充実な

ど、放課後の児童育成事業のさらなる充実が求

められています。

○子育て支援

乳幼児の子育て家庭の経済的負担の軽減を図

っているほか、妊産婦・乳幼児・ひとり親家庭

などに対する医療費の助成などを行っていま

す。また、子育て支援センターなどでの育児相

談や子育てサロンの開催に努めています。今後

は、安心して子どもを生み育てることができる

社会を構築するため、行政による子育て支援策

の充実を図るとともに、市民全体で子育てを見

守り支援する機運の醸成、市民が子育てに参加

できる体制づくりなどが求められています。ま

た、少子化対策として、妊産婦・乳児・幼児・

ひとり親家庭に対する医療費助成は今後も継続

していく必要があります。

【課題の整理】

①女性の社会進出支援や多様化する保育ニーズ

への対応

②放課後児童健全育成事業の充実

③市民全体で子育てを見守る体制づくり

④少子化対策の継続

【施策の展開方針】
○安心して子どもを生み育て子どもがいきいき

育つまち

・地域ぐるみで子育てを支援する環境づくりを

推進します。

・子育ての喜びやいきがい、生命の尊さを若い

世代に伝える環境づくりを推進します。

・子どもの心身の健やかな成長と安全が確保さ

れる環境づくりを推進します。

【市民の声】
・出産後も夫婦で働ける環境づくりを進めてほし

い。

・安心して共働きができるよう学童保育制度を充

実してほしい。

・子どもの医療費免除を小学校卒業まで延長して

ほしい。

【施策の内容】
①子育て環境整備事業

【現況と課題】（掲載順変更）

○子育て支援体制の充実

少子高齢化・人口減少が加速するなか、安心

して子どもを生み育てることができる社会の構

築に努めています。保育所や子育て支援センタ

ーなどが地域の子育て支援の中核的役割を担

い、あわせて、育児不安の解消や虐待防止のた

めの育児相談や情報提供などを実施していま

す。

今後も、子育て支援策の充実を図るとともに、

市民全体で子育てを見守る機運の醸成、市民が

子育てに参加できる体制づくりが求められてい

ます。また、少子化対策として、子育て家庭の

経済的負担の軽減や妊産婦・乳幼児・ひとり親

家庭に対する医療費の助成などを行っており、

今後も継続していく必要があります。

○乳幼児保育の推進

就学前の乳幼児の保育施設として、現在、市

立保育所10カ所、こども園２カ所、私立保育所

４カ所、市立幼稚園１カ所があり、地域に密着

した保育・教育活動を展開しています。

今後は、女性の社会進出支援や多様化する保

育ニーズに対応できる低年齢児保育、特別保育

事業などの保育メニューの充実が求められてい

ます。また、保育施設・設備の老朽化に対応し

ていく必要があります。

○児童育成支援

放課後児童健全育成事業を実施し、保護者が

就労などのため昼間家庭にいない小学校低学年

の児童の保育に努めています。今後は、児童セ

ンターの整備充実など、放課後の児童育成事業

のさらなる充実が求められています。

【課題の整理】（掲載順変更）

①少子化対策の継続

②市民全体で子育てを見守る体制づくり

③女性の社会進出支援や多様化する保育ニーズ

への対応

④児童育成支援の充実

【施策の展開方針】
○安心して子どもを生み育て子どもがいきいき

育つまち

・地域ぐるみで子育てを支援する環境づくりを

推進します。

・子育ての喜びやいきがい、生命の尊さを若い

世代に伝える環境づくりを推進します。

・子どもの心身の健やかな成長と安全が確保さ

れる環境づくりを推進します。

【市民の声】
・親子ふれあい活動の参加者を増やしてほしい。

･子どもが安心して遊べる場所を充実してほし

い。

【施策の内容】
①子育て環境整備事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○相談窓口（既設）→認知と内容の充実としては

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－７．消費者支援の充実 ４－７．消費者支援の充実

【現況と課題】

○消費者相談窓口の開設

商品サービスが多様化・複雑化し、それらに

伴うトラブルも増加傾向にあることから、市民

から寄せられる相談に対し迅速かつ適切な対応

に取り組んでいます。今後は、消費者にとって

身近で気軽に相談できる窓口の開設が求められ

ています。

○消費者の自主的な組織活動の支援

情報の共有化や安全・安心な消費生活をおく

るために、消費者自らが行なう活動や組織設立

への支援が求められています。

【課題の整理】

①消費者相談窓口の開設

②消費者自らが行なう活動や組織設立への支援

【施策の展開方針】
○消費者支援推進のまち

・地域の団体や関係機関が緊密に協同・連携し、

消費者被害の未然防止・早期救済・被害拡大

防止に努め、安全・安心な消費生活の実現に

向けた取り組みを推進します。

【市民の声】
・身近で気軽に相談できる窓口がほしい。

【施策の内容】
①消費者生活対策事業

【現況と課題】

○消費者相談窓口の充実

相談窓口に専門相談員を配置し、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、振り込め詐欺などの被害の拡大防

止のため、相談員のレベルアップや窓口体制の

強化および市民へのＰＲを図る必要がありま

す。

○消費者の自主的な組織活動の支援

情報の共有化や安全・安心な消費生活をおく

るために、富山県が委嘱するくらしのアドバイ

ザーに対する情報提供や活動支援に積極的に努

める必要があるとともに、消費者自らが行なう

活動や組織設立への支援が求められています。

【課題の整理】

①消費者相談窓口の充実・ＰＲ

②消費者自らが行なう活動や組織設立への支援

【施策の展開方針】
○消費者支援推進のまち

・地域の団体や関係機関が緊密に協同・連携し、

消費者被害の未然防止・早期救済・被害拡大

防止に努め、安全・安心な消費生活の実現に

向けた取り組みを推進します。

【市民の声】
・相談員を増やすなど、利用しやすい窓口にし

てほしい。

【施策の内容】
①消費者生活対策事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】
○東日本大震災に関する内容を充実（庁舎も重要だが、市民の避難場所の充実や防災意識の高まりを優

先すべきでは）

○地域防災計画の見直し・消防庁舎に関する内容

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－８．消防・防災体制の充実 ４－８．消防・防災体制の充実

【現況と課題】

○消防施設の高度化

拠点施設の改修整備、消防車・救急車などの

計画的な更新、最新の積載装備品充実のほか、

携帯電話などからの通報場所特定のための地図

検索システムの導入や消防無線不感地域の解消

など、情報通信施設の整備に努めています。

今後は、水量の変化などに柔軟に対応できる

大型水槽車の配備や消火栓の設置、防災拠点と

なる消防署の整備が求められています。

○救急体制の強化充実

救命率向上を目指し、医師との連携強化や救

命士の養成、救急講習会やＡＥＤの使用講習会

など市民のニーズに合わせ実施しています。今

後も、広報活動や救急イベントの開催などに努

め、救急講習会受講者を増加させていくことが

求められています。

○防災意識の高揚と自主防災組織の充実

消防団員の募集・活性化に努めるとともに防

火意識の高揚を図るため、自主防災組織および

事業所の防災訓練に参画し助言・指導を実施し

ています。今後は、自治振興会の協力のもと、

自主防災組織同士の連携強化を図ることが求め

られています。また、市民の防災意識の高揚と

地域防災力強化のための総合防災訓練の実施や

防災無線のデジタル化、無線体制の一元化、避

難勧告などの発令基準、災害時要援護者の避難

支援の仕組みづくりなど、未整備項目を早急に

策定・整備する必要があります。

○避難場所や公共施設の耐震化・防災拠点化

指定避難場所の耐震診断や耐震改修、指定避

難施設への誘導表示の整備を進める必要があり

ます。

【課題の整理】

①消防署の整備、大型水槽車の配備や消火栓の

設置など消防施設の高度化

②救命率向上に向けた救急体制の強化

③市民の防災意識の高揚と地域防災力の強化

④避難場所の耐震化や誘導表示の整備

【施策の展開方針】
○自助・共助・公助の調和がとれた防災のまち

・消防署の整備をはじめ消防施設の高度化を推

進します。

・応急手当の普及・救命の連鎖を達成し、救命

率の向上を図ります。

・｢自分達の安全は自分達で守る｣を基本に、市

民の防災に対する意識の高揚を図ります。

・災害被害を最小限に抑える迅速な対応、災害

時要援護者の避難支援体制の充実を図りま

す。

【市民の声】
・災害対策に関するイベントや活動を増やして

ほしい。

【施策の内容】
①消防施設整備事業

②防災対策事業

【現況と課題】
○消防施設の高度化

複雑・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、住民の期待と信頼に
応えられる消防サービスの高度化に取り組んでお
り、地域の状況に応じた消火栓等の消防水利や防災
施設、消防車・救急車などの計画的な整備を行って
います。今後は、広域消防との連携を図り、引き続
き整備に努めるとともに、さらなる消防組織力の強
化・高度化に向け、消防救急無線のデジタル化など
の構築、整備が必要となっています。

○救急救助体制の強化充実
高齢社会の進展および住民意識の変化などに伴

い救急需要が増加している中、救命措置をより迅速
に行うため、計画的な救急救命士の養成や定期的な
医療機関での研修などを実施し、救急業務の高度化
および救急受入体制の確保への対応に努めていま
す。今後も、普通救命講習や応急手当普及員のニー
ズに合わせた講習会の実施などにより救命率の向
上を図る必要があります。また、複雑・多様化する
救助事案に対応するため、救助隊員の資質の向上、
救助資機材の整備を計画的に行う必要があります。

○防災意識の高揚と自主防災組織の育成
東日本大震災を機に防災に対する意識が高まる

中、今後さらに、消防団員の募集・活性化、自主防
災組織の連合組織化、防災資機材の整備、住民主体
型防災訓練・避難訓練の実施などにより、地域防災
力の向上を図る必要があります。

また、災害時要援護者避難支援プランに基づく要
援護者対策も大きな課題であり、それぞれの地域の
実態に即した取り組みが求められています。

○防災体制の整備充実
大規模な地震や津波など、あらゆる災害を想定し

た防災体制の確立が強く求められています。中で
も、危機的事象発生時の市民に対する迅速な情報伝
達システムの構築と地域防災計画に基づいて有効
に機能する避難体制づくりが重要となっています。

そのためにも、看板・標識などの設置や備蓄物資
の確保とともに指定避難施設の耐震化を早急に図
る必要があります。

【課題の整理】

①宇奈月消防署や消防分団屯所の計画的な整

備、特殊消防車両の配備や消火栓の設置など

消防施設の高度化

②救命率向上に向けた救急体制の強化

③地域防災計画に基づく防災体制の強化

④市民の防災意識の高揚と地域防災力の強化

⑤災害時の要援護者避難の支援

⑥避難場所の耐震化や誘導表示の整備

【施策の展開方針】
○自助・共助・公助の調和がとれた防災のまち

・宇奈月消防署の整備をはじめ消防施設の高度

化を推進します。

・応急手当の普及・救命の連鎖を達成し、救命

率の向上を図ります。

・｢自分達の安全は自分達で守る｣を基本に、市

民の防災に対する意識の高揚を図ります。

・災害被害を最小限に抑える迅速な対応、災害

時要援護者の避難支援体制にかかる個別計画

整備の充実を図ります。

【市民の声】
・消防庁舎移転により、より迅速な消防および

救急活動に期待している。

・自主防災会の育成を支援してほしい。

・自主防災設備の補助制度を継続してほしい。

【施策の内容】
①消防施設整備事業

②防災対策事業

(※危機的事象の注釈を入れる

危機をもたらす可能性のある状況の発生（例

自然災害、大規模火災）
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－９．防犯体制の充実 ４－９．防犯体制の充実

【現況と課題】

○防犯の意識づくり

市防犯協会など黒部警察署との連携のもと、

各種会合などを利用し、家庭・学校・地域に対

する防犯啓発活動に努めています。近年、犯罪

の多様化や巧妙化が進むなか、地域ぐるみの防

犯意識の高揚をさらに図るため、さまざまな機

会をとらえての啓発活動および自主防犯団体へ

の研修会を開催し、各組織間の連携強化を図る

必要があります。

○地域防犯活動の推進

自主防犯パトロール隊による巡回パトロール

の実施など、引き続き地域防犯活動を推進して

いく必要があります。

○防犯施設の整備

防犯灯の適正な維持管理に努めるとともに、

通学路などにおける危険個所への防犯灯を適切

に整備していく必要があります。

【課題の整理】

①地域ぐるみの防犯意識の高揚

②地域防犯活動の推進

③通学路などの防犯対策の推進

【施策の展開方針】
○犯罪のない安全・安心なまち

・防犯協会・警察署・自主防犯団体との連携強

化のもと、地域ぐるみで犯罪の抑止に努め、

安全・安心なまちづくりを推進します。

【市民の声】
・犯罪のないまちの実現に力を注いでほしい。

・防犯灯の整備を進めてほしい。

【施策の内容】
①防犯対策推進事業

【現況と課題】

○防犯の意識づくり

市防犯協会や黒部警察署と連携し、各種会合

などの機会をとらえて防犯啓発活動を行ってい

ます。近年、犯罪の多様化や巧妙化が進むなか、

市民が安心して暮らせるまちづくりを行ってい

くためには、市民・行政・警察が一体となって

総合的、継続的な活動を推進していく必要があ

ります。

○地域防犯活動の推進

市内全地区において、自主防犯パトロール隊

や学校安全見守り隊などの市民による防犯関係

組織が結成されており、犯罪や事故などが起き

やすい危険個所の点検や通学路における児童・

生徒の見守り活動などが行われています。

今後も、引き続き地域防犯活動を推進してい

く必要があります。

○防犯施設の整備

防犯灯の適正な維持管理に努めるとともに、

通学路などにおける危険個所への防犯灯を適切

に整備していく必要があります。

また、犯罪の多様化・巧妙化・広域化に対応

するため、市の管理施設や市内の主要道路など

に防犯カメラの設置を検討していく必要があり

ます。

【課題の整理】

①地域ぐるみの防犯意識の高揚

②地域防犯活動の推進

③通学路などの防犯対策の推進

【施策の展開方針】
○犯罪のない安全・安心なまち

・防犯協会・警察署・自主防犯団体との連携強

化のもと、地域ぐるみで犯罪の抑止に努め、

安全・安心なまちづくりを推進します。

【市民の声】
・防犯灯の設置や改修を進めてほしい。

【施策の内容】
①防犯対策推進事業



10

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○自転車に関する内容の充実、交通ルールの周知徹底など

●【専門部会】自転車の事故は増加傾向にある／大型道路の整備に伴うスクールゾーンの設置が必要

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－１０．交通安全の推進 ４－１０．交通安全の推進

【現況と課題】

○交通安全の意識づくり

高齢者や子どもなどに対する参加・体験・実

践型の交通安全教育や交通安全運動の推進と、

家庭・学校・地域ぐるみの交通安全意識の高揚

を図っています。近年、65歳以上の高齢者が加

害者・被害者となる事故の増加がみられるため、

今後さらに、高齢者に対する交通安全意識の啓

発が求められています。

○地域交通安全活動の推進

街頭指導や交通安全施設の整備など、関係機

関との連携のもと引き続き交通安全活動を推進

していく必要があります。特に、カーブミラー

の設置や道路標識・表示などの整備をさらに推

進していくことが求められています。

○交通弱者に配慮した交通環境の改善

高齢者や子どもなどの交通弱者に配慮し、通

学路の歩道整備や交通安全対策など交通環境の

改善が求められています。

【課題の整理】

①高齢者に対する交通安全意識の啓発

②地域ぐるみの交通安全運動の推進

③交通弱者に配慮した交通環境の改善

【施策の展開方針】
○交通環境の整備と交通安全推進のまち

・高齢者に対する交通安全意識の啓発と地域ぐ

るみの交通安全活動を推進します。

・交通弱者に配慮した交通環境の改善を推進し

ます。

【市民の声】
・地域ごとに交通安全教育を実施してほしい。

・子どもから高齢者まで、安全に目的地まで行

くことができる交通環境を整備してほしい。

【施策の内容】
①交通安全対策推進事業

【現況と課題】

○交通安全の意識づくり

市交通安全協会および黒部警察署と連携し、

高齢者や子どもなどに対する参加・体験・実践

型の交通安全教育や交通安全運動の推進と、家

庭・学校・地域ぐるみの交通安全意識の高揚を

図っています。近年、65歳以上の高齢者が加害

者・被害者となる事故の増加や、自転車と歩行

者の事故も問題となっているため、さらなる対

応が求められています。

○地域交通安全活動の推進

各季の交通安全運動において、市内の学校施

設や事業者などが街頭指導や各種交通安全キャ

ンペーンなどに多数参加しており、市民全体に

交通安全に対する意識が浸透してきています。

今後も、活動の充実やさらなる参加者・参加

団体を増やしていくために、継続的な支援を行

っていく必要があります。

○交通弱者に配慮した交通環境の改善

高齢者や子どもなどの交通弱者に配慮し、通

学路の歩道整備や交通安全対策など交通環境の

改善が求められています。また、車の運転に不

安を覚える高齢者に対して、車の代替手段とな

る交通機関の利用に関する助成を行うことによ

り、免許証の自主返納を促す制度の導入を検討

していく必要があります。

【課題の整理】

①高齢者や自転車使用に対する交通安全意識の

啓発

②地域ぐるみの交通安全運動の推進

③交通弱者に配慮した交通環境の改善

【施策の展開方針】
○交通環境の整備と交通安全推進のまち

・高齢者や自転車使用に対する交通安全意識の

啓発と地域ぐるみの交通安全活動を推進しま

す。

・交通弱者に配慮した交通環境の改善を推進し

ます。

【市民の声】
・自転車通勤・通学をする人がマナーを守るよ

う指導してほしい。

【施策の内容】
①交通安全対策推進事業



11

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○３R→４R もしくは５R とすることも考えられるのでは

●【専門部会】ごみの減量化やリサイクルに関して、高齢者への配慮（手伝い）が必要。

↓

第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 第４章 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

４－１１．ごみの減量化・リサイクルの推進 ４－１１．ごみの減量化・リサイクルの推進

【現況と課題】

○家庭ごみの指導・啓発

一般廃棄物収集計画に基づく可燃物・不燃物

ごみの分別や、分別収集計画に基づくペットボ

トル・プラスチック容器包装類・古紙類などの

資源物の分別とリサイクルの周知徹底に努めて

います。また、環境美化推進員の配置および市

環境衛生協議会の協力のもと、ごみ・資源ステ

ーションでの現地指導の実施やごみの収集回数

の地域格差是正に努めています。

市民の適正排出意識が向上している一方で、

ごみ出しのマナーや資源回収についての情報提

供などが求められており、今後さらに、幅広く

市民に周知していくことが必要です。また、ご

みの出し方や資源物の排出方法の利便性の向上

を求める声が多く、分別方法や廃棄物の発生抑

制・再使用・再生利用(３Ｒ)の啓発に努める必

要があります。

○ごみの減量化推進

新川広域圏事務組合ごみ処理施設による適正

処理を推進するとともに、リサイクル品の分別

収集量の増加に向けた強化策を図る必要があり

ます。

○ごみの不法投棄抑止

地域・行政・事業者の連携のもと不法投棄の

監視に努めていますが、海岸・河川・山林への

不法投棄が後を絶たず、監視や啓発の強化、事

業者の排出責任に係る廃棄物の適正処理・指導

強化が求められています。

【課題の整理】

①ごみ出しのマナーや資源回収に関する情報提

供

②分別方法の向上と廃棄物の発生抑制・再使

用・再生利用(３Ｒ)の強化

③不法投棄の監視・指導強化

【施策の展開方針】
○ごみの減量化・分別・リサイクル推進のまち

・分別徹底によるごみの排出抑制を推進します。

・リサイクルの強化による資源循環型社会の形

成に努めます。

・事業系一般廃棄物の事業者責任の周知徹底を

図ります。

・不法投棄の廃絶と環境美化意識づくりの強化

を図ります。

【市民の声】
・環境にやさしい商品の利用を呼びかけてほし

い。

・資源の再生利用や過剰包装排除に向けた取り

組みを推進してほしい。

【施策の内容】
①ごみの減量化・リサイクル推進事業

②ごみ収集・処理対策事業

【現況と課題】

○家庭ごみの指導・情報提供

市内の廃棄物処理量は年々減少しており、市

民のごみに対する分別排出・適正処理意識が定

着してきていると考えられます。

今後は、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

チック容器包装などの資源化を徹底する必要が

あります。また、ごみ・資源物の排出について、

転入者などにも分かりやすく利用しやすい仕組

み作りが求められています。

○ごみの減量化推進

新川広域圏事務組合ごみ処理施設による適正

処理を推進するとともに、使用済み小型廃家電

の回収を実施し、再資源化を進めています。

今後も、小型廃家電回収を継続し、回収量増

加のため周知を図る必要があります。また、ご

みの減量化やリサイクルの推進について、高齢

者への実施方法の説明や支援などの配慮が求め

られています。

○ごみの不法投棄抑止

地域・行政・事業者の連携のもと不法投棄の

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、引き続き

パトロールを実施するとともに、不法投棄物に

ついての適正な処理および監視や啓発の強化、

事業者の排出責任に係る廃棄物の適正処理・指

導強化に取り組む必要があります。

【課題の整理】

①ごみ出しのマナーや資源回収に関する情報提

供

②分別方法の向上と廃棄物の発生抑制・再使

用・再生利用(３Ｒ)の強化

③不法投棄の監視・指導強化

【施策の展開方針】
○ごみの減量化・分別・リサイクル推進のまち

・分別徹底によるごみの排出抑制を推進します。

・リサイクルの強化による資源循環型社会の形

成に努めます。

・事業系一般廃棄物の事業者責任の周知徹底を

図ります。

・不法投棄の廃絶と環境美化意識づくりの強化

を図ります。

【市民の声】
・資源回収の常設個所を増やしてほしい。

【施策の内容】
①ごみの減量化・リサイクル推進事業

②ごみ収集・処理対策事業



1

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

５－１．家庭教育の充実 ５－１．家庭教育の充実

【現況と課題】

○子育て相談の充実

県総合教育センターや市教育センター、市内

保育所・幼稚園などにおいて子どもの発達や気

になる行動、人間関係、子育てや集団生活など

に関する悩み相談・アドバイスを行っています。

核家族化が進行するなか、今後は、子育てに関

する悩みや不安を気軽に相談でき、安心して子

育てができる環境づくりが求められています。

○家庭教育の支援

児童生徒の保護者が参加する様々な機会を活

用し、家庭教育に関する学習機会の提供や父親

の家庭教育参加を考える集いなどを実施してい

ます。今後は、子どもの教育の基本を担う家庭

教育力の向上を目的とした学習機会の充実や相

談体制の整備が求められています。

○食育の支援

食の大切さについての講習や料理教室を開催

し、食を通じて子どもの健全育成を図るととも

に、地域の特産物や食材の紹介と積極的な利活

用を促進しています。食の安全性への関心や地

産地消の意識が高まるなかで、家庭や地域にお

ける食育の実践と郷土料理への理解増進が求め

られています。

【課題の整理】

①子育て相談体制の充実

②家庭教育の支援

③食育の実践

【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。

・食の大切さの理解と地域の食材や郷土料理を

学ぶ機会の充実を図ります。

【市民の声】
・子どもたちに安全な環境をつくってほしい。

・子どもへの家庭教育に取り組める環境づくり

を進めてほしい。

・家庭教育に関する情報を多く提供してほしい。

【施策の内容】
①家庭教育支援推進事業

【現況と課題】

○子育て相談の充実

県総合教育センターや市教育センター、市内

保育所・幼稚園、子育て支援センターなどにお

いて子どもの発達や気になる行動、人間関係、

子育てや集団生活などに関する悩み相談・アド

バイスを行っています。

核家族化が進行するなか、児童虐待などにつ

ながらないよう、子育てに関する悩みや不安を

気軽に相談でき、安心して子育てができる環境

づくりが求められているとともに、専門知識を

有する人材の確保が急務となっています。

○家庭教育の支援

核家族化が進行するなか、地域の協力・連携

を図るため、公民館や地域などで実施される親

子や三世代交流事業を通して家族や地域のつな

がりが深まるよう努めています。

今後は、家庭教育支援としてのさらなるニー

ズを把握し、子どもの教育の基本を担う家庭教

育力の向上を目的とした学習機会の充実や相談

体制の整備が求められています。

○食育の支援

食の大切さについての講習や料理教室を開催

し、食を通じて子どもの健全育成を図っていま

す。食の安全性への関心や地産地消の意識が高

まるなかで、今後も、家庭や地域における食育

の実践と郷土料理への理解増進が求められてい

ます。

【課題の整理】

①子育て相談体制の充実

②家庭教育の支援

③食育の支援

【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。

・食の大切さの理解と地域の食材や郷土料理を

学ぶ機会の充実を図ります。

【市民の声】
・家庭教育について、情報交換できる場を設け

てほしい。

・給食に地元の食材をより多く使用してほしい。

【施策の内容】
①家庭教育支援推進事業

資料１



2

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○地デジ化は終了。文章は不要では

●【専門部会】特別支援教育へのニーズが高まっている

↓

第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

５－２．学校教育の充実 ５－２．学校教育の充実

【現況と課題】

○学校教育施設の充実

小中学校施設の耐震診断、耐震・大規模改造を

計画的に実施するとともに、学校給食センターを

はじめ関連施設の保守点検に努めるなど、教育環

境の整備充実に取り組んでいます。また、情報教

育推進のためのパソコン教室の充実や教職員専用

パソコンの配備など、ＩＣＴ環境を段階的に整備

しています。

今後は、児童生徒の減少に伴う通学区域のあり

方および統合も含めた検討を進めるとともに、学

校施設耐震化の一層の推進、学校給食センターな

どの更新が求められています。

さらに、平成23年の地上波デジタル化に対応し

た放送受信および録画システムを構築する必要が

あります。

○学校教育内容の充実

心身ともに健康で豊かな人間性と創造性を育て

る学校教育を基本にゲストティーチャーや学校支

援ボランティアなど、地域の人材を活用した豊か

な体験活動を進めています。今後は、少人数授業

や特別支援教育・環境教育・情報教育など新たな

課題への対応が求められています。

○国際化教育の推進

平成17年11月に「黒部国際化教育特区」の認定

を受けたことから、平成18年度からは市内小中学

校に「英会話科」を新設し、英会話によるコミュ

ニケーション能力の向上に取り組むとともに帰国

児童生徒や外国人児童生徒に対する教育を推進し

ています。今後は、中学校の「英語科」と「英会

話科」の相乗効果を図りながら、海外姉妹都市と

のインターネットなどの交信による学校間交流の

推進や市内中学生の海外派遣などを通して外国の

言語や文化への関心を高め、コミュニケーション

を図る機会を拡充していく必要があります。

【課題の整理】

①学校施設の整備充実

②学校教育内容の充実

③国際化教育の推進

④学校・家庭・地域などとの連携強化

【施策の展開方針】
○豊かな人間性を育む学校教育充実のまち

・効果的な学習と、安心して学校生活をおく

れる学校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。

・さまざまな悩みを抱える児童生徒に対応し

た教育支援を推進します。

【市民の声】
・登下校時における子どもの安全確保を図っ

てほしい。

・学校の耐震化と施設の充実を図ってほしい。

・教職員の一層の指導力アップに力を注いで

ほしい。

・英語特区になったことで学習内容が飛躍し

た。

【施策の内容】
①学校教育施設整備事業

②学校教育環境整備事業

【現況と課題】

○学校教育施設の充実

児童生徒が安全・安心に学べる教育環境を早期

に実現するため、学校施設耐震化のさらなる推進

が求められており、小中学校施設の耐震診断、耐

震・大規模改造を計画的に実施しています。

特に老朽化が著しい桜井中学校については、新

たに建設することで生徒にとって最適な教育環

境を提供するとともに地域に開かれた施設とし

て整備することが喫緊の課題となっています。

また、児童生徒の減少に伴う通学区域のあり方

および統合も含めた検討を進めながら、関連施設

の保守点検や教育環境の整備充実に取り組んで

いく必要があります。

○学校教育内容の充実

各小中学校における豊かな体験活動として、ク

ラブ活動や宿泊学習での自然体験学習、農業体験

学習、職業体験、北方領土学習などを、ゲストテ

ィーチャーや学校支援ボランティアなどの講師

を招いて実施しています

今後は、きめ細やかな指導を目的としたチー

ム・ティーチングや少人数学習、スタディメイト

の配置、特別支援教育などの充実が求められてい

ます。

○国際化教育の推進

平成17年11月に「黒部国際化教育特区」の認定

を受けて以来、児童生徒の英会話やコミュニケー

ション能力の向上に努めるなど、国際化教育を着

実に推進しています。

今後は、更なる国際化教育の推進のため、海外

姉妹都市との交流などによる市内中学生の海外

派遣やホームステイの受け入れを通じた外国文

化との触れ合いなどを拡充していくことが求め

られています。

○学校・家庭・地域などとの連携強化

【課題の整理】

①学校施設の整備充実（桜井中学校の早期改築）

②学校教育内容の充実

③国際化教育の推進

④学校・家庭・地域などとの連携強化

【施策の展開方針】
○豊かな人間性を育む学校教育充実のまち

・効果的な学習と、安心して学校生活をおくれ

る学校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。

・さまざまな悩みを抱える児童生徒に対応した

教育支援を推進します。

【市民の声】
・学校の耐震化と施設の充実を図ってほしい。

・関係機関と連携して、国際理解教育を進めて

ほしい。

・特別支援教育の充実に努めてほしい。

【施策の内容】
①学校教育施設整備事業

②学校教育環境整備事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

○学校・家庭・地域などとの連携強化

学校の行事や取り組みに関する情報発信に努

めるとともに、家庭・地域などと密接に連携した

学校運営が求められています。

また、学校の安全・防犯はもとより、いじめや

不登校児童生徒を生まない指導の推進、特別に支

援を要する子どもへの教育相談体制の充実強化が

求められており、学校・家庭・地域社会・関係機

関などとの連携と協力をさらに強化していく必要

があります。

学校の行事や取り組みに関する情報発信に努

めるとともに、家庭・地域などと密接に連携した

学校運営を行っています。また、いじめや不登校

児童生徒を生まないために、スクールカウンセラ

ーなどの専門員の配置や、特別に支援を要する子

どもへの教育相談については、定期的な相談会の

開催により対応しています。

今後も、学校・家庭・地域社会・関係機関など

との連携と協力をさらに強化していく必要があ

ります。
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】人材育成のための養成講座を身近な場所で開催すべき

↓

第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

５－３．青少年の健全育成 ５－３．青少年の健全育成

【現況と課題】

○児童生徒の健全育成活動などの推進

高校生さわやか運動や少年少女意見発表大会

などの開催、青少年を非行から守る運動の広報

活動などを通して児童生徒の健全育成活動を推

進しています。

また、有害図書の有無の調査や18歳未満入場

禁止施設への青少年の出入り調査など、県の施

策に連動して、有害環境浄化活動を行っていま

す。今後も引き続き、青少年の健全育成活動を

推進するとともに有害な環境の浄化に努める必

要があります。

○青少年のボランティア、社会参加の推進

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、ボーイスカウト・水の少年団・青年団協議

会など、各関係団体への支援を引き続き図って

いく必要があります。

○地域ぐるみの青少年育成

専門的な知識･技能を有する人材を活用し、各

種の技能を生かした教室や地域での三世代交

流、伝統芸能継承活動（布施谷節・獅子舞・昔

の遊び体験など）のほか、地域の教育力再生、

子どもの居場所を確保し、多様な体験活動を図

る放課後子ども教室事業などを推進していま

す。

今後は、地域教育力の低下、下校時の児童･

生徒を狙った声かけ･わいせつ事犯の増加など

への対応や、子どもたちが豊かな体験と幅広い

人間関係を構築できる新たな事業の創設を図る

とともに、地域ボランティア活動指導員の発

掘・育成に取り組む必要があります。

【課題の整理】

①青少年の健全育成と有害環境浄化活動の推進

②青少年の社会参加、活動団体への支援

③地域ぐるみの青少年育成

【施策の展開方針】
○青少年が健全に過ごせるまち

・青少年が健全に安心して過ごせる地域づくり

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。

・青少年が多様な体験学習やボランティア活動

に気軽に参加できる地域づくりを推進しま

す。

【市民の声】
・大人からあいさつ運動の手本を示すようにし

てほしい。

・青少年が活躍できる場を確保してほしい。

【施策の内容】
①青少年健全育成事業

【現況と課題】

○青少年の健全育成活動などの推進

小中学校では、あいさつ運動やボランティア活動

を推進し、さらに道徳・人権教育により児童生徒の

健全育成を図っています。今後も、互助・友愛の精

神と健全な生活態度を育んでいくことが必要です。

また、さわやか運動や意見発表大会などの開催、

有害環境浄化に向けた市内対象店舗へのパトロー

ル活動を推進しています。今後も引き続き、青少年

の健全育成活動を推進するとともに有害な環境の

浄化に努める必要があります。

○青少年のボランティア、社会参加の推進

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、ボーイ

スカウト・水の少年団・青年団協議会など、各関係

団体への支援に努めています。

今後は、児童・青少年の学校外の活動がスポーツ

活動中心になっているなか、ボランティア活動にも

参加できる仕組み作りが求められています。

○地域ぐるみの青少年育成

専門的な知識･技能を有する人材を活用し、各種

の技能を生かした教室や地域での三世代交流、伝統

芸能継承活動（削除）のほか、地域の教育力再生、

子どもの居場所を確保し、多様な体験活動を図る放

課後子ども教室事業などを推進するとともに、実施

校区を拡大していく必要があります。

また、地域教育力の低下、下校時の児童･生徒を

狙った不審な声かけ･わいせつ事犯の増加などへの

対応や、子どもたちが豊かな体験と幅広い人間関係

を構築できる新たな事業の創設を図るとともに、地

域ボランティア活動指導員の発掘・育成に取り組む

必要があります。

【課題の整理】

①青少年の健全育成と有害環境浄化活動の推進

②青少年の社会参加の推進、活動団体への支援

③地域ぐるみの青少年育成

【施策の展開方針】
○青少年が健全に過ごせるまち

・青少年が健全に安心して過ごせる地域づくり

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。

・青少年が多様な体験学習やボランティア活動

に気軽に参加できる地域づくりを推進しま

す。

【市民の声】
・大人があいさつ運動の手本になるよう声がけ

をしてほしい。

・伝統芸能などをとおし、異世代交流ができる

場を設けてほしい。

【施策の内容】
①青少年健全育成事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

５－４．生涯学習の推進 ５－４．生涯学習の推進

【現況と課題】

○旧宇奈月町４小学校の活用など安全で使いや

すい施設整備

旧宇奈月町４小学校施設の活用については、平

成15年度に活用構想をまとめ、平成18年度に基

本計画を策定しました。今後は、その計画に基

づく校舎の解体や生涯学習施設を順次整備して

いくこととしています。また、郷土文化保存伝

習館や吉田科学館などの老朽化した既存施設の

改修など、安全で使いやすい施設整備が求めら

れています。

○生涯学習講座などの実施・人材育成

地区公民館や勤労青少年ホームなどを活用し

た各種教室や講座の実施、サークルや各種団体

の活動成果を発表する生涯学習フェスティバル

を開催しているほか、児童の体験活動の実施や

リーダーの育成などに努めています。今後は、

生涯学習指導者の発掘・育成や多様化する学習

ニーズに対応した学習機会の拡充と情報提供が

求められています。

○図書館の充実と読書普及

現在２館体制により、学習・研究の場としての

機能充実や図書館間の連携強化に努めていま

す。黒部市立図書館については、施設の老朽化

と狭隘さが目立ち資料・情報の質量ともに拡充

が求められていることから、新たな施設の建設

に向けた取り組みを進める必要があります。

一方、宇奈月館では、歴史民俗資料館との複

合施設である特徴を活かし、さらに独自性のあ

る運営とサービス業務の充実が求められていま

す。

【課題の整理】

①生涯学習施設の整備充実

②指導者の発掘・育成と学習機会の拡充

③図書館の建設と資料・サービスの充実

【施策の展開方針】
○いつでも、どこでも、誰でも学べる生涯学習

環境の整ったまち

・旧宇奈月町４小学校の活用をはじめ利便性の

高い生涯学習施設の整備を推進します。

・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、指導者の発掘・育成

に努めます。

・図書館における資料・サービスの充実と利用

促進を図るとともに、新たな図書館の建設に

取り組みます。

【市民の声】
・“学ぶきっかけづくり”をしてほしい。

・みんなに好奇心をもってもらえる生涯学習イ

ベントを開催してほしい。

【施策の内容】
①生涯学習推進事業

②生涯学習人材育成事業

③生涯学習拠点整備事業

【現況と課題】

○地区公民館などの生涯学習施設整備

地区公民館などの生涯学習施設整備を、計画

的に進めています。今後は、老朽化が進んでい

る施設などについて、適切な維持管理や改修に

よる安全で使いやすい施設整備が求められてい

ます。

○生涯学習講座などの実施・人材育成

市民の学習ニーズに対応した地区公民館や勤

労青少年ホームなどを活用した各種教室や講座

の実施、サークルや各種団体の活動成果を発表

する生涯学習フェスティバルを開催しているほ

か、児童の体験活動の実施やリーダーの育成な

どに努めています。

今後も、生涯学習指導者の発掘・育成や、多

様化する学習ニーズに対応した学習機会の更な

る拡充と情報提供が求められています。

○図書館の充実と読書普及

現在、図書館は２館体制で運営しており、図

書館間の連携強化や学習・研究の場としての機

能充実に努めています。

今後、宇奈月館においては、歴史民俗資料館

との複合施設である特徴を活かし、さらに独自

性のある運営とサービス業務の充実が求められ

ています。また、新黒部市立図書館建設に向け

て、２館体制や施設整備のあり方などについて

検討したうえで、図書館建設基本構想報告書に

沿った基本計画の策定を行うなど、段階的に進

めていく必要があります。

【課題の整理】

①生涯学習施設・拠点の整備充実

②指導者の発掘・育成と学習機会の拡充

③図書館の建設と資料・サービスの充実

【施策の展開方針】
○いつでも、どこでも、誰でも学べる生涯学習

環境の整ったまち

・利用しやすい生涯学習施設の整備に努めます。

・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、指導者の発掘・育成

に努めます。

・図書館における資料・サービスの充実と利用

促進に努めるとともに、新たな図書館の建設

に取り組みます。

【市民の声】
・地区公民館の改修、修繕に早期に取り組んで

ほしい。

・各種教室の開催日の周知を図ってほしい。

・図書館の本をより充実してほしい。

【施策の内容】（掲載順変更）
①生涯学習拠点整備事業

②生涯学習推進事業

③生涯学習人材育成事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】伝統芸能の継承活動が大切

↓

第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

５－５．文化・スポーツの振興 ５－５．文化・スポーツの振興

【現況と課題】

○芸術文化の振興

国際文化センター「コラーレ」や美術館など

を拠点として、自主事業や各種公演・展示・学

習・交流などさまざまな芸術文化活動の展開に

努めています。今後は、市民参画による企画運

営の基本方針を踏襲しながら魅力ある事業展開

を行う企画力・運営力の向上と、安全で高品質

な施設の整備･更新が求められています。また、

運営経費の節減やサービス向上に努めていく必

要があります。

○芸術文化活動への支援

各種関係団体への支援をはじめ芸術文化に関

する情報提供、芸術文化鑑賞機会の提供のほか、

指定文化財の保護顕彰や伝統芸能・伝統文化の

伝承に努めています。今後は、市民の芸術文化

活動を先導するリーダーの育成、伝統文化を継

承する後継者の育成とともに、まちづくり団体

などと連携のうえ優れた文化遺産の保全・活用

が求められています。

○スポーツ・レクリエーション施設の充実

総合体育センターや宇奈月体育センターなど

の安全管理と利便性向上に努めています。今後

さらに、「市民ひとり１スポーツ」推進のため、

市民ニーズに応じたスポーツ・レクリエーショ

ン施設の充実が求められています。

○スポーツ・レクリエーションの活動支援

スポーツ団体の育成強化や指導者の育成・確

保、総合型地域スポーツの推進やスポーツイベ

ントの充実、スポーツに関する情報提供などに

努めています。今後は、総合型地域スポーツク

ラブの運営強化をはじめ各種イベント開催時の

観光施策との連携やスポーツイベントの一層の

充実を図るとともに、スポーツ活動に関する総

合的な情報提供に努めていく必要があります。

【課題の整理】

①芸術文化活動施設の整備と魅力ある事業展開

②芸術文化関係団体への支援と指導者などの育

成

③スポーツ・レクリエーション施設の充実

④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

【施策の展開方針】
○豊かな芸術文化とスポーツの盛んなまち

・芸術文化活動施設の整備を図るとともに、魅

力ある企画・運営により市民サービスの向上

を図ります。

・指定文化財の保護・顕彰と伝統芸術・伝統文

化の伝承に努めます。

・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

ーツ団体の育成などを図り、「市民ひとり１

スポーツ」を推進します。

【市民の声】
・魅力ある芸術文化活動を充実してほしい。

・芸術・文化に対する市民意識の向上に努めて

ほしい。

・無料パークゴルフ場を残してほしい。

・スポーツによる健康づくりの環境を充実して

ほしい。

【施策の内容】
①芸術文化施設整備事業

②芸術文化活動促進事業

③文化財保護事業

④スポーツ・レクリエーション環境整備事業

⑤スポーツ・レクリエーション活動推進事業

【現況と課題】

○芸術文化の振興

国際文化センター「コラーレ」や美術館などを拠

点として、自主事業や各種公演・展示・学習・交流

などさまざまな芸術文化活動の展開に努めていま

す。今後も、市民参画による企画運営の基本方針を

踏襲しながら市民ニーズに応じた魅力ある事業展

開を行う企画力・運営力の向上と、利便性向上に向

けた施設の整備･更新が求められています。（削除）

○芸術文化活動への支援

各種関係団体への支援をはじめ芸術文化に関す

る情報提供、関係団体が一堂に会しての芸術文化鑑

賞機会の提供のほか、指定文化財の保護顕彰や伝統

芸能・伝統文化の伝承に努めています。今後も、市

民の芸術文化活動を先導するリーダーの育成、伝統

文化を継承する後継者の育成とともに、文化財保存

会などと連携のうえ優れた文化遺産の保全・活用が

求められています。

○スポーツ・レクリエーション施設の充実

総合体育センターや宇奈月体育センターなどの

安全管理と利便性向上に努めています。今後の更な

る「市民ひとり１スポーツ」推進のため、計画的な

施設改修などによる、市民ニーズに応じたスポー

ツ・レクリエーション施設の充実が求められていま

す。

○スポーツ・レクリエーションの活動支援

スポーツ団体の育成強化や指導者の育成・確保、

総合型地域スポーツの推進やスポーツイベントの

充実、スポーツに関する情報提供などに努めていま

す。今後は、さらに市民の誰もが気軽にスポーツを

楽しむことができるよう市体育協会や総合型地域

スポーツクラブなどと連携し、市民ニーズに対応し

た教室、各種イベント開催時の観光施策との連携お

よびスポーツイベントの一層の充実を図るととも

に、要望の強いスポーツ少年団などの指導者育成に

努める必要があります。

【課題の整理】

①芸術文化活動施設の整備と魅力ある事業展開

②芸術文化関係団体への支援と指導者などの育

成

③スポーツ・レクリエーション施設の充実

④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

【施策の展開方針】
○豊かな芸術文化とスポーツの盛んなまち

・芸術文化活動施設の整備を図るとともに、魅

力ある企画・運営により市民サービスの向上

を図ります。

・指定文化財の保護・顕彰と伝統芸術・伝統文

化の伝承に努めます。

・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

ーツ団体の育成などを図り、「市民ひとり１

スポーツ」を推進します。

【市民の声】
・講習会を開くなど、指導者の養成をしてほし

い。

・スポーツ施設を充実してほしい。

【施策の内容】
①芸術文化施設整備事業

②芸術文化活動促進事業

③文化財保護事業

④スポーツ・レクリエーション環境整備事業

⑤スポーツ・レクリエーション活動推進事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 第５章 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

５－６．国際化への対応 ５－６．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

オランダ王国スネーク市ならびにアメリカ合

衆国メーコン市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を継続し、

行政・産業・教育・文化・スポーツなどの国際

化を推進しています。また、「国際交流都市間

公務員相互派遣実施協定」「スポーツ相互交流

に関する協定」「国際医療交流協定」を締結し、

国際レベルでの人材育成などに努めています。

今後さらに、海外姉妹都市・国際友好都市との

交流活動の周知を図りつつ、市民の国際化に対

する意識を醸成していく必要があります。

○市民レベルでの国際交流の推進

国際交流員を継続的に採用し、幼児期から外

国文化や外国語にふれ親しむ活動をはじめ、市

民レベルでの各種国際交流活動を推進していま

す。

また、黒部まちづくり協議会国際交流ワーク

ショップをはじめ多数の国際交流団体による自

主的な活動が活発化しており、引き続き市内国

際交流団体に対する支援を推進していく必要が

あります。

○外国人居住者への支援・交流の促進

近年、市内在住の外国人が増加傾向にあるこ

とから、外国人向け日本語教室や生活相談窓口

の設置および地域住民とふれあう交流の場を提

供していく必要があります。

また、外国人にとってやさしい環境づくりの

ため、標識やパンフレットなどの多言語化を推

進することが求められています。

【課題の整理】

①海外姉妹都市・国際友好都市との交流推進

②市民レベルでの国際交流の推進

③外国人居住者への支援

【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。

・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推進します。

・外国人居住者にとって住みやすく、気軽に生

活相談できる環境づくりを推進します。

【市民の声】
・国際交流活動に参加できる機会をもっと増や

してほしい。

・国際交流推進の窓口を明確にしてほしい。

【施策の内容】
①国際交流活動推進事業

【現況と課題】

○海外姉妹都市・国際友好都市との交流推進

オランダ王国スドウェスト・フリースラン市な

らびにアメリカ合衆国メーコン市との姉妹都市交

流や、国際友好都市である大韓民国三陟市との交

流を継続し、行政・産業・教育・文化・スポーツ

などの国際化を推進しています。

また、「国際交流都市間公務員相互派遣実施協

定」「スポーツ相互交流に関する協定」「国際医

療交流協定」に基づき、国際レベルでの人材育成

などに努めています。今後さらに、海外姉妹都市・

国際友好都市との交流の推進とともに、活動の周

知を図りつつ、市民の国際化に対する意識を醸成

していく必要があります。

○市民レベルでの国際交流の推進

国際交流員を継続的に採用し、幼児期から外国

文化や外国語にふれ親しむ活動をはじめ、市民レ

ベルでの各種国際交流活動を推進しています。

また、黒部まちづくり協議会国際交流ワークシ

ョップをはじめ多数の国際交流団体による自主的

な活動が行われており、引き続き市内国際交流団

体に対する支援、広範なＰＲに努める必要があり

ます。

○外国人居住者への支援・交流の促進

近年、市内在住の外国人に対し、外国人向け日

本語教室や生活相談窓口の設置および地域住民と

ふれあう交流の場を提供していくとともに、一緒

に生活していくことを想定した「多文化共生」を

推進することが必要です。

また、外国人にとってやさしい環境づくりのた

め、標識やパンフレットなどの多言語化を推進す

ることが求められています。

【課題の整理】

①海外姉妹都市・国際友好都市との交流推進

②市民レベルでの国際交流の推進

③外国人居住者への支援

【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。

・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推進します。

・外国人居住者にとって住みやすく、気軽に生

活相談できる環境づくりを推進します。

【市民の声】
・国際交流の取り組みについて、広く市民に知

らせてほしい。

・黒部で国際大会のできるスポーツを推進して

ほしい。

【施策の内容】
①国際交流活動推進事業



1

赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○北陸新幹線開業による交流促進、団塊の世代のその後の状況

●【専門部会】東日本大震災に関係する記載が必要

↓

第６章 市民と行政が一体となったまちづくり 第６章 市民と行政が一体となったまちづくり

６－１．市内外との連携・交流の促進 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

北海道根室市（国内姉妹都市）や福井県大野

市との間で「災害時相互応援協定」を締結し、

災害時における相互連携体制を構築していま

す。また、近隣市町とは、ごみ処理・介護保険・

地域情報ネットワークの構築などの広域行政に

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。今後さらに、質の高

い都市間・地域間連携の推進と行政機能の補

完・効率化が求められています。

○企業・団体などとの連携・交流

郵便局やＹＫＫ㈱、北陸コカ・コーラ㈱など

の市内企業との間で災害時の相互応援協定を締

結するなど、行政・企業・団体間の連携を図っ

ています。今後は、市民や地域、企業などとの

交流・連携をさらに強化することが求められて

います。

○交流人口などの拡大

黒部峡谷や宇奈月温泉などに代表される観光

や各種イベントの開催による交流人口の増加を

図っています。今後は、北陸新幹線開業と新駅

設置を見据えながら、団塊の世代などの個人・

グループ旅行や田舎でのセカンドライフなどの

ニーズを踏まえて、交流人口、定住・半定住人

口の拡大に向けた取り組みとともに、住んで良

し、訪れて良しの魅力あふれるまちづくりを推

進していくことが求められています。

特に、団塊の世代などの方々が退職後に黒部

市へ移り住んでいただくための支援策として、

住居や就業情報の提供に努めるとともに、長年

培われた能力を発揮できる活動の場の整備推進

を図っていく必要があります。

【課題の整理】

①国内都市、地域間の連携・交流の推進

②行政と市民・企業・団体などとの連携強化

③交流人口、定住・半定住人口の拡大

④団塊世代などへの活動支援

【施策の展開方針】
○多彩な交流による活気あふれるまち

・観光や防災機能などの強化を目指した国内都

市、地域間の連携・交流を推進します。

・市民や地域の連携による安全で安心なまちづ

くりを強化します。

・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。

【市民の声】
・地域間交流を進め、幅広い人の交流を増やし

てほしい。

・空き家・空き地対策と活用を推進してほしい。

・定住・半定住の促進にもっと力を入れてほし

い。

・黒部の魅力に触れる体験研修を推進してほし

い。

【施策の内容】
①地域間交流推進事業

【現況と課題】

○国内都市との連携・交流

北海道根室市（国内姉妹都市）や福井県大野市と

の間で「災害時相互応援協定」を締結し、災害時に

おける相互連携体制を構築しています。また、近隣

市町とは、ごみ処理・介護保険・消防・地域情報ネ

ットワークの構築などの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。今後さらに、質の高い都市間・地域間連携

の推進と行政機能の補完・効率化が求められていま

す。

○企業・団体などとの連携・交流

災害時の応援体制を確保するためさまざまな業

種の企業と協定の締結を進めているほか、介護保険

などの福祉分野では市内での質の高いサービス提

供を確保するため、民間事業者の参入を奨励してい

ます。さらに、協働のまちづくりを基本に、指定管

理者制度の活用や公共施設の民営化などの検討を

進めており、今後も、市民や地域、企業などとの交

流・連携をさらに強化することが求められていま

す。

○交流人口などの拡大

黒部峡谷や宇奈月温泉などに代表される観光や

各種イベントの開催による交流人口の増加を図っ

ています。今後は、北陸新幹線開業と新駅整備を契

機とする、団塊の世代などの個人・グループ旅行や

田舎でのセカンドライフなどの新たなニーズを踏

まえて、交流人口、定住・半定住人口の拡大に向け

た取り組みとともに、住んで良し、訪れて良しの魅

力あふれるまちづくりが求められています。

また、住宅取得支援制度を設け、転入者の増加と

流出の抑制に努めており、今後も、空き住宅や就業

情報の提供、経験と能力を併せ持つ団塊の世代など

の方々の活動の場の整備などを進め、魅力的で安心

して暮らせるまちとしてＰＲしていく必要があり

ます。

【課題の整理】

①国内都市、地域間の連携・交流の推進

②行政と市民・企業・団体などとの連携強化

③交流人口、定住・半定住人口の拡大

④団塊世代などへの活動支援

【施策の展開方針】
○多彩な交流による活気あふれるまち

・観光や防災機能などの強化を目指した国内都

市、地域間の連携・交流を推進します。

・市民や地域の連携による安全で安心なまちづ

くりを強化します。

・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。

【市民の声】
・近隣市町との連携がより密になるよう図って

ほしい。

・空き家が目立つので、対策を進めてほしい。

・大きなイベントだけでなく、地道な交流を続け

てほしい。

【施策の内容】
①地域間交流推進事業

資料１
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第６章 市民と行政が一体となったまちづくり 第６章 市民と行政が一体となったまちづくり

６－２．開かれた行政への取り組み ６－２．開かれた行政への取り組み

【現況と課題】

○市民・行政協働のまちづくりの推進

自ら決定し、その責任を負う「自己決定・自

己責任」の行政運営への転換と個性豊かな地域

社会の創造に向け、市民と行政が協働してまち

づくりを進めていく必要があります。

○行政情報・議会情報の発信

「広報くろべ」の毎月発行、ホームページの

開設、ケーブルテレビ・コミュニティ放送を活

用し、まちづくりや市政運営に関する情報提供

に努めています。また、議会の概要を記載した

「くろべ市議会だより」を年４回発行している

ほか、ケーブルテレビ・インターネットによる

市議会本会議の生中継配信や、各報道機関を通

じた各種情報伝達を行っています。今後は、迅

速な行政情報などの発信に努めるなど、開かれ

た行政への取り組みを推進する必要がありま

す。

○情報公開の推進と市民意向の反映

市民にとってわかりやすい視点で市政の透明

性を高めるとともに、公聴機能の充実や市民の

参画機会の拡大を図り、より多くの市民の意見

が市政に反映されるよう努める必要がありま

す。また、広報・コミュニティ放送・ケーブル

テレビ・ホームページなどの内容をさらに充実

していく必要があります。

【課題の整理】
①行政情報・議会情報の発信

②市民にとってわかりやすく透明性のある市政

の推進

③より多くの市民が参画しやすい市政の推進

【施策の展開方針】
○行政の透明性向上と開かれた行政推進のまち

・市政の透明性確保のため多様な媒体での情報

発信を行い、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。

・市政に対する市民参画機会の充実を図ります。

【市民の声】
・広報が身近に感じられるものにしてほしい。

・市民と行政が一体となるために、オープンな

市政を進めてほしい。

・市民と市長・行政とのミーティングなどによ

り、市民の声をもっと市政に反映してほしい。

【施策の内容】
①広報・公聴・情報公開事業

【現況と課題】

○市民・行政協働のまちづくりの推進

自ら決定し、その責任を負う「自己決定・自

己責任」の行政運営への転換と個性豊かな地域

社会の創造に向け、市民と行政が協働してまち

づくりを進めていく必要があります。

○行政情報・議会情報の発信

「広報くろべ」の毎月発行、ホームページの

開設、ケーブルテレビ・コミュニティ放送を活

用し、まちづくりや市政運営に関する情報提供

に努めています。また、議会の概要を記載した

「くろべ市議会だより」の年４回発行やケーブ

ルテレビ・インターネットによる市議会本会議

の生中継配信を行うほか、行政情報や議会情報

について各報道機関を通じた各種情報伝達を行

っています。今後も、迅速かつ適切な行政情報

などの発信に努めるなど、開かれた行政への取

り組みを推進する必要があります。

○情報公開の推進と市民意向の反映

情報公開の推進により、市民等の「知る権利」

を尊重し、市政の透明性を高めるとともに、市

民との協働によるまちづくりに資する必要があ

ります。また、より多くの市民の意見が市政に

反映されるよう、タウンミーティングや出前講

座、パブリックコメント、市民提言制度などを

実施しており、今後は内容の充実をさらに図る

必要があります。

【課題の整理】
①行政情報・議会情報の発信

②市民にとってわかりやすく透明性のある市政

の推進

③より多くの市民が参画しやすい市政の推進

【施策の展開方針】
○行政の透明性向上と開かれた行政推進のまち

・市政の透明性確保のため多様な媒体での情報

発信を行い、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。

・市政に対する市民参画機会の充実を図ります。

【市民の声】
・広報の内容やタウンミーティングの開催方法

をより工夫してほしい。

・公聴会などは、色々と発言できるよう十分な

時間をとってほしい。

【施策の内容】
①広報・公聴・情報公開事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第６章 市民と行政が一体となったまちづくり 第６章 市民と行政が一体となったまちづくり

６－３．市民活動支援への取り組み ６－３．市民活動支援への取り組み

【現況と課題】
○市民との協働による市政の推進

市民の自発的・主体的な活動への意識や関心

は、福祉分野をはじめ、まちづくりや国際交流・

環境・教育・文化・芸術・スポーツ・防災など

多岐にわたって広がりをみせており、市民と行

政が協働してまちづくりに取り組んでいく機運

が高まりつつあります。

今後は、それらの市民活動への参加を推進し

ていくとともに、高度・多様化する市民ニーズ

や地域課題に対応するため、市民と行政それぞ

れが役割を認識し、行政・市民や市民団体・企

業などの多様な主体がそれぞれ責任を分担しサ

ービスを提供する多元的な仕組みづくりを目指

す必要があります。

○自治公民館などコミュニティ施設の整備・充

実

地区公民館のなかには、老朽化により改築・

改修・修繕などが必要な施設がでてきています。

また、公立以外の施設においても、地域の活動

拠点として利用できるよう自治（町内）公民館

の新築・改修・修繕が行われており、これらに

対する助成制度やコミュニティ助成事業などの

活用が求められています。

○地域コミュニティ活動の推進

市内16の自治振興会では、それぞれ公民館を

活動拠点として環境保全・福祉・生涯学習・交

通安全・防犯などの活動が行われています。ま

た、自治振興会間の連絡調整を図り市内全域の

自治活動を推進するため、黒部市自治振興会連

絡協議会を設置しています。近年、若年層やア

パート住民をはじめ市内全体のコミュニティ意

識が低下しつつある現状から、今後は、自らの

地域は自らの手でよくしようとする地域コミュ

ニティを再構築することが求められています。

【課題の整理】
①市民・企業・行政などによる多元的な公共サ

ービスの仕組みづくり

②自治公民館などの整備・充実

③地域コミュニティの再構築

④ＮＰＯ・ボランティア団体への活動支援

【施策の展開方針】
○市民と行政の協働が活発なまち

・市民と行政のパートナーシップを重視し、協

働によるまちづくりを推進します。

・市民のまちづくり・地域づくりの活動拠点の

整備支援を推進します。

・地域コミュニティの醸成により、互いに助け

合う地域づくりを推進します。

・ＮＰＯ・ボランティア団体の活動支援に努め

ます。

【市民の声】
・活動拠点として、各社会教育施設を使わせて

ほしい。

・各施設でどのような活動やサークルがあるの

かを広く市民に広報してほしい。

・自治公民館の建設や備品購入などの補助を弾

力的に行ってほしい。

【施策の内容】
①市民参画・活動支援事業

【現況と課題】
○市民との協働による市政の推進

防災・環境・スポーツ・芸術などの多岐にわたり、

自治振興会や企業、ＮＰＯなどの多様な主体（市民）

によって、協働による取り組みが進められていま

す。また、これらの活動に対する市民からの期待や

取り組みへの関心も高まっています。一方、現在活

動している市民や今後取り組もうとする市民から

は協働の意義、人材や持続性の確保などについて不

安の声も寄せられています。

今後ますます高度・多様化する市民ニーズや地域

課題に対応するため、「協働のまちづくりガイドラ

イン」を基本に、本市にふさわしい協働の確立と普

及啓発、活動への参加促進、支援体制の整備などを

図る必要があります。

○自治公民館などコミュニティ施設の整備・充実

自治（町内）公民館のなかには、老朽化している

施設もあることから、地域の活動拠点として利用で

きるよう、新築・改修・修繕や備品整備などに対す

る助成事業の更なる拡充が求められています。

○地域コミュニティ活動の推進

市内16の自治振興会および町内会などの地域コ

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地域の特色を活か

した活動に取り組んでいます。しかしながら、核家

族化など社会状況の変化により、コミュニティ意識

が希薄化してきていることから、その活動が困難に

なりつつあります。

今後は、地域コミュニティ組織が自ら維持・改善

しながら活性化することができる方策を講じる必

要があります。

○ＮＰＯ・ボランティア活動への支援

ＮＰＯやボランティア団体などの市民活動が広

がってきています。

これまで行政が担ってきた分野への参加、また、

行政だけでは実施できなかった分野を官民協働で

担うなど、市民、ＮＰＯ、企業などがともに支えあ

【課題の整理】
①市民・企業・行政などによる多元的な公共サ

ービスの仕組みづくり

②自治公民館などの整備・充実

③地域コミュニティの活性化

④ＮＰＯ・ボランティア団体への活動支援

【施策の展開方針】
○市民と行政の協働が活発なまち

・市民と行政のパートナーシップを重視し、協

働によるまちづくりを推進します。

・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醸成により、互いに助け

合う地域づくりを推進します。

・ＮＰＯ・ボランティア団体の活動支援に努め

ます。

【市民の声】
・協働のまちづくりをもっと普及してほしい。

・地域から提案する協働の取り組みに支援して

ほしい。

・地域の活性化に支援してほしい。

【施策の内容】
①市民参画・活動支援事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

○ＮＰＯ・ボランティア活動への支援

近年、ＮＰＯやボランティア団体などの市民

活動が活発化してきています。市民団体などと

行政が協働の良きパートナーとして、それぞれ

がもつ創意工夫・サービス提供の能力を最大限

に発揮することが求められています。今後は、

各種団体との連携体制の確立やネットワークづ

くりなどの支援、地域に必要とされる人材の発

掘・育成を進めていく必要があります。

う仕組みや体制の構築が求められています。
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○

↓

第６章 市民と行政が一体となったまちづくり 第６章 市民と行政が一体となったまちづくり

６－４．男女共同参画社会の推進 ６－４．男女共同参画社会の推進

【現況と課題】

○男女共同参画意識の啓発

男女共同参画についてのアンケートを実施し

た結果、男女共同参画に対する意識は性別・年

代によって違いがあります。今後は、庁内各課

の連携を深めながら、生涯学習や学校教育など

さまざまな場で意識の啓発を図っていく必要が

あります。

○男女共同参画社会の構築

「くろべ男女共同参画プラン」に基づく各種

施策を推進しているほか、女性団体連絡協議会

や県男女共同参画推進員などが中心となって啓

発・普及活動を行っています。日常生活では、

介護や子育てが女性の負担となりがちな現状を

改め、男女が共に能力を発揮すべき役割を理解

することが重要です。今後は、市民・事業者・

行政など地域全体が連携した男女共同参画社会

を構築していく必要があります。

【課題の整理】

①男女共同参画に対する意識啓発

②地域全体が連携した男女共同参画社会の構築

【施策の展開方針】
○地域全体が連携した男女共同参画推進のまち

・男女相互の人権尊重を目指した意識啓発と環

境づくりを推進します。

・男女の対等な社会参画を推進するため、地域

全体の連携を推進します。

【市民の声】
・市政に対する女性の参画機会を増やしてほし

い。

・女性自身と地域全体の意識改革への取り組み

を進めてほしい。

【施策の内容】
①男女共同参画推進事業

【現況と課題】

○男女共同参画の意識の啓発と実践

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、身近なものであ

ることが理解されるようになってきています。

今後は、理解から実践のための具体的な取り組

みが必要となっています。

○男女共同参画社会の構築

「くろべ男女共同参画プラン」に基づく各種

施策を推進するほか、女性団体連絡協議会や県

男女共同参画推進員などが中心となって、引き

続き啓発・普及活動に努めています。日常生活

では、介護や子育てが女性の負担となりがちな

現状を改め、男女が共に能力を発揮すべき役割

を理解することが重要です。

今後は、市民・事業者・行政など地域全体が

連携した男女共同参画社会を構築するために、

男女が共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てい

ます。

【課題の整理】

①男女共同参画に対する意識啓発と実践

②地域全体が連携した男女共同参画社会の構築

とワークライフバランスの推進

【施策の展開方針】
○地域全体が連携した男女共同参画推進のまち

・男女相互の人権尊重を目指した意識啓発と環

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。

【市民の声】
・男性が育児に積極的に関わることができるよ

う支援してほしい。

・市政に対する女性の参画機会を増やしてほし

い。

【施策の内容】
①男女共同参画推進事業
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赤字：修正箇所 青字：注意書き

◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

○新庁舎のその後（具体的な内容をどこまで表現できるか）、整備後のことなど

●【専門部会】新庁舎・分庁舎の記述が窓口機能を含めて変更となる

↓

第６章 市民と行政が一体となったまちづくり 第６章 市民と行政が一体となったまちづくり

６－５．市民と一体となった計画的行政運営の推進 ６－５．市民と一体となった計画的行政運営の推進

【現況と課題】

○行政サービスの充実
地方分権が本格的に進むなか、多様化する市

民ニーズに対して市民の利便性を最重視しつ
つ、迅速かつ効率的に対応しなければなりませ
ん。また、個性的で、より質の高い行政サービ
スを提供していくことが求められています。

○効率的な行政運営の推進
簡素で効率的な行政システムを確立するた

め、市民の理解と協力を得ながら「黒部市行政
改革大綱」に基づく行政改革を一層推進する必
要があります。また、今後は、行政運営の質を
持続的に高めながら、目的と成果を市民にもわ
かりやすく示すことができる行政評価制度の導
入に取り組む必要があります。

○庁舎環境の改善
黒部庁舎・宇奈月庁舎ともに建設からかなり

の年数が経過しており、時代に適応した庁舎機
能を備えるため、ＩＣＴ化やバリアフリー化な
どへの対応が求められています。このため、来
庁者の利便性向上と災害時や緊急時の機能確保
の観点から改善を図っていく必要があります。

○分庁舎による行政サービス
現在、黒部庁舎・宇奈月庁舎の分庁舎方式に

より、行政機能を部課単位で分割しています。
また、部や課を置かない庁舎については窓口機
能を有する班を配置しています。今後とも、市
民に不便をきたさない行政サービスの維持・向
上に努めていく必要があります。

○新庁舎の建設
新市の一体感の醸成や行政運営の効率化の観

点からも分庁舎方式による行政運営を見直す必
要があります。新庁舎の建設に向けては、建設
財源の確保、建設に対する市民の合意形成など
の課題を解決しながら、庁舎の位置や規模・機
能などを検討していく必要があります。

【課題の整理】

①市民本位の行政運営
②簡素で効率的な行政システムの確立
③現庁舎環境の改善と新庁舎建設に向けた取り

組み

【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
・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。

・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。

・新庁舎の建設を推進します。

【市民の声】
・行政窓口の対応向上と時間延長をしてほし
い。

・行政サービスの時間延長・休日対応をしてほ
しい。

【施策の内容】
①効率的行政運営推進事業
②新庁舎建設事業

【現況と課題】

○行政サービスの充実
市民ニーズが社会経済情勢（少子高齢化・災害・

失業など）とともに多様化していることに加え、地
方分権の進展により自治体が担う行政分野が拡大
しています。

このような状況への対応と地域特性を尊重した
うえで、質の高いサービスを市民にわかりやすく提
供することが求められています。また、より良い行
政サービスの提供を維持するため、人材育成基本方
針に基づき、研修や評価による人材育成を進めてい
く必要があります。

○効率的な行政運営の推進（「分庁舎による行政サー

ビス」を含む）

地方分権の進展により「自己決定・自己責任」の
地域経営が可能になる一方で、市民との協働による
自治の仕組みづくりと効率的な行政運営が求めら
れています。

今後も、ＰＤＣＡサイクルに基づくマネジメント
を推進し、事務事業の見直しや行政サービスの向上
に取り組む必要があります。

また、新庁舎移転までは、分庁舎体制による両庁
舎での窓口受付を継続し、サービスの維持に配慮す
るとともに、新庁舎移転後においても、特に窓口業
務などはさらに利便性が向上する体制づくりが必
要です。

○新庁舎の建設と庁舎環境の改善
新庁舎の建設にあたっては、既定スケジュールに

基づき着実に推進するとともに、移転後において、
新庁舎建設の基本理念等が実現するよう、全庁あげ
てのさまざまな取り組みを強化充実していく必要
があります。

また、庁舎は、来庁者の利便性向上、防災危機管
理体制の確保、働きやすい職場環境など、常に環境
整備を図っていく必要があることから、新庁舎移転
までの間は、過剰投資とならないよう必要とされる
改善内容を厳選し、新庁舎移転後においても恒常的
な環境改善を図っていく必要があります。

一方、新庁舎移転後の現庁舎跡地活用は重要な課

【課題の整理】

①多様化する市民ニーズに対応した行政サービ
スの充実

②簡素で効率的な行政システムの確立
③新庁舎建設に向けた取り組みと現庁舎環境の

改善

【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
・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。

・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。

・新庁舎の建設を推進します。

【市民の声】
・新庁舎には太陽光発電やLED照明などを利用

し、環境に配慮してほしい。
・新庁舎の耐震化をしっかりしてほしい。
・新庁舎には市内企業の製品を利用してほしい。
・住民票などの発行施設を増やしてほしい。

【施策の内容】
①効率的行政運営推進事業
②新庁舎建設事業



7

赤字：修正箇所 青字：注意書き

題であり、将来を見据えての最善の活用方策につい
て調査、検討していく必要があります。
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◆前期基本計画 ◆後期基本計画（素案）

【変更に関する視点・キーワードなど】

●【専門部会】大型事業が続く中、本当に実質公債比率は悪化しないのか、詳細な説明をすべき。

↓

第６章 市民と行政が一体となったまちづくり 第６章 市民と行政が一体となったまちづくり

６－６．健全財政の推進 ６－６．健全財政の推進

【現況と課題】

○厳しさを増す財政状況

公共サービスに対する市民ニーズが多様化す

る一方で、税収や国庫補助金などの財源確保は

大変厳しい状況となっています。今後も健全財

政を維持していくためには、施策・事業の厳選、

市債残高の削減などの取り組みが必要となって

います。また、事務事業全般にわたり量・質と

もに集中化と優先化による選択を図るととも

に、職員適正化計画に基づく人件費の抑制にも

努めていく必要があります。

○自らの意思と責任に基づく地方自治の運営

地方分権改革により、国と地方はこれまでの

「上下・主従」から「対等・協力」の関係に移

行しつつあります。また、国庫補助金の削減や

地方交付税の改革、税源移譲を含む三位一体改

革が進展していることから、自らの意思と責任

に基づく地方自治を推進していくことが求めら

れています。

○課税事務の推進

健全財政を維持していくなかで、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。そのため、租税教育や広報活動を一層充

実するとともに、公正で適切な課税事務を推進

することが求められています。また、課税対象

者が増加していることから、口座振替の促進、

納税相談の充実、滞納処分の執行などにより収

納率の向上に努めていく必要があります。

【課題の整理】

①財源不足の解消

②実質公債費比率の低減

③計画的・効果的な施策の推進

④人件費の抑制

⑤公正で適切な課税事務の推進

【施策の展開方針】
○計画的・効率的健全財政推進のまち

・行政改革を進め、計画的で健全な財政運営を

推進します。

・行政組織をスリム化し、人件費の抑制を図り

ます。

・租税への関心を高めるとともに、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。

【市民の声】
・財政の健全化を進めてほしい。

・わかりやすい税制の周知を図ってほしい。

【施策の内容】
①効率的財政運営推進事業

【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、税収や国庫補助金などの財源確保が困難に

なってきており、地方財政は厳しい状況が続くこと

が見込まれます。そのため、施策・事業の厳選、実

質的な公債費の低減などの取り組みがさらに必要

となっています。また、事務事業全般にわたり量・

質ともに集中化と優先化による選択を図るととも

に、定員適正化計画に基づく職員数の削減、施設の

民営化や新庁舎の稼働による行政組織の合理化な

どにより、人件費の抑制を図っていく必要がありま

す。

○自らの意思と責任に基づく地方自治の運営

地方分権改革により、国と地方はこれまでの「上

下・主従」から「対等・協力」の関係に段階を踏み

ながら移行しています。今後は、「地域主権改革一

括法」の成立を受け、さらに真の分権型社会の実現

に向けた地方の自主性・自立性を高めるための改革

を進める必要があります。

○課税事務の推進

健全財政を維持していくなかで、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。そ

のため、小中学校における租税教室の開催や、各種

税に関するお知らせの定期的な実施とともに、口座

振替の説明・勧奨活動などを行っています。

今後も、口座振替の促進、納税相談の充実、滞納

処分の執行などにより収納率の向上に努めていく

必要があります。

【課題の整理】

①財源不足の解消

②実質公債費比率の低減

③計画的・効果的な施策の推進

④人件費の抑制

⑤公正で適切な課税事務の推進

【施策の展開方針】
○計画的・効率的健全財政推進のまち

・行政改革を進め、計画的で健全な財政運営を

推進します。

・行政組織をスリム化し、人件費の抑制を図り

ます。

・租税への関心を高めるとともに、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。

【市民の声】
・健全財政に向けた対策の成果が何かしら目に

見えるようにしてほしい。

・財政健全化へ向けた長期的な取り組み方法を

聞かせてほしい。

・次の世代の負担増につながるような無理な投

資はしないでほしい。

【施策の内容】
①効率的財政運営推進事業


