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２．質疑応答 



令和３年度予算編成方針について 

 

１．編成方針 

 ＜重点事業＞ 

 【市制施行 15 周年記念事業】 

   黒部市15年の歩みを１つの節目とし、４万１千黒部市民がより一層絆を深め、 

  さらなる飛躍発展を目指す事業等を実施。 

 【東京オリンピック・パラリンピック記念 健康ステップアップ事業】 

   東京オリンピック及びパラリンピックの開催にちなみ、市民の健康やスポーツ、 

  疾病予防等をテーマとした事業等を実施。 

 

 ＜優先課題推進事業＞ 

 【健やか・展やか・朗らか黒部の創造事業】 

   予算の更なる重点化を進めるため、次の重点テーマにより取り組む。 

 重点テーマ キーワード 

1) 健やか黒部 

〈活き活き〉 

◆若者が暮らし、結ばれ、産み育てる豊
かさの向上 

◆人生100年時代の到来を見据えた「生
きがい」づくり 

移住･定住、結婚･子育て支援、
ひとり親家庭、健康寿命、体力
づくり、地域包括ケアシステム、
フレイル対策、地域づくり など 

2) 展やか黒部 
〈湧く湧く〉 

◆黒部に住み、若者と女性が活躍する
地域活力の拡大 

◆コンパクトシティ＋ネットワークの
推進による持続可能な「まち」づくり 

雇用、ＵＩＪターン、地域産業、
起業･事業承継、女性活躍、都市･
居住機能の誘導、地域公共交通、
歩く、公共施設再編 など 

3) 朗らか黒部 
〈晴れ晴れ〉 

◆安全で安心な暮らしの強化 
◆多様な教育機会の充実による「ひと」
づくり 

防災･減災、危機管理、ストック
マネジメント、地域力、地域人
材･地域資源 など 

 【ウィズコロナ・アフターコロナ対策事業】 

   新型コロナウイルス感染症対策に必要な事業や、「新たな日常」の実現のために 

  必要な環境整備等の施策に取り組む。 

 

２．夏期レビュー総括協議結果の反映について 

   ハード事業について、夏期レビュー総括協議で実施を示された事業は、結果を 

  踏まえつつ事業費を十分精査の上、適切に予算要求を行い、それ以外の事業は 

  一般財源ベースで、前年度当初予算額の▲20％内とする。 

  ＜参考＞ 

   ８月 27 日、28 日 夏期レビュー部局ヒアリング 

   10 月５日  夏期レビュー総括協議 

 

３．問い合わせ 

  財政課 財政係（TEL：0765-54-2116） 

資料 ① 



新型コロナウイルス感染症について 

 

 

１．感染状況（11 月 30 日時点） 

   富山県 459 人（うち、黒部市内 ７人） 

 

２．新型コロナウイルス感染症対策 事業報告 

  ①新生児特別定額給付金給付事業   予算額   2,452 万 0 千円 

  ・給付人数（児童数） 139 人 

  ・給付金額  1,390 万 0 千円         ※11 月 30 日時点 

 

  ②子どもインフルエンザ予防接種費助成事業 予算額    257 万 5 千円 

  ・助成件数  124 件 

  ・助成金額  37 万 2 千円          ※10 月 31 日時点 

 

  ③がんばる黒部プレミアム観光クーポン事業 予算額   6,300 万 0 千円 

  ・販売部数  10,000/10,000 部（11 月 11 日完売） 

  ・使用枚数  宿泊券 4,556 枚、乗車券 94 枚、商品券 3,532 枚 

    合計 8,182 枚 

  ・支払済額  1,729 万 4 千円         ※11 月 30 日時点 

 

  ④がんばる黒部応援商品券事業   予算額 1 億 4,641 万 6 千円 

  ・販売部数  16,239/20,000 部 

  ・使用枚数  10 万 8,433 枚 

  ・支払済額  1 億 716 万 5 千円（11/16 までの請求分）※11 月 30 日時点 

 

  ⑤市出身学生等応援給付金   予算額   1,930 万 0 千円 

  ・給付決定件数  75 件（県内 14 件、県外 61 件） 

  ・給付決定金額  1,360 万 0 千円（県内 140 万 0千円、県外 1,220 万 0千円） 

                ※11 月 30 日時点 

資料 ②-１ 



 

新型コロナウイルス感染症の第３波及び 

忘新年会シーズンを迎えて 

 

 

 

１ 市職員向け通知 

 

①  職場等での会食について 
  
   市の職場における忘年会や新年会等の会食は、大人数は控えること 

 

②県外との移動について 
 

   感染者多発地域との往来は、緊要度を考慮し、慎重に判断すること 

 

 

 

２ 市民に対するお願い 
 

① 「新しい生活様式」を徹底し 

感染リスクの高まる「５つの場面」の回避を  

 

② 感染者が多く発生している 

地域との往来は緊要度を考慮して慎重な判断を  

       

③ 感染者やその家族並びに 

医療業務従事者への思いやりをもった対応を  

資料 ②－２ 



黒部市補正予算（案）について（１２月定例会 提出案件） 

 

 

１．一般会計 補正予算額について 

   現在予算額      261 億 1,515 万 3 千円 

   12 月補正予算額       15 億 6,430 万 3 千円 

  （うち、新型コロナウイルス感染症対策費     1,020 万 0 千円） 

   12 月補正後 予算総額     276 億 7,945 万 6 千円 

  （うち、新型コロナウイルス感染症対策費 総額   52 億 1,194 万 8 千円） 

 

 

２．主な事業 

 【新型コロナウイルス感染症対策費】 

  高齢者 PCR 検査助成事業費     403 万 6 千円 

 

 【その他】 

  ①くろべ食のブランディング推進活動支援事業費    30 万 0 千円 

 

  ②朝倉豊次教育希望賞表彰費      15 万 0 千円 

 

  ③（仮称）くろべ市民交流センター整備事業費  13 億 3,564 万 6 千円 

 

  ④（仮称）東布施地区防災コミュニティセンター整備事業費 

         2 億 8,491 万 1 千円 

 

資料 ③ 



（千円）

新型コロナウイルス感染症対策費 5,211,948

１２月議会　提出案件 10,200

高齢者PCR検査助成事業費 4,036

新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 6,164

11月議会　承認分 513

中学校の修学旅行の行程変更に伴う支援金 513

９月議会　成立分 170,077

光ケーブル推進事業費 6,119

指定管理施設支援事業費 15,160

キャッシュレス決済推進事業費 4,499

新生児特別定額給付金給付事業費 24,520

衛生物資備蓄支援事業補助金 19,400

児童福祉施設等感染症対策事業費 3,000

子どもインフルエンザ予防接種費助成事業費 2,575

病院事業感染症対策補助金 24,967

「黒部の魚」活用拡大補助金 1,300

商店街メイクトヤマスタイル支援事業費 2,250

観光施設等感染症対策事業 30,792

下水道事業感染症対策補助金 15,000

小中学校感染症対策事業費 18,217

社会教育施設等感染症対策事業費 1,004

新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1,274

７月議会　成立分 197,547

がんばる黒部プレミアム観光クーポン事業費 63,000

小学校ランチルーム空調整備費 64,122

スタディ・メイト勤務時間延長費 4,106

給食用トレー購入費 3,795

国 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業費 29,975

避難所物資購入費 9,449

社会教育施設等感染症対策事業費 9,064

地域公共交通感染症対策事業費 11,636

一般廃棄物収集運搬事業者感染症対策事業費 2,400

（参考）新型コロナウイルス感染症対策予算一覧表



（千円）

６月議会　成立分 345,421

保育環境整備費 1,000

市立保育所空調設備整備費 4,000

私立保育所保育委託費 979

認可外保育施設運営補助金 601

ＧＩＧＡスクール構想事業費 186,718

学校給食費無償化補助金 94,467

市出身学生等応援給付金事業費 19,300

ひとり親家庭等に対する臨時給付金事業費 1,944

感染症拡大防止協力金事業費 4,800

宇奈月麦酒館運転資金貸付金 30,000

新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1,612

５月議会　成立分 4,488,190

児童福祉施設等感染症対策事業費 10,157

国 子育て世帯への臨時特別給付金事業費 55,523

ひとり親家庭等に対する臨時給付金事業費 5,400

家庭保育支援金事業費 13,846

小中学校感染症対策事業費 4,680

社会教育施設等感染症対策事業費 4,025

感染症対策総務費 14,463

国 特別定額給付金事業費 4,148,802

特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費 616

住居対策等支援事業費 6,630

がんばる黒部応援商品券事業費 146,416

病院事業感染症対策補助金 7,680

流通改善支援事業費 2,984

水産物地方卸売市場衛生管理事業費 200

感染症拡大防止協力金事業費 39,950

中小企業融資保証料助成金 5,000

新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 21,818

資料 ③－１



第 38 回カーター記念黒部名水マラソン エントリー受付開始について 

 

 令和３年５月 23 日（日）に開催を予定している「第 38 回カーター記念黒部名水

マラソン」について、以下のとおりエントリー受付を開始します。 

 

１．内 容 

  ①先行申込受付 

   期 間：令和２年 12 月 13 日（日）から 12 月 27 日（日）まで 

   対象者：第 37 回大会のマラソン、10Km 種目の申込者 

   受付方法：インターネット申込みによる受付 

  ②一般申込受付 

   期 間：令和３年１月 10 日（日）から２月 28 日（日）まで 

   受付方法：インターネット申込み、体育センター窓口による受付 

   ※マラソン及び 10Km は、定員から先行申込受付数を除いた先着順 

 

２．種目、定員、参加料など 

 

 ※申込みの際、参加料の払込みは不要とし、大会開催決定後に事務局より参加料の 

支払方法を案内 

 

３．参加資格 

   外国籍の方を含む日本国内在住の方 

 

４．その他 

   新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催中止となる場合、代替大会 

   として、オンラインマラソンを実施。 

   ※開催可否の最終決定は令和３年３月下旬予定 

 

５．問い合わせ 

  教育委員会 スポーツ課フルマラソン推進班（TEL：0765-57-2307） 

資料 ④ 



生涯学習文化スクエア「ぷらっと」設置について 

 

 中央公民館について、全世代型の生涯学習の拠点としてより多くの市民に利用さ

れる施設を目指すため、生涯学習文化スクエア「ぷらっと」を設置します。 

 

１．考え方 

  【これまで「中央公民館」に求められていた機能】 

  ・公民館の「中央館」として市全域を対象とした社会教育を行う施設 

                ↓ 

  【新たな「生涯学習文化スクエア「ぷらっと」の役割、機能】 

  ・全世代型の生涯学習活動の拠点施設として従来の活動をさらに充実 

  ・貸館利用の促進、市民の文化的水準の向上を図る施設 

 

  ＜具体的な活動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

２．愛称「ぷらっと」について 

  ・全世代型の学びの交流拠点となる「プラットフォーム」として機能してほしい 

   という願いが込められている。 

  ・気兼ねなく「ぷらっと」立ち寄って欲しいという期待がある。 

 

３．スケジュール 

   令和２年 12 月  12 月定例会にて条例の審議 

     ・公民館条例から「中央公民館」を削除 

     ・「黒部市生涯学習文化スクエア」設置条例の制定 

   令和３年１月～３月 周知、ＰＲ 

   令和３年４月  供用開始 

 

４．問い合わせ 

  教育委員会 生涯学習文化課 生涯学習係（TEL：0765-54-2764） 

資料 ⑤ 

 
○市民大学講座、市民カレッジ等の講座 

○各種サークル活動の場 

貸館利用の促進 
 

・物販 
・塾 など 

文化向上を 

図る活動 

社会教育活動の拠点＝中央公民館 

生涯学習活動の拠点＝生涯学習文化スクエア｢ぷらっと｣ 



令和３年賀詞交歓 新年を寿ぐ会について 

 

 令和３年賀詞交歓 新年を寿ぐ会について、以下のとおり開催しますのでお知ら

せします。 

 

１．開催日 

   令和３年１月７日（木) 午後４時３０分から 

 

２．会 場 

   パレス扇寿 

 

３．発起人 

   黒部市長、黒部市議会議長、黒部市自治振興会連絡協議会会長、 

   黒部商工会議所会頭 

 

４．出席者見込 

   約２００～２５０名（招待者の縮小は行わず、例年通りとする） 

 

５．開催方法 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、以下について例年とは 

  異なる形での開催とする。 

   ①飲食の提供はなしとする（ソフトドリンクによる乾杯、手土産用意） 

   ②円卓（テーブル）のみ設置する 

   ③感染対策を徹底したうえで、短時間の開催とする 

 

６．問い合わせ 

   企画情報課 秘書広報係（TEL：0765-54-2111） 

資料 ⑥ 



その他 報告事項 

 

①ご当地ラジオ体操「黒部版ラジオ体操」について 

 10 月 16 日より、かんぽ生命「デジタル巡回ラジオ体操会※（YouTube）」で掲載中の

黒部版ラジオ体操が、11 月 30 日現在で再生回数 4,571 回と、ご当地ラジオ体操（全

41 自治体がエントリー）の中で再生回数がトップになりました。 

 ※デジタル巡回ラジオ体操会とは・・・ 

  今年度、開催予定だった全国巡回ラジオ体操の代替事業。新型コロナウイルス感染症に係る 

  医療従事者及び感染症拡大に関する支援として、１再生につき 10 円、かんぽ生命から日本赤 

  十字社へ寄附されます。 

 ・出演者  KUROBE アクアフェアリーズ、ウォー太郎 

 ・撮影日  ９月 29 日（火） 

 ・場 所  市総合体育センター及び黒部漁港北防波堤灯台 

 

 

②ホストタウン フレーム切手 発売について 

 東京オリンピックのインドのホストタウンに登録されたことを記念して、日本郵便

株式会社より、「インド×黒部市ホストタウンフレーム切手」が発売されます。 

 ・販売開始日 12 月１日（火）から 

 ・販売部数  500 シート（84 円切手 10 枚） 

 ・主な販売郵便局 黒部市内の郵便局の他、県内の呉東（富山市は一部）郵便局、 

東京中央局、大手町局など（45 局） 

   ※12 月５日より日本郵便株式会社 WEB サイトでも販売 

 

 

③抒情歌「ふるさと」４題目【黒部版】歌詞の応募状況について 

 「ふるさと黒部 つむぐプロジェクト」の主事業である当事業について、応募状況と

今後のスケジュールをお知らせします。 

 ・応募期間  ８月１日（土）～11 月 30 日（月） 

 ・応募数  ４８４件（11 月 30 日時点 ※速報値） 

 ・今後のスケジュール 

 令和２年 12 月 23 日（水） 最終選考 

 令和３年１月 31 日（日） 生涯学習フェスティバルにて発表、合唱予定 

 

資料 ⑦ 

【ＱＲコード】 



黒部市長が選ぶ今年の黒部市１０大ニュース 

 

 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策に創意工夫 

 

２．新旧庁舎見学会（旧庁舎の解体） 

 

３．富山県北方領土史料室の開設 

 

４．新設２中学校（清明、明峰）開校（４中学校を統合） 

 

５．黒部名水マラソンが初の中止 

 

６．宮城県大崎市との「災害時等における相互応援に関する協定書」締結 

 

７．道の駅「ＫＯＫＯくろべ」名称の決定 

 

８．黒部シアター２０２０の開催 

 

９．ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが地元で初勝利 

 

１０．黒部市民体育大会 全競技の中止 

資料 ⑧ 


