
黒 部 市 長 記 者 会 見 

 

日時 令和２年６月５日（金）  

午後１時 15分       

場所 黒部市役所３階 301会議室 

 

 

１．トピックス 

 

 （１）新型コロナウイルス感染症対策について・・・・・・・・ 資 料 ①  

 

 

 

 （２）６月補正予算案について・・・・・・・・・・・・・・・ 資 料 ②  

 

 

 

 （３）その他 

  ・「道の駅」（仮称）くろべ 名称募集について・・・・・・・ 資 料 ③  

 

  ・「ふるさと黒部 つむぐプロジェクト」始動について・・・  資 料 ④  

 

  ・ブラジル日本都道府県人会連合会 市川新会長について・・ 資 料 ⑤  

 

  ・第 37回カーター記念黒部名水マラソン開催中止について 

 

 

 

２．質疑応答 



新型コロナウイルス感染症対策について 

 

１．感染状況（６月４日時点） 

  富山県 227人 死亡者 22人  ※17日連続 新規感染者 0人 

 

２．本市における対応等 

 【市長から市民へのメッセージ】 

  ５月 14日に県と県内 15市町村における「新型コロナウイルス感染症拡大防止に 

  関する共同宣言」を受け、５月 15日に第３弾を発表。 

 

 【５月補正予算（５月 15日成立）】 

  新型コロナウイルス感染症対策費 一般会計補正額 44億 8,819万 0千円 

   ・特別定額給付金事業    41億 4,880万 2千円 

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

   ・感染症拡大防止協力金事業     3,995万 0千円 資料①－２ 

 

 【第 13回黒部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議】 

  ５月 28日に開催、県ロードマップにおけるステージ１移行後の本市の 

  対応（６月１日以降）について決定。 

   ・市内公共施設について 

    →施設改修中の施設を除き、フルオープン 

   ・イベント、会議等について 

    →既に中止を決定したものを除き、予防対策を十分に講じた上で、 

     予定どおり実施 

   ・職員の県外出張について 

    →５月 31日まで原則中止としていた期間を６月 18日まで延長 

 

 【その他】 

   ・市内小中学校の再開    → ６月１日から通常登校 

   ・中学校部活動     → ６月１日から再開 

   ・スポーツ少年団活動    → ５月 30日から再開 

   ・放課後児童クラブ     → ６月１日より通常運用 

   ・保育所、こども園、幼稚園 → ５月 21日より通常運用 

   ・職員の時差出勤      → ６月１日より通常体制 

資料 ① 



 

黒部プレミアム商品券「がんばる黒部応援券」購入の応募期限延長について 

 

 

黒部市プレミアム商品券「がんばる黒部応援券」を購入するために必要な「引換券」

の応募期限を６月 10日（水）まで延長する。 

 

１．応募期限  

  ６月５日（金） ⇒ ６月 10日（水） 当日消印有効 

  ※応募は 5/23（土）より開始 

 

２．商品券取扱店の登録数 

  約 250店舗等（市ホームページに掲載） 

 

３．その他 

【応募方法】 

  ・「引換券」申込書に必要事項を記入の上、市役所宛てに郵送、ＦＡＸ、 

   または直接提出（宇奈月市民サービスセンターでも受付可） 

   ※土・日は市役所宿直室に設置する専用の応募箱に投函 

  ・市ホームページから電子申請による申し込み 

 

【引換券の発送】 

  令和２年６月 15日～ 

 

【商品券の販売】 

  令和２年６月 20日～（販売場所等は引換券にてお知らせ） 

 

 【商品券の概要】 

  ・販売冊数 20,000冊（市民１人につき２冊まで購入できる） 

  ・1冊 7,000円分の商品券（1,000円×7枚）を 5,000円で購入できる 

    共通券（取扱店全店で使用できる券）２枚 

    専用券（大型店では使用できない券）５枚 

  ・使用期間 令和２年６月 20日（土）～11月 1日（日） 

 

資料 ①－１ 

プレミアム率 40％ 



 

黒部市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請期限延長について 

 

 

 食事提供施設の営業時間短縮の協力要請にかかる「黒部市新型コロナウイルス感染

症拡大防止協力金」の申請期限を６月 17日（水）まで延長する。 

 

１．申請期限 

  ６月５日（金） ⇒ ６月 17日（水） 

 

２．延長理由 

   市の協力金の支給要件は、県の協力金を受給していることとされている。 

   県の協力金の申請期限が再延長（6/10まで）されたことにより、市の申請期限 

  も延長する。 

 

３．その他 

【黒部市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】 

   4/23（少なくとも 4/24）から 5/6までのすべての期間において、富山県からの 

営業時間短縮の協力要請に全面的に協力した食事提供施設を経営する個人事業主 

を対象に、県の協力金に上乗せして市からも協力金を支給。 

 

＜支給額＞ 

個人事業主 1人あたり 10万円 

資料 ①－２ 



黒部市補正予算（案）について（６月定例会 提出案件） 

 

１．６月補正予算の規模 

  一般会計補正予算額    5億 2,919万 2千円 

  うち、新型コロナウイルス感染症対策費  3億 4,542万 1千円 

 

２．主な事業 

 【新型コロナウイルス感染症対策費 3億 4,542万 1千円】 

  ①GIGAスクール構想事業費    1億 8,671万 8千円 

   「GIGAスクール構想」を加速するため、国の補正予算を活用し、市内全小中学生分の 

   パソコンの購入、及び貸与用の持ち運び可能な家庭用通信機器を購入 

  ②市出身学生等応援給付金事業      1,930万 0千円 

   「学びの継続」のため、国が実施する学生支援緊急給付金に、市独自事業として 

    県外学生に 20万円、県内学生に 10万円を上乗せ給付 

  ③学校給食費無償化補助金      9,446万 7千円 

   子育て世帯の経済的負担の軽減等のため、市内小中学生の給食費を７月から 

   12月までの６か月間、無償化 

  ④感染症拡大防止協力金事業費（上乗せ）     480万 0千円 

   県の緊急事態措置終了後（５月 14日）においても、引き続き休業要請対象と 

   なっていた個人事業主に、市独自事業として 10万円を上乗せ支給 

  ⑤お米券配布事業費        194万 4千円 

   ひとり親家庭等に対する支援として、県と共同でお米券を配布 

  ⑥保育環境整備費         100万 0千円 

   ももいろクローバーZさんからの寄付金（100万円）を活用し、保育環境整備として 

   ワイヤレスポータブル拡声器や紙芝居、幼児教育向け ももクロ DVDを配置 

  ⑦新型コロナウイルス感染症対策基金積立金     161万 2千円 

   議員報酬の減額分を基金へ積み立て 

                                   など 

 

 【その他 1億 8,377 万 1千円】 

  ①市民交流センター整備事業費    1億 6,148万 9千円 

   旧市庁舎の解体にかかる調査費、解体工事費等 

  ②黒部の名水ブランド化支援補助金       50万 0千円 

   黒部の名水 PRのため、民間事業者が黒部で採水・製品化した水を 

   モンドセレクションへ出品する際の経費の一部を支援 

                                   など 

資料 ② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募締切 令和２年６月 30 日（火）必着 

富山県黒部市に令和４年春オープン予定 

【応募先・お問い合わせ】 

黒部市都市建設部道路河川課 道の駅推進班 

〒938-8555 富山県黒部市三日市 1301 番地  

TEL：0765-54-2644（直通）/ FAX：0765-57-2502 

E-mail:dourokasen@city.kurobe.lg.jp 

～「黒部の恵み」と「ひと」が寄りそう「コミュニケーションプレイス」～

    。 

 ３万円 

 

 

 

賞金

さらに 

 

市民や来訪の皆様に末永く愛される 「道の駅」の名称を募集します。 

・名称にはひらがなで「くろべ」を入れてください。（例）「〇〇〇くろべ」、「くろべ〇〇〇」 

・どなたでも応募できます。 

 

 

道の駅 

「道の駅」（仮称）くろべは 

〇癒しと快適な休憩の場を提供します。 

〇地域振興に貢献する交流拠点を目指します。 

地元生産物等の販売や飲食を通じて生産者と消費者を 

つなぎ、地産地消の促進と地域ブランドの確立を図ります。 

〇災害時の避難支援活動の拠点を目指します。 

を 

 

至 魚津市 



「道の駅」（仮称）くろべ名称応募用紙 

道の駅名称 

 

 

 

※漢字にはふりがなを付けてください。 

名称の理由等 

 

ふりがな 

氏 名 

 

 

 

性 別 男 ・ 女 年 齢  歳 

連絡先 

住 所 
〒 

 

電 話 
 

※日中、連絡のつきやすい番号をご記入ください。 

E - m a i l  

 

黒部市道の駅名称募集要領 

応募締切 令和２年６月 30日（火）【必着】 

応募資格 
年齢、居住地を問わず、どなたでも応募できます。 

※1人複数の応募可 

名称の条件 
名称に必ずひらがなで「くろべ」を入れてください。 

（例）「〇〇〇くろべ」、「くろべ〇〇〇」 

応募方法 

応募用紙等（様式は問いません。）に①道の駅名称、理由 ②氏名 ③年

齢 ④性別 ⑤住所 ⑥電話番号を記入のうえ、郵送、電子メールまたは

持参のいずれかで応募してください。 

留意事項 

①応募作品（名称）は応募者自らが考案した未発表のものに限り、他の道

の駅の名称や、著作権、商標権などを侵害していないものとします。 

②採用された作品（名称）の著作権その他一切の権利 

は黒部市に帰属するものとします。 

③個人情報については、本公募に関する用途に限って使用します。 

④応募内容に不備のあるものは無効とします。 

選考・賞 

発表等 

・黒部市役所内で審査のうえ、採用作品１点を決定し、採用者には 

賞金３万円（高校生以下は３万円分の図書カード）を進呈します。 

※採用作品の応募が複数の場合は抽選のうえ決定します。 

・採用作品の発表は、黒部市ホームページ等に掲載します。 

 



「ふるさと黒部 つむぐプロジェクト」始動について 

（北陸新幹線開業５周年記念事業） 

 

１．趣旨 

   人と人とのつながりの希薄化や高齢者等の社会的孤立、そしてコミュニティの 

  分断が問題視される中、地方創世を推進する企画 

 

  ６月２日（火） 「ふるさと黒部 つむぐプロジェクト」実行委員会 発足 

           会長：松野 健作 氏（中央公民館運営審議会委員長） 

 

２．今後の取り組みなど 

 ＜主事業＞ 

  【抒情歌「ふるさと」４題目創作プロジェクト】 

   「ふるさと」４題目の歌詞を、市内外に住む黒部ゆかりの方々が創作された 

   ものを募集する。 

   今後、実行委員会内で募集方法等詳細の検討を進める。 

   応募作を審査し、入賞作を生涯学習フェスティバルで表彰する予定。 

 

 ＜主事業を牽引する機運醸成事業＞ 

   開催中  

  【ふるさと黒部 つむぐ展 2020パート１】 

  自然・文化 

  期間：６月３日（水）から６月 29日（月）まで ※火曜定休日 

  場所：海辺のギャラリーカフェ＆美味しい魚販売所 北洋の館 

  企画：黒部の自然や元気を伝える写真展や、ふるさと黒部を詠んだ短歌作品展 

 

   検討中の主な企画  

  【デジタルアーカイブ事業】 

 過去、現在、未来へと遺すべき、ふるさとの情景や伝統芸能等の無形文化財等

をデジタル化し、ネット上に保存することで世界中からアクセス可能な環境構築

を目指す。今後は、郷土学習への活用や地元企業等が広く共同利用できるようつ

とめ、おのずと黒部のＰＲが進む仕掛けづくりの検討を進める。 

 

資料 ④ 



富山県黒部市出身の大野県議　伯国同県民との触れ
合いに感動

2015年10月14日 -関連ニュース

【既報関連】富山県人会創立55周年記念式典慶祝団の一員として、大野久芳県議会
議員も来伯していた。

大野県議は富山県黒部市出身。同市は10年前に旧宇奈月町を吸収合併し、現在の黒
部市が成立した。

その合併10周年記念と、合併以来分かれていた市庁舎を新たに建設した新庁舎設立
記念を兼ねたイベントが、同市で10日と11日に開催される予定となっている。しか
し、訪伯時期と重なっているため大野県議は参加できない。

「地元出身の県議会議員が祝賀イベントに参加しないなんて、あり得ない。もう新
庁舎には入れないな」と黒部市長から出発前に脅されたという。「もちろん市長も
冗談で言ってるんですよ。事情は知ってますから」と大野県議は前置きした上で、
「２年前に（ブラジル富山県人会の）市川会長が県議会議長を訪問した時、議長が
不在だったため当時副議会議長だった私が対応した。そういう布石もあったので来
伯したいとは思っていた」と語る。「それに市川会長の家族は宇奈月町出身。そし
て前田進副会長は黒部市出身。不思議な偶然もあったので訪伯を決心した」とい
う。
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