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第１章 はじめに 
 
 

１－１ 計画策定の目的 

わが国では本格的な成熟社会の到来を目前にして、地域の経済的・文化的活力を保持し
ていくため「交流人口」の拡大が課題となっているなか、雇用力の大きさ、関連波及領域
の広さ、今後の成長性などから、観光は「２１世紀の基幹産業」と受け止められ、地域振
興の新たな牽引力として、いま全国的に注目を集めている。 
しかも従来の使い捨て文化の反省から生まれた「ロハス（Ｌifestyle Ｏf Ｈealth Ａnd 
Ｓustainability：人の健康や地球環境を強く意識した暮らし方）」への関心の高まりとも併
せて、観光のニーズや行動が大きく変化しつつある一方、交通・通信革命などによって観
光流動についても今後大きく様変わりすることが予想される。 
さらに海外との関係では、わが国はアウトバウンド（海外への旅行客）に比べて、イン
バウンド（訪日外国人観光客）が著しく少ないため、2010年までに外国人観光客を倍増す
る「ビジット・ジャパン・キャンペーン」が国により、強力に取り組まれている。 
旧宇奈月町と旧黒部市には秘境黒部峡谷、トロッコ電車、宇奈月温泉、黒部川扇状地湧
水群などの資源があり、全国的にも著名な観光地としてこれまで歩んできたが、観光ニー
ズの変化などに対応できず、観光客の入り込みが停滞している実態もある。しかし、観光
振興の新しい取り組みも始まっており、新黒部市誕生（平成 18年３月 31日）により、市
域の観光資源の幅と奥行きが広がったことは、有利な条件であり、また平成 26 年に予定
されている新幹線駅の開業を観光振興に生かすことも重要な課題といえる。 
本計画はこうした背景・課題を踏まえて、黒部市の新たな観光振興を図るための基本戦
略と実践戦術を明らかにするため策定するものである。 
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１－２ 計画策定の意義 

本観光振興計画は新市誕生を契機に、行政・民間・市民等が連携して、観光振興を計画
的効率的に進めるため指針を示したもので、次のような効果が期待される。 
 
（１）個性化を通じた地域の活性化 

成長社会から成熟社会への歴史的な移行期を迎えて、活力溢れる地域を実現していくた
め「交流人口」拡大の取り組みが全国各地で進められている。交流人口の拡大を図るため
には、地域の将来像を明確にして、施策を重点的に推進していくことが決め手となる。観
光振興計画により新市の個性化が促され、地域の活性化に貢献することが期待される。 
 
（２）全市的な一体化の推進 

しかし平成 18 年３月末の合併以降日が浅いため、新市の一体性を高めていくことが急
務となっている。観光振興計画の策定を通じて、市外からの観光客・来訪者の視点で市域
をくまなく把握・点検することにより、新市の一体化の促進につながることが期待される。 
 
（３）市民の愛着・誇りの醸成 
観光客・来訪者が増加すれば、地域の経済的・文化的活性化につながるだけでなく、市
民の意識が高まるという効果も指摘されている。本計画によって多くの市外からの客に本
市のよさを実感してもらうことにより、市民がすばらしさに気づいて地域への愛着や誇り
などを高めていくきっかけになることが期待される。 
 
（４）対外的ネットワークづくりの促進 
観光振興計画は「人・モノ・情報交流の指針」として、本市と他地域との交流連携を誘
導するという性格を持つ。このため計画策定を通じて、対外的な関係づくりが計画的効果
的に進むことが期待される。 
 

（５）多分野にわたる合意形成と連携 
観光事業は影響範囲が広く、産業だけでなく多くの分野の協力があって初めて成り立つ
ものである。従って観光振興計画の策定を通して、行政・民間・市民など関連する多くの
分野で合意形成が進むとともに、緊密な協働・連携体制が確立することが期待される。 
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１－３ 計画策定の留意点 

上記のような認識を踏まえ、観光振興計画の策定に当たっては、以下の点に留意する。 
 
（１）将来像（戦略）と観光振興の意義の明確化 
立地条件や観光資源など本市の特性を十分踏まえながら、長期的広域的視点に立って本
市観光の進むべき将来像（戦略）とともに観光振興の意義を明確にする。 
観光振興の効果は、通常「観光産業」と呼ばれる一部の産業にとどまらず、多くの産業
分野に及ぶとともに、文化の向上や市民の誇りの醸成などにも寄与し、都市の「個性化」
「魅力づくり」の決定的な牽引力ともなる。そうした意味で、観光は「都市の未来戦略」
そのものと言っても過言ではない。 
 

（２）将来を先取りした計画 
観光行動の変容や観光流動の変動などの影響を予想し、将来を先取りした計画とする。 
観光行動は今後「環境保全」、「健康・回復」、「ライフスタイル」、「生涯学習」などの側
面を強めながら、ますます多様化・深化していくと考えられる。一方、高齢化に伴う交通
手段の転換、北陸新幹線・東海北陸道の開通や通信革命などにより、観光流動の変動（広
域化など）も同時に進行すると想定される。このような観光行動と観光流動の変化をしっ
かり見据えて、将来指針を定めることに留意する。 
 
（３）計画の効率性・実効性を確保 

今後重点的に働きかけるマーケット（地域）とターゲット（客層等）を明確にするとと
もに、明確な到達目標を設定することにより、計画の効率性・実効性を確保する。 
目の肥えた旅行者（団塊の世代等）の増大、団体から小グループ化などに伴って、個々
の旅行者のニーズに合わせたきめ細かな対応が今後ますます求められると予想される。こ
のため、本市観光の主要な対象者を明確にしたうえで、それぞれの層にふさわしい情報や
サービスの提供方法・内容を明らかにする。これにより、計画の実効性や顧客満足度が高
まることが期待される。また、到達目標を数量的に設定し、進行管理を通じて目標達成を
図る。 
 

（４）連携促進策の追求 
観光誘客の効果が多くの分野や地域に波及するよう、各種資源・分野の連携促進策を追
求する。 
観光はさまざまな分野・地域に波及効果をもたらす潜在力を有している。従って地域振
興の観点からその可能性を引き出し、広げるため、行政・民間・市民をはじめ多様な連携
の方法を追求することとする。 
 
（５）重点プロジェクトの抽出 
観光振興のための総合施策のうち、緊急性や波及性の特に高いものを「重点プロジェク
ト」として抽出し、具体的な展開方法を明らかにする。 
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１－４ 計画の期間 

本計画は平成 19年から新幹線が開業する平成 26年度までの８年間の計画とし、期間を
次のように区分する。 
 
（１）短期 

平成 20 年度までの２カ年を、さまざまな旅行商品や体験プログラムの開発や推進体制
の整備などを重点的に行う時期とする。 
 

（２）中期 
平成 21～22 年の２カ年を、新幹線駅舎や駅周辺整備が行われる時期とする。二次交通
の整備や広域観光ルートの開発を重点とする。 
 
（３）長期 
平成 23～26 年の４カ年を、新幹線開業に向けて、観光振興施策を総合的に展開する時
期とする。 
 



第２章 黒部市の現況と特性 
 
 

２－１ 広域的位置 

（１）大都市からの距離 
１）直線距離 
本市は直線距離で、東京から約 250km、大阪から約 290km、名古屋から約 200km の
場所に位置している。 
 

図２－１－１ 大都市圏との距離 

 
２）鉄道 
鉄道では、東京からは 369.4km（ほくほく線経由）で、「はくたか」と上越新幹線でほ
ぼ３時間 10分、大阪からは 358.8kmで、「サンダーバード」を富山で普通電車に乗り継
いで４時間～４時間半、名古屋からは 347.7km（米原経由）で、東海道新幹線を米原で「し
らさぎ」に乗り継ぎ富山から普通電車で４時間前後の時間距離にある。 

 
３）高速道路 
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高速道路では黒部ＩＣまで、関越・北陸自動車道経由で東京練馬ＩＣから 394.0km、吹
田ＩＣからは名神高速道路・北陸自動車道経由で 382.2km、名神高速道路一宮ジャンクシ
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ョンから 254.9km（東海北陸・北陸自動車道経由）となっている。なお、東海北陸自動車
道の飛騨清見ジャンクション～白川郷ＩＣ間 25kmは現在建設中で、平成 19年度の完成
が予定されている。 
 

表２－１－１ ３大都市から黒部市への距離 
 

鉄道 高速道路 大都市 直線距離 
距離 所要時間 起点 距離 経由 

東 京 約 250km 369.4km ３時間 10分程 練馬ＩＣ 394.0km 関越道 
大 阪 約 290km 358.8km ４～4.5時間 吹田ＩＣ 382.2km 米原ＪＣＴ
名古屋 約 200km 347.7km ４時間前後 一宮ＪＣＴ 254.9km 東海北陸道

（列車時刻表などより作成） 
 
（２）大都市との交通 

次に本市と大都市とを結ぶ公共交通を見てみよう。 
 
１）東京 

東京へは、ほくほく線から上越新幹線に連絡するＪＲの「はくたか」が日に上下 12 本
運行し、３時間あまりで東京と結んでいる。しかし黒部駅に停車するのはこのうち４本（上
下とも）だけで、魚津や糸魚川で乗り換える不便がある。 
また、富山駅前～東京池袋間を結ぶ上下３便（朝・午後・夜）のハイウェイバスが黒部
ＩＣのバス停に立ち寄る。これを利用すれば６時間あまりで東京と行き来ができる。 
なお、平成 26 年までには北陸新幹線の長野～金沢間が開業する。本市域内に設置され
る新幹線駅から東京までは２時間ほど（富山県交通政策研究グループの提案ダイヤによる
と２時間 10分台）となり、１時間近く時間短縮が図られる。 

 
２）京都・大阪 
京都・大阪とを結ぶのは、ＪＲの特急「サンダーバード」とハイウェイバスである。サ
ンダーバードは日に上下 15 本が運行しているが、魚津発着の１便を除いて全て富山駅発
着のため黒部駅から直接利用することは出来ない。普通列車などでいったん富山駅（また
は魚津駅）まで出る必要がある。 
ハイウェイバスはＪＲバスが２往復、富山地鉄等が２往復運行しているが、いずれも富
山駅前発着となっている。 

 
３）名古屋 

名古屋との間には、ＪＲの特急「しらさぎ」７便とハイウェイバス（富山地鉄等）２便
があるが、平日朝に黒部駅から乗車できる１本（しらさぎ４号）以外は全て富山駅および
富山駅前からの便であり、いったん富山駅に出てから利用するしかない。 
なお、高山本線を経由して富山と名古屋を結ぶ特急「ワイドビューひだ」は、水害で坂
上～猪谷間が不通のため現在運行を休止している。 
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４）空路 
富山空港からは、国内３都市、国外４都市との間で空路が開設されている。なお、空港
へは、富山駅（駅の北と南から２系統、富山地鉄バス）、高岡駅前（加越能鉄道）、福野・
砺波（加越能鉄道）から連絡バスが出ているが、県東部からの便はない。 
 

表２－１－２ 富山空港からの空路（18年９月現在） 
 

区分 都市 便数 
東京 日６便
札幌 日１便国内
福岡 日１便
ウラジオストク 週３便
ソウル 週５便
大連 週４便

国外

上海 週３便
（富山空港ホームページより） 

 
（３）富山市との交通 
本市と富山市との間の公共交通は、ＪＲと富山地方鉄道の２本の鉄道である。 
 
１）ＪＲ 
黒部駅～富山駅間（31.8km）で普通列車は下り 31本、上り 32本と頻繁に運行され、
約 30分間で両駅を結んでいる。 
 
２）富山地方鉄道 

電鉄富山から上市、魚津を経て宇奈月温泉に至る富山地方鉄道本線が、本市と富山市を
結ぶもう一つの幹線である。電鉄富山～電鉄黒部間の運行本数（季節運行の特急を除く）
等は、表２－１－３の通りである。 

 
表２－１－３ 電鉄富山～電鉄黒部間の運行本数等 

 
便数 種別 

下り 上り 
所要時間 

合計 26 25  
特急 2 1 約 45分 
急行 3 2 約 50分 
快急 － 3 約 50分 
普通 21 19 約 60分 

（地鉄電車時刻表より） 
 
なお、地鉄電車本線については、新幹線開業に伴う在来線の経営分離によって魚津～滑
川の区間は会社線２本が距離をおかずに並行して走る形となるため、その扱いが課題とな
っている。



２－２ 黒部市の概況 

（１）沿革 

市内には、前沢遺跡、田家遺跡、内山遺跡、桃原遺跡などがあり、縄文時代中・後期か
ら人々がこの地で生活していたことが判る。 
江戸時代に、旧北陸街道の下街道と上街道の分岐点・三日市、そして上街道の浦山は宿
駅に定められ、1662年には愛本刎橋の架橋もあって、交通の要所として栄える一方、加賀
藩による大規模な治水や新田開発（十二貫野用水等）により豊かな農村として歩んできた。 
黒部峡谷は電源開発に伴って、大正 12年に温泉が開かれ、湯治客で賑わった。昭和 29
年、桜井町と生地町が合併して黒部市に、また内山村、愛本村、東山村の３村が合併して
宇奈月町が誕生した。 
そして、平成 18年３月 31日、黒部市と宇奈月町とが合併して、新たな黒部市がスター
トした。 
 
（２）地形・土地利用 

市域は東西約 27km、南北約 35kmと細長く、北西から南東にかけて広がっている。面
積は 427.96ｋ㎡で、県土の約 10％を占め、北は入善町・朝日町、東は長野県白馬村・大
町市、南は立山町・魚津市と接し、西は富山湾に面している。 
最高地点の鑓ヶ岳（ﾔﾘｶﾞﾀﾞｹ、2903ｍ）から富山湾まで、高低差は約 3000ｍに及ぶ。 
本市は、黒部峡谷と臨海性扇状地からなるが、こうした地形を作り出したのは富山・長
野県境の鷲羽岳（2924ｍ）を源流とし富山湾に注ぐ黒部川である。 
黒部川の延長は 85kmであるが、うち 45km 
は本市域内を流れている。流れ下ってきた急流   図２－２－１ 黒部川流域図 
は愛本で峡谷から解き放たれ、ここを扇頂とす
る大扇状地を形作る。全国的に有名な「黒部扇
状地」である。 
水量が豊富で勾配の急峻な黒部峡谷は日本有
数の水力発電エリアとして、ダムや発電所が集
積し、またその峡谷美が味わえる峡谷鉄道（ト
ロッコ）には、全国から多くの観光客が訪れて
いる。峡谷に開けた宇奈月温泉は泉質と自然に
恵まれた温泉地として、やはり遠方からも客を
集めている。 

 8

一方、黒部扇状地は、水稲を中心とした農業
が行われ、田圃の中に家屋敷が点在する散居の
景観を見せている。扇状地を横切るようにＪＲ
北陸本線、北陸自動車道路、国道８号などの国
土幹線が通り、沿線には市街地や大規模工場が
展開している。扇状地が海に接する扇端部では
清冽な地下水が湧き出し、漁村集落などと独特



の雰囲気を醸している。 
 
（３）人口・世帯数 

国勢調査から人口・世帯数の推移を見ると、図２－２－２、表２－２－１の通りで、世
帯数は増加しているが、人口は横這い・衰退状態であり、旧宇奈月町で顕著であることが
判る。旧宇奈月町で最も人口が多かったのは昭和 40 年だが、これは電源開発の建設関係
者によると考えられる。 
 

図２－２－２ 人口・世帯数の推移 
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（国勢調査） 
表２－２－１ 人口・世帯数の推移 

 
世帯数 人 口 年 

黒部市 宇奈月町 合計 黒部市 宇奈月町 合計 
昭和 30 6,119 1,824 7,943 31,216 9,480 40,696

40 7,180 2,037 9,217 32,821 10,198 43,019
50 8,307 2,092 10,399 34,451 7,887 42,338
60 9,810 2,389 12,199 36,135 7,453 43,588

平成２ 10,152 2,373 12,525 36,493 7,261 43,754
７ 10,688 2,363 13,051 36,414 7,025 43,439
12 11,490 2,292 13,782 36,531 6,553 43,084

（国勢調査） 
 
市内に在住する外国人は、平成６年から 16年の 10年間で 1.6倍になっている。国籍別
には、ブラジルが最も多く、中国と続いている。 
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表２－２－２ 国籍別在住外国人数 
 

黒部市 宇奈月町 合計 国籍 
Ｈ６ Ｈ16 Ｈ６ Ｈ16 Ｈ６ Ｈ16 

総    数 182 369 91 57 273 426 
ブラジル 56 139 72 35 128 174 
中国 15 121 1 12 16 133 
フィリピン 22 55 10 7 32 62 
韓国・朝鮮 36 31 7 2 43 33 
インドネシア 43 7 43 7 
米国 7 5 1 1 8 6 
その他 3 11 3 11 

（外国人登録人口） 
 
（４）産業 
平成２年と 12 年の産業別就業者数を示したのが、表２－２－３である。就業者数は黒
部市では微増しているが、宇奈月町で 700人近くが減少したため、全体で 600人以上の減 

 
表２－２－３ 産業別就業者数の推移 

 
人 ％ 人 ％ 人 ％
1,594 7.9 423 9.6 2,035 8.2
1,043 5.2 162 4.3 1,215 5.0
1,428 7.1 419 9.5 1,864 7.5

961 4.8 157 4.2 1,127 4.7
3 0.0 2 0.0 5 0.0
3 0.0 4 0.1 7 0.0

163 0.8 2 0.0 166 0.7
79 0.4 1 0.0 80 0.3

10,027 49.8 1,389 31.5 11,497 46.5
9,740 48.2 1,251 33.4 11,073 45.8

41 0.2 10 0.2 51 0.2
51 0.3 8 0.1 59 0.2

2,184 10.9 576 13.1 2,784 11.3
2,334 11.5 491 13.1 2,850 11.8
7,802 38.8 803 18.2 8,662 35.0
7,355 36.4 752 20.1 8,164 33.8
8,493 42.2 2,594 58.9 11,188 45.2
9,433 46.6 2,327 62.2 11,869 49.1
2,987 14.8 499 11.3 3,512 14.2
3,345 16.5 477 12.8 3,851 15.9

364 1.8 38 0.9 405 1.6
331 1.6 38 1.0 372 1.5
36 0.2 6 0.1 42 0.2
41 0.2 5 0.1 46 0.2

787 3.9 309 7.0 1,107 4.5
777 3.8 223 6.0 1,010 4.2
89 0.4 167 3.8 260 1.1
94 0.5 112 3.0 210 0.9

3,802 18.9 1,426 32.4 5,279 21.3
4,376 21.6 1,342 35.9 5,776 23.9

428 2.1 149 3.4 583 2.4
469 2.3 130 3.5 605 2.5

9 0.0 1 0.0 10 0.0
7 0.0 7 0.0

20,123 100.0 4,407 100.0 24,730 100.0
20,223 100.0 3,740 100.0 24,163 100.0

不動産業

運輸・通信業

合　　計

電気・ガス・水
道・熱供給業

サービス業

公務

その他

製造業

第３次産業

卸売・小売業

金融・保険業

漁業・水産養殖業

第２次産業

鉱業

建設業

第１次産業

産　　　業

農業

林業・狩猟業

＊上段は平成２年、下段は平成12年　　　　　　　　　　　　　　（国勢調査）

黒部市 宇奈月町 合計
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となっている。第１次産業はいずれでも減少しているが、黒部市の漁業、宇奈月町の農業
は就業者が半分以下に激減している。黒部市では第２次産業はかつて半数を占めていたが
微減し、変わって第３次産業（特にサービス業）が伸びたため、両者は拮抗するまでに至
っている。一方、宇奈月町では第２次産業、第３次産業とも全ての産業で（最大の規模を
擁するサービス業でも）従業員の減少が生じており、産業・雇用状況が深刻であることを
示唆している。 
平成 12年の通勤状況を見ると、黒部市は 3,000人以上の流入超過、宇奈月町は約 300
人の流出超過となっている。黒部市は魚津市との、宇奈月町は黒部市との間で通勤流動が
大きいことがわかる。 
 

表２－２－４ 通勤流動の状況（平成12年） 
 

流出 流入  常住者数 
従業者数 市町村名 人 ％ 市町村名 人 ％ 

魚津市 2,486 12.3 魚津市 2,926 12.5
富山市 1,088 5.4 入善町 2,803 12.0
入善町 1,043 5.2 朝日町 986 4.2
滑川市 490 2.4 宇奈月町 796 3.4
宇奈月町 470 2.3 滑川市 676 2.9
その他 454 2.2 その他 1,025 4.4

黒
部
市 

20,223 
23,404 

計 6,031 29.8 計 9,212 39.4
黒部市 796 21.3 黒部市 470 15.0
魚津市 283 7.6 入善町 285 9.1
入善町 219 5.9 朝日町 192 6.1
富山市 155 4.1 魚津市 143 4.6
朝日町 59 1.6 富山市 75 2.4
その他 120 3.2 その他 161 5.1

宇
奈
月
町 

3,740 
3,434 

計 1,632 43.6 計 1,326 42.3
（国勢調査） 

 
事業所統計調査によって、平成３年から 13年の 10年間の事業所数と従業者数の変化を
産業大分類別に示した。 
黒部市では事業所・従業者とも微減であるのに対し、宇奈月町では全ての産業で従業者
数が減少し、全体では１割以上の減となっている。黒部市では他産業の減少分をサービス
業がカバーしているのに対して、町最大の規模を誇るサービス業で後退が生じている点は
重要であるといわざるを得ない。 



表２－２－５ 産業大分類別事業所数・従業者数の推移 

 
 

事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
2,068 22,150 430 3,910 2,498 26,060
1,919 21,930 384 3,427 2,303 25,357

11 144 4 14 15 158
11 100 3 12 14 112

2 49 2 49
4 72 4 72

254 2,230 69 730 323 2,960
233 2,167 58 519 291 2,686
205 10,823 15 288 220 11,111
195 9,725 13 137 208 9,862
959 3,534 140 491 1,099 4,025
801 3,853 125 478 926 4,331

24 371 2 26 26 397
23 276 3 22 26 298
21 46 7 8 28 54
26 46 3 6 29 52
48 1,014 19 349 67 1,363
53 891 15 438 68 1,329

2 13 12 234 14 247
2 11 8 181 10 192

525 3,657 153 1,634 678 5,291
554 4,517 149 1,511 703 6,028

17 269 9 136 26 405
17 272 7 121 24 393

　＊上段は平成３年、下段は平成13年　　　　　　　　（事業所統計調査）

電気・ガス・水道業

サービス業

公務

産業大分類

卸・小売業

金融保険業

不動産業

運輸・通信業

農林漁業

鉱業

建設業

製造業

黒部市 宇奈月町 合計

総　　数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）交通 
 
１）交通網 

本市の幹線交通は、扇頂部を中心とする同心円状に、下流部からＪＲ北陸本線、国道８
号、北陸自動車道路が横断し、これに並行して、海岸線を主要地方道魚津生地入善線、扇
状地中央部を同黒部朝日公園線が走っている。 
一方、富山地方鉄道本線、主要地方道若栗生地線、同黒部宇奈月線、同朝日宇奈月線が
扇状地の上下を結んでいる。 
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図２－２－３ 交通網 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）鉄道 

ＪＲ北陸本線には、黒部駅と生地駅があり、富山市などと結んでいる。富山地方鉄道本
線には市域で 15 の駅がある。主要鉄道駅の一日乗降客数は表２－２－６の通りで、黒部
駅の減少はわずかだが、富山地方鉄道線は利用者が 10年間に半分以下となっている。 

 
表２－２－６ 主要鉄道駅の一日乗降客数の推移 

 
ＪＲ北陸本線 富山地方鉄道本線  
黒部 生地 電鉄黒部 東三日市 宇奈月温泉 

６年 1,620 710 1,482 1,010 
16年 1,584 546 689 435 706

（県統計年鑑、市統計書） 
 
富山市への便数・所要時間等については、２－１（３）を参照。 

 
３）高速道路・ＩＣ 
扇状地のほぼ中ほどを北陸自動車道路が貫通し、市内には黒部ＩＣ（富山ＩＣまで

39.3km）が設けられ、年間 80万台ほどが利用している。東京池袋との間のハイウェイバ
スについては、２－１（２）を参照。 
なお、黒部ＩＣから生地方面へは主要地方道若栗生地線が、また宇奈月温泉へは同黒部
宇奈月線・朝日宇奈月線が結んでいる。 
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表２－２－７ 黒部ＩＣの利用状況（台） 

 
 入 出 
平成９年 824,613 833,562

12年 866,288 842,782
15年 809,397 782,284

（市統計書） 
 
４）路線バス 
富山地鉄黒部営業所管内の路線バスの運行状況は、表２－２－８の通りで、10年間に利
用者は１／３近くにまで減少している。 
 

表２－２－８ バスの運行状況（富山地鉄黒部営業管内） 
 

 保有 
台数 

走行延 
キロ数 

輸送 
延人員 

１日平均 
乗車人員 

平成５年 13 650,154 722,954 1,981 
10年 10 427,430 374,023 1,025 
15年 7 420,223 214,315 587 

（市統計書） 
 
５）今後の予定 

平成 26 年度までに北陸新幹線が金沢まで開通し、富山地方鉄道本線との交点に新幹線
駅が開業する。 
また、国道８号の交通容量を増加するため、現８号と主要地方道魚津生地入善線の中間
を貫く国道バイパスの整備が進められている。 

 
図２－２－４ 新幹線・国道８号バイパス計画 
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（６）文化・スポーツ 

 
１）文化財 

市内には、表２－２－９の文化財（国県指定分のみ）がある。稚児舞、ニブ流し、田の
神行事（おおべっさま迎え）については、表２－２－10を参照。 
 

表２－２－９ 指定文化財（国県）一覧 
 

種別 名称 所在地 所有者 
指定 
年月日 

指定 
区分 

特別天然記念物 白馬連山高山植物帯 黒部市・朝日町 国 S27.3.29 国 
特別名勝・ 
特別天然記念物 

黒部峡谷附猿飛 
ならびに奥鐘山

黒部市・立山町 〃 S39.7.10 〃 

重要無形 
民俗文化財 

越中の稚児舞 
「明日の稚児舞」

明日、法福寺 稚児舞 
保存会 S57.1.14 〃 

国の記録保存すべ
き文化財選定指定 

越中の田の神行事 
（おおべっさま迎え） 下立  S58.12.16 〃 

天然記念物 宇奈月の十字石 深谷・小谷等 市 S40.1.1 県 
〃 内山のとちの森 大尾 個人 〃 〃 
〃 明日の大桜 明日 法福寺 〃 〃 
〃 愛本のウラジロガシ 愛本橋詰西 国 S42.9.26 〃 

史   跡 嘉暦四歳銘五輪石塔 栃沢 個人 S40.2.1 〃 
〃 北野の石龕 北野 個人 〃 〃 
〃 嘉例沢の石仏 嘉例沢 市 〃 〃 
〃 生地台場 生地芦崎 市 S40.10.1 〃 
〃 愛本新遺跡 愛本新 市 S45.12.19 〃 

無形民俗文化財 中陣地区のニブ流し 中陣  H6.2.24 〃 
〃 尾山の七夕流し 尾山  H16.7.16 〃 

（統計書） 
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２）主な行事 
伝統芸能、文化・スポーツ行事など、市内で開催される主な行事は、表２－２－10の通
りである。 

 
表２－２－10 主な行事 

 
時 期 行 事 名 場 所 概  要 

４月 18日 明日の稚児舞 明日、法福寺 大桜そばの舞台で稚児が舞を奉納 
４月中旬 宮野山桜まつり 宮野運動公園 約 800本の桜の下で市民が憩う 
４月中旬 ﾄﾛｯｺ電車運行開始 宇奈月駅 黒部峡谷鉄道の営業開始 
５月１日 峡谷ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌｪｽ 宇奈月駅 トロッコ電車の全線開通 
５月下旬 黒部名水ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ ﾏﾗｿﾝｺｰｽ カーター大統領来市記念ﾏﾗｿﾝ 
６月 21日 愛本姫社祭り 愛本姫社 お光と大蛇の婚礼行列、花魁公開 
６月 24～26日 じんじん祭り 三島神社 三島神社の礼祭、露天が盛大 
７月初旬 海水浴場開き 石田浜 浜茶屋が並び、県外客も多い 
７月下旬 僧ヶ岳登山ｺｰｽ開き 東布施 布施川本流は高山植物が豊富 
７月 31日 にぶ流し 中陣 悪霊を乗せた麦藁の舟を川に流す 
８月初旬 くろべ納涼楽市 三日市 七夕やぼんぼりにイベント開催 
８月７日 七夕流し 尾山 満艦飾にした木舟を川に流す 
８月 18日 峡谷花火響宴 宇奈月温泉 黒部峡谷に響き渡る夏の花火 
８月 19・20日 えびす祭り 生地 燈籠や屋形船が夜の海を賑わす 
８月 25～31日 おわら宇奈月編 宇奈月温泉 おわらが夜の温泉街を練り歩く 
10月５日 愛本新用水松明祭 愛本新 450kgの大松明が用水沿いを下る 
10月 26・27日 タイマツ祭 新治神社 大きな松明で海の安全操業を祈念 
11月 20日 おおべっさま迎え 下立・個人宅 田の神えびすを家に迎えもてなす 
12月初旬 地曳網の開始 生地海岸 ３月下旬まで毎日２回 
２月第１土曜 雪のカーニバル 宇奈月ｽｷｰ場 花火大会、松明滑降など 

（市勢要覧、ホームページより） 
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３）文化・スポーツ施設 
市内の文化・スポーツ施設を、表２－２－11に整理した。その分布は、図２－２－５に
示した。 
 

表２－２－11 文化・スポーツ施設 
 
図№ 施設名 概     要 
１ 黒部市民会館 大ホール、会議室 
２ 黒部市美術館 展示室、収蔵庫、作業室 
３ 黒部市吉田科学館 プラネタリウム、パソコン 
４ 市立図書館 蔵書143千冊 

５ 
黒部市国際文化センター

「コラーレ」 
大ホール、マルチホール、展示室など 

６ 黒部市立中央公民館  
７ 宇奈月国際会館「セレネ」 大ホール、小ホール、会議室、美術館、カフェ 

８ うなづき友学館 
図書館（蔵書55千冊）、歴史民俗資料館（展示室、
収蔵室、ギャラリー） 

９ 農村文化伝承館・山本家 江戸時代末期の建物。農村の生活体験施設 

10 郷土文化保存伝習館 
ミューズ 

 

11 黒部市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 漁村センターを兼ねる 
12 黒部市総合体育センター アリーナ・会議室、トレーニング室、温水プール 
13 黒部市宇奈月町体育ｾﾝﾀｰ 体育館、トレーニング室 
14 黒部市健康ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ  
15 宮野運動公園 陸上競技場、野球場、相撲場、庭球場、体育館等 
16 黒部川公園 サッカー場、野球場、ソフトボール場 

17 中ノ口緑地公園 
野球場、テニスコート（全天候６面）、運動広場
（サッカー・野球・ソフトボール・アーチェリー
等）、マレットゴルフ（18ホール） 

18 想影公園テニスコート 全天候型２面、クラブハウス 
19 アーチェリーセンター 的場７ 
20 ゲートボール場 ２面 
21 宇奈月温泉スキー場 リフト４基 

（統計書、要覧等より） 
 



図２－２－５ 文化・スポーツ施設の分布 
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（７）内外交流 
黒部市は、歴史や産業等の面から、国内外の都市と交流関係を結び、経済交流、親善訪
問団の交流などをはじめ、暮らしに密着した交流も進めている。 
 

表２－２－12 姉妹都市・友好都市 
 

都市名 所在地 締結年月 備    考 
スネーク市 オランダ 1970年９月 水と白夜のまち 
メーコン市 米  国 1977年５月 豊かな産業都市 
根 室 市 北 海 道 1976年 10月 開拓と漁業でつながりが深い
三 陟 市 韓  国 ＊ 友好都市 

（市勢要覧） 
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２－３ 観光の現況 

（１）観光資源 

市内には多くの観光資源があるが、その場所と概要を明らかにしておこう（表２－３－
１、図２－３－１）。 

 
表２－３－１ 観光資源の概要 

 

№ 資 源 名 概     要 

１ 黒部峡谷鉄道 峡谷美を楽しめる宇奈月～欅平20.1kmのトロッコ電車 

２ 宇奈月温泉 大正 12年に開湯した、湯量豊富な単純泉 
３ 宇奈月温泉スキー場 温泉街を見下ろし、初心者から上級者まで楽しめる 

４ 宇奈月国際会館セレネ 美術館には著名画家が秘境黒部を描いた作品を展示 

５ 宇奈月麦酒館 「道の駅」で地ビールを楽しみながら食事が出来る 

６ 吉田科学館 日本海側最大級直径 20ｍのプラネタリウムが特徴 
７ 黒部市美術館  

８ 魚の駅「生地」 湧水の地、生地漁港に面する魚の直販・飲食施設 

９ 石田フィッシャリーナ レジャーボート桟橋と釣り桟橋がある 

10 石田浜海水浴場  

11 宮野運動公園 各種施設の揃った総合運動公園、桜の名所でもある 

12 黒部市総合公園 スポーツ施設、美術館などを擁する水と緑の総合公園 

13 黒部市大原台自然公園 宇奈月温泉街を見下ろす公園で、平和の像が立つ 
14 新川育成牧場 酪農体験などができ、能登半島も遠望する景勝地 

15 生地温泉  

16 とちの湯 浴場、研修室、展示室、テラスなどがある交流施設 

17 明日キャンプ場 バンガロー、テントなど 

18 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸおおしま  

 



図２－３－１ 観光資源の分布 
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（２）観光入り込み状況 
観光地別の入り込み状況を見ると、黒部峡谷鉄道と宇奈月温泉入湯が本市の観光の中心
であることが分かる（公園は市内からのレクリエーションが主と考えられる）。しかし、峡
谷鉄道は災害等による変動はあるものの近年は減少傾向を辿っている。宇奈月温泉も平成
２年の 600千人あまりをピークに、現在は 400千人台と最盛時の２／3近くにまで減少し
ている。 
 

表２－３－２ 観光地別入り込み客の推移（千人） 
 

 S55 S60 H２ H４ H６ H８ H10 H12 H14 H16 

黒部峡谷鉄道 367 436 617 641 685 588 531 601 516 511
宇奈月温泉・入湯客 557 504 600 560 567 548 474 457 410 436
（同・宿泊客）  587 500 511 502 429 405 362 385
宇奈月温泉ｽｷｰ場  18 13 9 5
宇奈月国際会館ｾﾚﾈ  83 77 47 
宇奈月麦酒館  130 96 108
吉田科学館  18 18 16 19 11 15 10 10
黒部市美術館  7 5 6 5 4 7
魚の駅「生地」    42
石田浜海水浴場  222 140 95 46 45 30 60 63 30
石田ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ  21 16 13 17 11
宮野運動公園  137 125 131 133 204 169 163 136 188
黒部市総合公園  88 100 312 286
黒部青少年の家  13 12 13 14 13
生地温泉  40 45 44 43 31 25 23 10 20
明日キャンプ場  10 10 14 13
大島キャンプ場  6 7 13 15 7 27 19 18 17

（統計書等） 
 

（３）黒部峡谷鉄道 
峡谷鉄道は、宇奈月～欅平20.1kmを平均時速16km、約１時間20分で結ぶ軌間762mm
の軌道で、５月１日から 11月 10日までは日 18往復（土休日は 19往復）、11月 11日か
ら 11月 30日は日 12往復が運行され、乗客は全国有数の峡谷美を楽しんでいる。 
各駅の周辺には、表２－３－３のような見所がある。 
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表２－３－３ 峡谷鉄道沿線の見所 
 
場所 見所等 概      要 

やまびこ展望台 宇奈月駅から徒歩３分。新山彦橋を真下に望む。 
セレネ美術館 黒部の自然をテーマにした美術館。カフェも併設。 
黒部川電気記念館 秘境黒部の魅力と黒部川電源開発のドラマを紹介。 
新山彦橋 駅を出て最初に渡る鉄橋。沿線最長で勾配付き。 
新柳河原発電所 治水のための宇奈月ダムで発電。平成５年完成。 

宇奈月 
周辺 

仏石 仏石谷と黒部川の出合付近の石仏に似た天然岩 
後曳橋 沿線で最峻険の谷にかかる高さ 60ｍ、延長 64ｍの橋。 
出六峰 青く澄んだダム湖に垂直に落ち込む岩山。 
ねずみ返しの岩壁 対岸に見える高さ 200ｍの大岩壁。 
サンナビキ山 周辺より早く冠雪するため別名「さきがけ山」。 
錦繍関 鐘釣駅直前の紅葉の名所。 
西鐘釣山 標高 740ｍ、２つの岩が寄り添うので「夫婦岩」とも。 
万年雪展望台 対岸の黒部万年雪を間近に見られる新スポット。 

黒薙・ 
鐘釣 
周辺 

温泉 黒薙温泉、鐘釣温泉。 

猿飛峡 
特別名勝特別天然記念物。黒部川本流で川幅が最も狭い。
欅平駅から900ｍ、徒歩往復 40分。 

欅平ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 峡谷の景観、開発の歴史、動植物等を紹介。 
人喰岩 奥釣橋の先、岩壁をえぐり取って造られた歩道 
奥釣橋 黒部川本流にかかる橋で、絶景ポイント。 

奥釣山 
特別名勝特別天然記念物。標高 1543ｍ、黒部川河原から一
気に 600ｍも立ち上がる大岩壁。 

河原展望台・足湯 奥釣橋と奥釣山を見上げる展望台。足湯は新名所。 
温泉 欅平温泉、名剣温泉、祖母谷温泉。 

欅平 
周辺 

散策モデルコース 
猿飛峡回遊歩道コース5.5km、約2.5時間。 
祖母谷周辺コース 5.2km、約 2.5時間。 

（黒部峡谷鉄道のパンフレットより） 
 
ＪＴＢが催行する峡谷鉄道の乗車を含むツアーをインターネットで検索したところ、全
部で 30本あった。これについて分析したところ、表２－３－４の結果が得られた。 

30本中１日（日帰り）は長野県内発の２本だけで、２日が 23本、３日が５本であり、
東京・新宿と名古屋発は全て２日間の商品となっている。大阪・京都発は２日より３日の
コースの方が多い。 
交通手段で見ると、東京からは鉄道、名古屋と関西からはバス利用が多いことがわかる。
福岡発は福岡空港から中部国際空港に飛び、そこからバスで移動するツアーである。 
宿泊先は、２日（１泊）ツアーの場合、宇奈月温泉や富山市内をはじめとした県内の宿
泊が多いが、３日（２泊）になると県外泊の割合が高くなる。 
添乗員（現地も含む）の付くツアーが 25 本と多く、添乗員が付かない５本は欅平でナ
チュラリストから案内を受けるか、立山室堂を往復するツアーに限られている。 
峡谷鉄道を終点まで利用するのは８本だけで、うち２本は長野県内発の日帰りツアーと
添乗員が付かなかった上の５本のツアーであり、名古屋発の１本は終点まで行くことを売
り物にしている位であった。鐘釣での下車を「万年雪が見られる」と宣伝しているケース
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が多かった。 
30本中 19本が、黒部立山アルペンルートの通り抜けとセットになっている。３日ツア
ーではこれに上高地や高山などが入る。またアルペンルートを通らず、白川合掌集落を観
光するツアーも散見された。 
 

表２－３－４ 黒部峡谷鉄道乗車パックツアー本数（ＪＴＢ分） 
 
①発地別日数と交通手段 

日数 交通手段 発地 合計 
１日 ２日 ３日 バス ＪＲ 航空 

合  計 30 2 23 5 12 17 1
長野県内 2 2 2  
東京・新宿 15 15 1 14 
名古屋 6 6 4 2 
大阪・京都 6 2 4 5 1 
福岡 1 1  1

（ＪＴＢのホームページより） 
 

②宿泊地          ③添乗員の有無    ④トロッコの下車駅 
 １泊 ２泊  本数  本数 
宇奈月温泉 10 あり 25 欅平 8
県内 9 4 なし 5 鐘釣 22
県外 4 6 合計 30 合計 30
合計 23 10

 

（同前）

 

（同前） 
（同前） 

 
乗客の住所を予約から見ると、平成 17年度の予約数 363千人に対し、東京が 20.9％、

大阪が 11.7％、愛知が 10.0％と大都市圏からの客が多いことがわかる。以下、富山、埼玉、
福岡、神奈川が４％台で続いている。 
 



（４）宇奈月温泉 
平成 17年度の入湯客は 445千人で、県外客が 67％、宿泊客（391千人）が 88％となっ
ている（図２－３－２）。 

 
図２－３－２ 入湯客の内訳 

 

宿泊
88.0%

日帰り
12.0%

県内
32.9%

県外
67.1%

 
 
 
 

 
 
 
 
 
平成 15年 10月、空店舗活用実験の際に来店した観光客 176人に対して行ったアンケー
ト調査から次のような特徴が指摘できる（平成 15 年度「宇奈月まちづくり計画等策定事
業報告書」より）。 

・県外客の約半数は、関東からの客。 
・３割は、50歳代。 
・４割強が、宇奈月温泉に初めて来た客。 
・交通手段は自家用車が 67％で、電車は 11％にとどまる。 
・観光先は、トロッコ電車が 66％で、とちの湯 15％と続く。 
・宿の接客は「普通」と「良かった」がほぼ半々。 
・再訪希望では「機会があれば」66％、「ぜひ来たい」34％。 

 
宇奈月温泉には現在 15 軒のホテル、旅館、民宿があり、収容力から宿泊稼働率を求め
ると 30％となる。 
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図２－３－３ 宇奈月温泉の観光資源と宿の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２－３－５ 宇奈月温泉の宿 
 

名  称 収容数 室数 特    徴 
宇奈月ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 518 99 やすらぎの香がやさしく漂う風情の宿。 
宇奈月国際ﾎﾃﾙ 304 64 ﾌﾚｯｼｭなｽﾀｯﾌで「さわやかなおもてなしの宿」
宇奈月ﾆｭｰｵｰﾀﾆﾎﾃﾙ 776 129 幅 20ｍを誇る大浴場。心ふくらむ峡谷の宿。
延対寺荘 479 82 黒部川の四季の移ろいが眼下に広がる宿。 
延楽 270 61 黒部峡谷に面した、純和風の宿。 
ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ喜泉 230 48 大自然の景観が楽しめる開放的な露天風呂。 
ﾎﾃﾙ黒部 243 43 対岸を行き交うトロッコ電車で旅情を満喫。 
ﾎﾃﾙ桃源 290 61 ときめきあざやか峡谷の湯の宿。 
ｻﾝ柳亭 120 20 やすらぎ色に染まるおもてなしの館。 
温泉民宿宇えだ 60 15 心やすらぐ素朴な宿です。 
温泉民宿黒流荘 20 8 素朴な味わいでお迎えいたします。 
さとのや烏帽子山荘 14 3 烏帽子山を仰ぐ黒塀が目印の旅館。 
ﾌﾟﾁﾎﾃﾙﾁｬｰﾘｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 35 11 温泉とカフェバーのあるプチホテルです。 
温泉民宿三日月 18 7 新鮮な旬の幸をこころゆくまで。 
ﾌｨｰﾙ宇奈月 130 36 一泊朝食タイプの露天の風呂の宿。 
合計 3,507 687  

（旅館協同組合のパンフレットより） 
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（５）山岳観光 
黒部峡谷は、昭和９年 12 月４日「中部山岳国立公園」に指定された日本一深いＶ字谷
であり、特徴・見所は次の通りである。 
①片麻岩質花崗岩が形づくったスケールの大きい壮年期の峡谷で、特に黒部峡谷「下の
廊下」の断崖絶壁は圧巻。 
②河床勾配が急で、平均１/40 の急流が岩肌を削り取ってつくった岩壁の連なりは、猫
又のねずみ返しの岩壁、鐘釣の東鐘釣山、欅平の奥鐘山・猿飛峡等の名勝を形づくる。 
③万年雪を源とし、八千八谷の諸渓流を集め、Ｓ字峡（さらに上流には十字峡）など岩
肌を削り取って流れる黒部川は日本一の急流河川。 
④春の新緑と残雪、夏の渓流の青・砕け散る水の白、秋の山頂から川底にかけての「三
段染め」とも「五段染め」とも言われる紅葉に加え、探勝トロッコのきしみ音が山峡
にこだまする。 
⑤仙人、阿曽原、祖母谷、名剣、鐘釣、黒薙など、峡谷のいたるところに温泉が湧き出
している。 
黒部峡谷鉄道の終点・欅平駅は、水平歩道・下の廊下（旧日電歩道）を経て、阿曽原、
黒部ダム、雄山へ、また、名剣・祖母谷などの温泉を経て白馬岳などへの登山基地となっ
ており、年間約３千人が入山している。 
 

（６）国際観光 

黒部峡谷鉄道の乗車と宇奈月温泉への宿泊を中心に外国人観光客が訪れており、特に韓
国からの割合が高く、伸びも大きい。 
 

表２－３－６ 外国人観光客の入り込み・宿泊状況（人） 
 

黒部峡谷鉄道 宇奈月温泉  
Ｈ16年 Ｈ17年 伸び率 Ｈ16年 Ｈ17年 伸び率 

合計 5,405 8,027 1.49 2,362 4,708 1.99

台湾 
1,073 
19.9 

1,306
16.3 1.22 828

35.1
1,426 
30.3 1.72

韓国 
4,194 
77.6 

6,635
82.7 1.58 1,362

57.7
2,842 
60.4 2.09

その他 
138 
2.6 

86
1.1 0.62 172

7.3
440 
9.3 2.56

＊下段は構成比    （資料：黒部峡谷鉄道、宇奈月温泉旅館協同組合） 
 



（７）生地・ＹＫＫ工場見学 
黒部川扇状地湧水群を代表する生地は、地区内のいたる所に清水（しょうず）が自噴し、
それらを集めた背戸川には渓流魚「トミヨ」も棲息する漁師町である。清水や街並み、旋
回可動橋「生地中橋」、お台場などを楽しむため、平成 13年から「生地まち歩き観光」が
取り組まれ、平成 16 年度までは３千人台の受け入れであったが、魚の駅「生地」のオー
プン（H16.10）もあって、県内や北陸地方だけでなく関東や中京、関西からも含めて 17
年度には５千人に達している（「魚の駅」利用者は年間20万人以上）。 
平成 18 年８月にスタートした黒部ツーリズム㈱によるＹＫＫの産業観光（ファスナー
と建材の製造工程、企業の歴史など）は、９月中旬までに 1.2千人が体験した。 
 

図２－３－４ ＹＫＫツアーズ・ルート 

 

８）産業観光 
在はＹＫＫに限られているが、黒部商工会議所・宇奈月町商工会主催の

「

（
産業観光は、現
くろべフェア 2006」の一環として行われた「会社見学ツアー」の取り組み実績（18年
８月）などから、次の事業所等でも産業観光の可能性があると考えられる。 
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表２－３－７ 産業観光の可能性のある事業所 
 

事業所名 所在地 みどころ等 
生地蒲鉾(有) 生地 細工蒲鉾の製造工程 
㈱四十物昆布 生地 北海道と黒部市をつなぐ「昆布ロード」を紹介 
ダイヤテックス㈱ 沓掛 合成樹脂が様々なモノに姿を変える 
菅野印刷興業㈱ 若栗 紙の印刷から本づくりまで 
黒部峡谷鉄道㈱ 宇奈月 トロッコ電車の安全を守るための仕事を紹介 
宇奈月ダム 音沢 排砂ゲートが特徴的なダム 
宇奈月麦酒館 下立 地元産の大麦と名水がビールになる工程 
黒部日鉱ガルバ㈱ 天神新 錆びない秘密の紹介 
カナヤママシナリー㈱ 沓掛 真空空間を作るための最先端技術の紹介 
中央化学㈱ 中陣 プラスチックトレーやお持ち帰り弁当容器の製造工程
㈱卵のタカムラ 沓掛 安心でおいしい卵をハイテクで製造 
丸田工業㈱ 中新 名水が湧き出る秘密 
共和土木㈱ プラント工場 荒俣 建設に使われる黒部川の石 
第一建設㈱ 生コン工場 飯沢 ミキサー車を間近で見る 
北星ゴム工業㈱ 岡 電気を通すゴムなど、各種ゴムの紹介 
㈱トヨックス 前沢 ホースの製造工程 
(有)新川ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 荒俣 資源リサイクルの話と工程 

（「くろべフェア 2006」のチラシより） 
 
（９）グリーンツーリズム 

本市には、黒部名水ポーク、魚の干物（塩物：しおもん）などの特産品があり（次項参
照）、新川育成牧場では様々な体験メニューが用意されている。 
 

表２－３－８ グリーンツーリズムの資源（候補を含む） 
 

区  分 受け入れ先 体 験 内 容 

稲作体験 生産農家 
農村文化伝承館

田植え、稲刈り収穫、炊飯など 

黒部スイカ収穫体験 生産農家 種まき、収穫など 
塩物づくり体験 魚の駅 干物づくりなど 
蒲鉾づくり体験 蒲鉾工場 蒲鉾づくりなど 
昆布加工体験 昆布工場 とろろ昆布づくりなど 
地曳網体験 くろべ漁協 地曳網、漁師料理など 

酪農体験 新川育成牧場 チーズ・バター、アイスクリーム、ソーセー
ジ、石窯パンづくりなど、ポニー乗馬体験 

 
（10）特産品 
黒部市と黒部市観光協会では、市ならではの特産品を「黒部ブランド」として認定して
おり、現在（平成 18年度）45品目に上る。 
また、宇奈月温泉街では別に宇奈月温泉街の女将さんたちが中心となり、女将ブランド
としていろいろと取組みを行っている。 
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表２－３－９ 黒部ブランド一覧 
 
区 分 商 品 名 特  徴  等 

銘菓ほしがれい 詩人田中冬二ゆかりのお菓子 
生姜糖 黒部名物の昔懐かしい生姜糖 
黒部西瓜もなか 黒部西瓜の果肉が入った最中 
三本柿 市の文化財三本柿にちなむ、白小豆と干柿の餡 
黒部銘菓くろべ 餡とｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞを合わせ扇状地の豊かさを表現 
笹飴 笹の香りが懐かしい生地に伝わる飴 
くろべ野 クルミ餡を皮で包んで焼いた香ばしいお菓子 
黒っ子 焼き饅頭と練り羊羹の絶妙なコラボレーション 
鉢の木庄 謡曲「鉢の木」にちなんだ由緒ある銘菓 
新川牧場のMOOMOO ﾌﾟﾘﾝ 搾りたて牛乳の濃厚な味 
黒部 名水の里黒部と市木くろべをかけあわせ 
まるごとチーズケーキ ４時間かけてじっくり焼き上げた 
本練羊羹 95年間受け継がれた伝統技法で製造 
黒部川 有機栽培のゴボウと小豆をパイ生地で包み焼き 

お菓子 

黒部の雪 新川平野の大麦を使った香ばしい焼き菓子 
花ます 「コシヒカリ」と「ます」の二重奏 
かつ兵衛のポーク寿司 黒部名水ポークとコシヒカリを使った押し寿司 
黒部名水カレー 黒部名水と黒部名水ポークを使った絶品カレー 
水だんご 生地に古くから伝わる庶民的な食べ物 
黒部産こしひかり 

名水カニ釜飯 
黒部産こしひかりと海の幸を名水で炊きあげた 
釜飯 

同・名水豚釜飯 黒部名水ポークを使った釜飯 
名水コロッケ 黒部の名水と黒部名水ポークを使って手作り 
黒部峡谷山菜わっぱめし 黒部産コシヒカリにいなきび・山菜を使う 
名水ﾎﾟｰｸﾎﾟｰｸｼﾞｬｰｷｰ 合成保存料を使用せず自然な甘さが特徴 
若栗発しばちゃん味噌 添加物を使用しない手作り味噌 
黒部名水仕込ﾔﾏﾃﾞﾝ味噌 県内産大豆、米、黒部の名水を使用した味噌 
名水ポークシリーズ 名水ポークのハム、ウィンナー、みそ漬けなど 

寿司・
食品 

黒部峡谷シリーズ トロッコ電車をイメージした連結ｳｨﾝﾅｰなど 
黒部名水ポーク 名水と竹酢入り飼料で、柔らかくジューシー 
黒部丸いも 粘りが強いのが特徴 
黒部のもも 名水で育てられた完熟もも 
舟田牛 名水で育てられた柔らかさが特徴の霜降り牛肉 

里の幸 

名水の里黒部米 名水と肥沃な土で育んだ米を今摺り米で 
のせ蒲鉾地曳 最高級の魚介類を載せ笹の葉で包んだ蒲鉾 
細工蒲鉾 屈指の技術と風味豊かな細工蒲鉾 
生地の塩物 漁港に水揚げされた魚を漁師の一夜干し技法で 

海の幸 

おつまみラウス昆布 羅臼昆布に黒部名水を噴霧しうまさを引き出す 
（次頁につづく） 
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幻の瀧 燗でよし冷やでよしの酒通向きの銘酒 
名水乃蔵 低温でじっくり発酵させた「吟醸造り」の酒 
宝石の水 地下 222ｍから湧出する深層自噴地下水 
秘境黒部 名水仕立てでのどごしすっきりの清酒 
秘境黒部ビール 北陸第１号の地ビール、キレがよく淡麗 
宇奈月ビール 名水と黒部産二条大麦使用、酵母が生きている 
マイスキャリーバッグ 環境にやさしい新素材でつくったエコバッグ 

清酒・
飲料水 
・ 
その他 

黒部ポストカード 黒部の魅力満載のポストカード 
（黒部ブランドパンフより） 

 

（11）観光シャトルバス 
市内の観光地は分散していて距離があるので、ＪＲ黒部駅～生地「魚の駅」～宇奈月麦
酒館～宇奈月いっぷく処～とちの湯を往復する観光シャトルバス「黒部・宇奈月温泉号」
の実験運行が、地元関係団体による実行委員会により、平成 18年４月 29日から行われて
いる（平成17年に開始）。 

11月末までの土・日曜・祝日に、往復４便が運行（５月１～５日は特別運行）され、料
金は一日乗り放題で 1000 円（宇奈月温泉宿泊客は翌日もバス乗り放題）である。バス利
用者には、①セレネ美術館…入館料 500円、②うなづき友学館…入館料無料、③宇奈月麦
酒館…プレゼント進呈・レストラン５％引き、④宇奈月温泉街…プレゼント進呈、⑤生地
「魚の駅」…プレゼント進呈・塩物５％引き・レストラン５％引き、という特典もある。 
４月 29日のスタートから８月末（27日）までの 42日間の乗車人数は、664人となっ
ている。一日平均では 16 人となるが、時期や天候による変動が大きい（ゴールデンウィ
ークや夏休みの始まりと終わりで多い）。 

 
表２－３－10 観光シャトルバスの乗車人数（人） 

 
日  付 曜日 乗車人数 
５月３日 祝 68 
４月 29日 土 59 
５月４日 祝 49 
８月 27日 日 48 
５月６日 土 39 
７月 29日 土 34 
７月 30日 日 32 

（実行委員会資料より） 
 
（12）観光推進組織等 
表２－３－11の市内組織が、観光推進のための活動を展開している。 
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表２－３－11 観光推進組織 
 

組 織 名 活 動 内 容 

黒部市観光協会 

１．重点事業 
①「黒部ブランド」の推進、②生地まち歩き観光の推進、
③観光まちづくり研修会開催 
２．ＰＲ事業 
①黒部観光・物産展、②黒部名水大使の選考 
３．調査研究事業 
①先進地視察、②中長期ビジョン推進、 
③宇奈月温泉との連携強化 
４．観光支援事業 
①観光ボランティアガイドの育成、 
②シャトルバスの運行実験、③観光イベントへの支援、 
④黒部商工会議所・黒部まちづくり協議会との協働活動 

宇奈月温泉観光協会 

１．宣伝広告関連 
①印刷物（ポスター・パンフ）の作成、②看板等の掲出 
２．宣伝誘客関係（出向宣伝含む） 
３．関係団体との観光客誘客対策 
①新川地域観光開発協議会、②来湯観光客動向調査など 
４．観光行事・イベントの開催 
５．観光施設の整備・開発の推進 
６．環境の整備 

宇奈月温泉旅館協同組合 誘客促進策 

黒部商工会議所 
平成 18年度は、観光の振興を目指して、①観光協会と連携
して観光産業の活性化推進、②観光資源開発（産業観光）
の推進とルート研究に取り組んでいる。 

宇奈月町商工会 商工業・観光の振興策 

くろべ漁業協同組合 石田フィッシャリーナと生地「魚の駅」の運営、都市と漁
村交流活動。 

黒部観光ボランティアの会 
平成 12年から、４回の生地まち歩きを経て13年 11月に観
光ガイドを開始。生地まち歩きマップの作成や、勉強会・
講習会をしながら、年中無休・無料で観光客を案内する。
平成17年度は登録会員40名ほどで５千人以上の客を案内。

観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ Spaうなづき 温泉街の無料休憩所「いっぷく処」を拠点に、歩いて回れ
る見どころや温泉の歴史などを紹介。 

黒部峡谷ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄ研究会 黒部峡谷の自然を知ってもらうため、昭和 62年から欅平周
辺のガイドを開始。ガイドブックの作成等。 

黒部まちづくり協議会 

平成９年「市民一人ひとりから始まるまちづくり」を合言
葉に発足し、平成 14年７月ＮＰＯに。①サクラ、②花いっ
ぱい、③三日市、④国際交流、⑤黒部ＰＲ、⑥クリーンア
ップなど８つのワークショップ（ＷＳ）で活動。 
国際交流ＷＳは在住外国人の方に時刻料理を作ってもらい
食事しながら交流する、黒部ＰＲＷＳはまちのいいものを
見つけだして紹介する（写真展など）活動を展開。 

（各団体・組織の総会資料、ホームページなどより） 
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２－４ 観光から見た黒部市の特性 

以上から、観光面での黒部市の特性を整理すると、次の４点が指摘できる。 
第１に、北陸ブロックの出入口で、鉄道・高速道路・国道が通り、将来北陸新幹線の駅
も設置されるなど、交通立地上恵まれた位置にあること。 
第２に、わが国を代表する山岳・北アルプスを擁し、日本一深いＶ字谷・黒部峡谷、教
科書に取り上げられる黒部川扇状地、日本海など変化に富む自然の宝庫であること。 
第３に、日本交通公社「観光資源評価台帳」で世界的資源とされる特Ａ級（北陸３県唯
一）の黒部峡谷、Ａ級の黒部ダムとダム湖のほか、「名水百選」に選ばれた黒部川扇状地湧
水群など、第一級の観光資源を有していること。 
第４に、製造業や漁業などのつながりから、国の内外との結びつきが強く、海外生活の
体験者が多いとともに、相互訪問や文化・スポーツ等の交流が盛んなこと。 

 
 
 



第３章 全国的な観光の動向 
 
 

３－１ 観光動向・ニーズの変化 

（１）国内宿泊観光旅行 
国民一人あたりの国内宿泊観光旅行の回数・宿泊数は表３－１－１の通りで、近年、回
数・宿泊数とも増える傾向にある（観光白書）。 
 

表３－１－１ 国民一人当たりの年間宿泊観光旅行回数・宿泊数 
 

年 一人当たり回数 一人当たり宿泊数 
15 1.70 2.81 
16 1.71 2.78 
17 1.82 2.94 

（平成 17年観光白書） 
 
（２）海外旅行 

平成 17年の海外旅行者数は約 1740万人で、過去最高を記録した平成 12年の 1782万
人に次ぐ人数となった（観光白書）。 
 

（３）訪日外国人旅行者 
一方で、海外からわが国を訪れる外国人旅行者は「ビジット・ジャパン・キャンペーン
（ＶＪＣ、2010 年までに訪日外客を 1000 万人にする）」などもあって、平成 17 年には
673万人となった。 
国別には７割がアジアからで、韓国、台湾、中国からの旅行者がその８割を占めている。 
 
図３－１－１ 訪日外国人旅行者の推移  図３－１－２ 国別内訳（2005年） 
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（４）内外旅行の潜在需要 
『国民生活に関する世論調査』（平成 17年６月）によると、今後の生活で特に重点をお
きたい分野は、「レジャー・余暇生活」33.2％、「食生活」25.2％、「住生活」19.5％、「耐
久消費財」7.7％となっており、レジャー・余暇生活への関心が高いことを示している。 
そこで、（財）社会経済生産性本部の調査により、国民の余暇活動の潜在需要を参加希
望率から実際の参加率を引いた数値で見ると、１位は「海外旅行」、２位は「国内観光旅行
（避暑、避寒、温泉等）」となっており、観光旅行に対する潜在需要は依然として高いこと
がわかる。 
 
（５）旅の動向と特徴 
『2004 レジャー白書』では、自由時間に対する現在の意識と今後の希望を訊ね（図３
－１－３）、今後と現在の差から、余暇活動の新しい傾向を「自然」「健康」「能力向上（学
習）」「交流」の４つをキーワードで整理している。 

 
図３－１－３ 自由時間意識の「現在」と「今後」 
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（2004 レジャー白書） 
 
こうした認識を踏まえ、新しい旅に対して、観光地では次のような対応が必要であると
提案している。 
①生活体験型の旅へのサポート 
②訪問客個々人の「テーマ」を活かす 
③地域の人々との交流をサポートする 
④経済性（リーゾナブル）を重視する 
⑤地域主導型観光（地域からの直接的な情報発信） 
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（６）旅行市場 
図３－１－４は 2005年（平成 17）の年齢階層別人口を示したものである。50代後半と

30代前半にピークがある。50代後半は「団塊の世代」（1947～1949年生まれ）であり、
30代前半は「団塊ジュニア」（1971～1974年生まれ）である。 
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図３－１－４ 年齢別人口の分布（2005年） 

口問題研究所） 
 
厚生労働省人口問題研究所の推計（中位推計）から、わが国の総人口と団塊の世代およ
び

表３－１－２ わが国人口等の推計（千人、％） 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101

団塊ジュニア 団塊の世代

千人

（人

団塊ジュニアの人口を整理した。 
 

団塊の世代 団塊ジュニア 年 総人口 
年齢 人口 百分率 年齢 人口 百分率 

2005 127,708 5 38～56 6,763 5.3 4～31 7,945 6.2
2010 127,473 63～61 6,561 5.1 39～36 7,928 6.2
2015 126,266 68～66 6,278 5.0 44～41 7,894 6.3
2020 124,107 73～71 5,878 4.7 49～46 7,828 6.3
2025 121,136 78～76 5,312 4.4 54～51 7,717 6.4
2050 100,593 100～ 79～76 6,104 6.1

（人 研究  
 

2005年現在、団塊の世代は 680万人、団塊ジュニアは800万人であるが、今後 20年近
く

、同世
代

ため、次
の

供 
le Ｏf Ｈealth Ａnd Ｓustainnability） 

口問題 所）

は、この２つの世代（特に、当面は団塊の世代）が重要であることが分かる。 
戦後すぐに生まれた団塊の世代は「戦後日本の一期生」であり、戦後教育を受け
との競争にしのぎを削りながら成長し、大学紛争などを経験した。バブル時代には経済
の中核を担ったが、2007年以降リタイアしていく。金と時間もあることから、2010年頃
から 15年間近くは、この層が旅行でも大きな市場となると予想されている。 
しかし、旅慣れしていて目が肥えており、また環境や健康などへの関心が高い
点に留意することが重要と考えられる。 
●土地の本物・オンリーワンで感動を提
●環境や健康志向の充足（ロハス：Ｌifesty
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という欲求の充足 

を伴った旅行の増加 

一 やはり激しい
競

との間には
25

できるライフ

●親と緩やかに繋がる家族関係を重視しているので、子ども・自分・親の三世代を対

●これから仕事や子育てが忙しくなる年代なので「安・近・短」旅行が中心に 

 
７）海外市場 

ら、かつて経験したことのない「人口減少時代」に移行していくため、
海

、表３－１－３の通りで、2050年までの 50年
間

表３－１－３ 近隣主要諸国の人口推計―中位推計―（千人） 
 

●学習・体験や自己実現欲求の充足 
●自分の時間を上手に豊かに使いたい
●夫婦や友人とのグループ旅行、一人旅への対応 
●エンプティネスト（子育て終了夫婦）層のペット
●都市圏等からの移住やマルチハビテーション（二地域居住）も展望 
方、彼らの子どもとして昭和 40 年代後半に生まれた団塊ジュニアは、
争を経験しながら教育を受け（大学進学率が高いことが親世代との大きな違い）、外国語
なども堪能である。大学卒業直前に「就職氷河期」を体験しており、不況下を生き抜いた
消費者として、親世代と同じく市場が大きいこともあって注目されている。 
人口数では親世代より100万人以上多く、市場規模はそれだけ大きいが、親
年もの差があるので、旅行行動は親世代とは当然違ってくると考えられる。 
●それ自体面白いからする（コンサマトリーな）行動に変わってくる 
●多くの中から自分にあったものを選ぶことが得意なので、共感・納得
スタイルの提案を 

象とした戦略展開を 

●一方、卒業旅行などでも経験しているので、海外旅行への抵抗が少ない 

（
わが国はこれか
外市場に対する期待が高まっている。 
人口問題研究所の長期中位推計の結果は
にわが国では、３千万人近く人口が減少するが、アジアでは 10 億人以上が増加するも
のと考えられている。 
 

国 
2000年 
実績 

2025年 
推計 

2050年 
推計 

2025－2000 
年の増加 

2050－2000 
年の増加 

日本（参考） 127,034  121,136 100,593 －5,898 －26,441
韓国 46,779 49,457 44,629 2,678 －2,150
中国 1,2 1,4 1,3 1673,979 41,426 92,307 7,447 118,328

フィリピン 75,766 109,084 127,068 33,318 51,302
イ  2ンドネシア 09,174 263,746 284,640 54,572 75,466
ベトナム 78,671 104,343 116,654 25,672 37,983
タイ 61,438 72,635 74,594 11,197 13,156

マレーシア 22,997 33,223 38,924 10,226 15,927
ミャンマー 47,724 59,002 63,657 11,278 15,933
バングラデシュ 1 1 2 128,916 93,752 42,937 64,836 14,021
インド 1 1 1 3,021,084 ,398,496 ,592,704 77,412 571,620

（人口問題  研究所）
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ビジット・ジャパン・キャンペーンの重点国・地域は、17年度に
在 12カ国・地域となっている。それぞれの市場の特徴と課題を『平成17年観光白書』か
ら、表３－１－４に整理した。 

 
表３－１－４ 海外の旅行市場の特徴と課題 

 

４カ国が追加され、現

国・地域 市場の特徴・課題 

韓国 
●日本の大衆文化の開放等で両国交流が急展開 
●最大の競合国・中国に対して競争優位に立てる高付加価値商
品、若年層向けの自由度の高い商品の開発 

台湾 ●成熟した最も親日的なマーケット 
●若年層向けの自由度の高い商品の開発 

中国 
●揺籃期の市場だが、2010 年に外国旅行が５千万人に達すると
ＷＴＯが予測する将来の巨大マーケット 
●初心者向けのゴールデン・ルートに、代表的な文化・自然を組
み込んだ団体旅行等の開発 

香港 
●一般消費者が成熟しており、消費者主導のマーケット 
●最大の競合国・韓国に対して競争優位に立てる高付加価値商品
の開発 

米国 
カナダ 

●メインターゲットの高学歴・高収入のシニア層は「伝統文化」
「自然」に、セカンドターゲットの若年層はアニメ・ゲームに
関心を持つ。しかし「遠い高い言葉が通じない」という印象が
旅行阻害要因 
●多様な媒体を複合的に組み合わせ、シニア層には高付加価値商
品、若年層やアジア向け旅行者層には低価格で自由度の高い商
品の開発 

イギリス 
ドイツ 
フランス 

●訪日客のうち観光目的は２割程度、「遠い高い言葉が通じない」
との印象は米国以上に強い 
●ゴールデン・ルート中心の団体旅行、伝統文化を追求した旅行
商品の開発 

タイ ●外国旅行が可能な国民は限られている揺籃期の市場 
●ゴールデン・ルート中心の団体旅行の開発 

シンガポール ●中間層の厚さで周辺諸国を上回り、外国旅行熱が高い 
●目的別旅行、東京・大阪の都市型パッケージ旅行の開発 

オーストラリア 

●旅行好きな国民性で、中国・インドネシア・ベトナム等のアジ
ア諸国が競合相手。移民の経緯から欧米への里帰り旅行も多い
●ゴールデン・ルート中心の団体旅行、個人向け移動と宿泊のみ
のパッケージ商品の開発、ストップオーバー商品の開発・認知
拡大、スキーを中心とした目的別旅行の来訪地域の多様化 

（平成 17年観光白書より） 
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（

成 16年に 2705万人であり、２年前より約 1500万人の
減少となっている。目的別には「行祭事・その他」「名所史跡」「風景旅行」の順となって
いる。 
なおこの数値は観光地ごとに加算された延べ人数であるため、現在、純人数を求めるた
めの調査が県により行われている。 

 
図３ 移 

 
２

平成 17 年、県内に 割
を占めている。宇奈月温 国
人に 高
平成 17年に、立山黒 鉄
道は約８千人（８割以上が韓国客）で、こう
泊客数に反映したものと考えられる。 

８）富山県での概況 
１）国内客 
富山県の観光入り込み数は、平

－１－５ 富山県への観光目的別入込数の推

）外国人客 

宿泊した外国人観光客は７万人余りうち台湾、韓国、中国が約７
泉は 4.7千人（27頁）で、台湾客では５％に満たないのに、韓

ついては 24％と い率を示している。 
部アルペンルートは約 74千人（９割近くが台湾客）、黒部峡谷

した国による観光先の違いが、宇奈月温泉の
宿
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県内の外国人宿泊数・観光地別訪日団体観光客数（人） 
 

表３－１－５ 

区分 内訳 12年 13年 14年 15年 16年 17年 
総数 20.230 21,234 28,259 29,296 48,578 70,390
台湾 5,755 4,931 8,947 11,578 20.580 31.192
韓国 2,506 4,285 6,388 6,304 9,086 11,763
中国 3,925 1,680 1,984 2,270 4,352 7,602

宿泊 
 

小計 12,186 10,896 17,319 20,152 34,018 50,557
総数 21,943 17,637 20,287 23,731 46,391 73,726
台湾 18,099 20,242 40,269 64,024
韓国 1,361 2,874 4,855 7,451

立山黒部  

中国 307 35 108 92
アルペン
ルート 

小計 19,767 23,151 45,232 71,567
総数 1,858 2,703 5,406 8,027
台湾 481 17 1,073 1,306
韓国 1,294 2,669 4,193 6,635
中国 9 

黒部峡谷
鉄道 

 

小計 1,775 2,686 5,275 7,941
（県観光課・立山黒部貫光・黒部峡谷鉄道） 

 

県として、今後、外国人観光客の一層の誘致を図るため、次のような取り組みが計画さ
れている。 
①観光ニーズや旅行熟度に応じた観光ルートの開発……温泉・ゴルフ・スキーなど複
合的なルートや伝統芸能など日本の文化を活かした体験型観光ルートの開発 
②富山空港と他空港を活用した商品の開発……中部・成田・関西国際空港の定期便を
活用した広域観光ルートの開発 
③誘客宣伝活動の推進……台湾、韓国、上海・大連など中国での観光ニーズや旅行熟
度に応じた誘客宣伝活動の強化 
④台湾……機材の大型化によりチャーター便の大幅減に対応するため、中部・関西国
際空港への定期便を活用した誘客。個人・グループ旅行に対応した観光商品のＰＲ、

勢の整備 受け入れ態
⑤韓国……引き続き修学旅行の誘致に努めるとともに、ゴルフやスキー客等の誘致に
よる通年観光の推進。団体客を対象にしたツアーのほか、付加価値の高い「富山プ
レミアムツアー」のＰＲ 
⑥中国……富山の知名度アップ 
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－２

（１） 幹線 響予

本市の観光を 変 る る 次 考
①北陸新幹線と新駅の開業（平成2  
②東海北陸道の 平
③高山線全線復 成 10
このうち①と②については、広域観光の流れを変化させる可能性が、特に高いと予測さ
れる。そこで、その地域に及ぼす（と考えられる）影響を拾い出し、マイナス面について
は克服策を、プラス面については促進策を明らかにすることとした。
新幹線・新駅の開業について、表３－２－１に整理した（東海北陸道の開通についても
時間距離の短縮が重要と考えられる）。 
 

新幹線・新駅開 ン 予測
 

 
新幹線・新駅の開業 
│ 

│         ├─交通費の増加 

 ├─便数の変動 

 └─ＪＲサービスの断絶
─┬─連絡交通の確保 

      ├─乗り換え回数の増加 

３  観光流動の変化 

北陸新 等の影 測 

今後大きく 動させ 要因とな のは、 の３つと えられる。 
6年）

開通（ 成 19年） 
旧（平 19年 月） 

 

表３－２－１ 業のイ パクト  

├─高速鉄道の出現─┬─所要時間の短縮 

│         ├─直通本数の減少 
│         ├─乗り換え回数の増加 
│         └─羽田・富山空路の存続問題 
├─在来線の経営──┬─運賃のアップ 
│    移管  
│         ├─魚津・滑川間の扱い 
│         
├─中心駅の移動・
│ 駅勢圏の拡大  ├─既存拠点駅の利用減少 
│         ├─公共交通網の再編 
│   
│         ├─マイカー利用の増大 
│         └─駅間競争の激化 
└─その他───────駅名等の露出度アップ 

 
 
（２）対策案 
１）時間距離の短縮 

東京・黒部駅間の所要時間は乗り換えも含めて現在３時間 10 分ほどであるが、新幹線
の開業により、乗り換えなしの２時間余りで新駅に到着できる。そこから先の移動時間を
見込んでも３時間足らずで（朝東京を発てば、昼前には）、黒部市内や宇奈月温泉にいるこ
とが可能となる。 
東京から２時間という時間距離は、日光や箱根、外房とほぼ同じで、草津温泉や伊豆下
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は になる。 

首都圏周辺の主な観光地への所要時間 

田などより ずっと近いということ
 

表３－２－２ 
 
目的地 発駅 着  駅 所要時間 交通機関 備考 
日光      4 東武鉄道快速浅草 東武日光 ２：0
草 8 ＪＲ特急 温泉へはバスで更に25分津 上野 長野原草津口 ２：2
熱 ＪＲ新幹線 在来線特急は１時間20分海 東京 熱海 ０：50 
箱根 新宿 箱根湯本 １：57 小田急急行等  
伊豆 東京 伊豆急下田 ２：44 ＪＲ特急  
外房 東京 安房鴨川 １：57 ＪＲ特急  

（時刻表等から作成） 
 
時間距離の短縮は、観光客増加の可能性を開くが、その一方で、短時間だけ立ち寄って
他エリアへ移動する せられる条件整
備が必要となる。 
なお東海北陸道全線開通による時間短縮では、中京からの日帰り圏化とともに、隣県へ
の宿泊が可能になることから宿泊客の流出、などが懸念されるので、これらへの対策が求
められる。 
 
２）交通費の増加
新幹線によって、 後湯沢間の新幹線代
とそこからの割引特急料金を合計して 80円（推計）
と、少しだが交通費
 

表
 

おそれも増大する。従って、観光客を一定時間滞在さ

等 
交通費は若干高くなる。現在は、運賃に東京・越

9,890円である。新幹線開通後は 10,2
が高くなる（いずれも自由席利用）。 

３－２－３ 東京・黒部間の交通費の変化（推計） 

内訳 現行 新幹線後（試算） 
運  賃 6,200 6 00 ,3
新幹線料金 80 2,720 3,9
特急料金 － 970  
合  計 9,890 10,280 

（時刻表等より作成） 
 
便数の減少や、乗り換え回数の増大が懸念される。運転ダイヤが発表されていない現段

とは言えないが、新幹線一編成あたりの輸送能力は在来線特急より大きい
ことから、客の総量が変わらないとすれば、便数は当然減ることになる。 

した場合、バリアフリー化の徹底などによって、乗り換えに対する抵
抗

階で確定的なこ

また、高速鉄道から末端の目的地に到達するためには在来線などに頼らざるを得ないた
め、さらに、新駅に停車するのは「こだま型」になるため、先を急ぐ場合は「ひかり型」
への乗り換えが必要となるなど、乗り換え回数は増えることとなる。 
高齢化などを考慮
を減らすことが求められる。 
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）羽田・富山空路の存続問題 
京駅と富山駅 位性は大きく後

退することとなり、路線の成立が困難になる事態も想定される。従って、代替路線の開発
が問題となろう。ちなみに、東京から約２時間 5 で 、山形空 田便は１
本 、 丹 便 月

 
来
の 線は 地 経営が 管されることとなる。東

北新幹線や九州新幹線の場合がそうであったように、移管後の鉄道運賃はＪＲ時代より高
なる場合が多く、当地でもそうした心配が払拭できない。 

、見逃せないのは在来線の経営移管によっ
て、魚津～滑川間は僅かな距離を隔てて２本

５）既存拠点駅の移動・駅勢圏の拡大 
を意味する。このため、連絡鉄道やシャト

ル

拠点駅の移動とともに、それまで複数の駅に
心駅に統合・改編され、新駅から見れば駅勢圏が拡大する。このことから路線バス等公
共交通網の再編が必要と これが乗 回数の て、マイカー利用
の増大を促し、駐車場需要の増大に至るケースも多い。 
さらに新幹線駅相互 化し、広域交 広域観光の拠 のように確保して
いくのかが重要となる。この場合、停車本数と駅勢圏内の集積度などがその決め手になる
と考えられる。 

することが重
要

 
３
東 とが２時間半となれば、羽田・富山間の航空便の速達優

0 分の山形 は 港・羽
だけで 新千歳・小牧各１、伊 ４の計７ （平成 18年９ ）となっている。 

４）在 線の経営移管 
新幹線 開業に伴って、在来 ＪＲから 元民間に 移

く
利用者の増加を図るため、積極的な増便対策を講じている例も見られるが、支出抑制→
運行本数減→利用者減→収入減→支出抑制→運行本数減→……という悪循環に陥らないよ
うな対策が求められる。 
運賃引き上げ、便数減といった心配に加えて

の鉄路が平行することになる点である。これ
をどのように処理するか、重要な問題といえる。 
 

新幹線駅の開業は、地域の中心駅が移ること
バスなどによって新駅と在来線拠点駅との連絡を確保することが重要となる。しかし、
遠方への客は新駅の方に振り替わるため、既存駅の利用者は減少し、従来地域の顔となっ
いた拠点駅前の空洞化が進むことが懸念される。 て

よって担われていた交通結節機能が一つの
中

なり、 り換え 増加にも結びつい

の競合が激 通や 点をど

 
６）ＰＲ効果等 
新幹線が開業することにより、路線名や駅名などの露出度がアップし、地域の知名度が
上昇することが期待される。こうした点も念頭に置いて、新駅名を十分吟味
となる。 

 
 



 44

黒部市観光の課題 
 

観光客の実態等を把握して本計画の策定に資するため、次のアンケート調査を実施した。 

（

して知名度等を調査した。 

 

全体の８割を占めている（図４－１－
）。 

 

 

の１/３ほどと多く、神奈川、埼玉、千葉と続き、１都３県で全体の９
となっている。 

図４－１－２ 住所 
 

 
 

 

第４章 

 

４－１ アンケート調査の結果 

 
１）知名度調査 

平成 18年 11月 18日（土）と 19日（日）の２日間、東京「銀座松坂屋」で行われた「富
山うまいもん祭り」の来場者を対象に、黒部や宇奈月温泉に関
入口の受付で調査票を配布し、記入後、箱に投函してもらって回収した。18 日は 298
票、19日は 87票、計 385票を得た。このうち記入が不十分だった２票を除いて、383票
を有効票とした。 

１）回答者の属性 
回答者 383 人のうち６割が女性で、50 代以上が
１

 
図４－１－１ 性別・年齢 

 
 
 

 
 
 

 
東京都民が全体
割

 
 
 

 

男
41.0%

女
59.0%

２０歳代
3.4% ３０歳代

6.5%

４０歳代

７０歳以上
21.7%

10.2%

５０歳代
28.5%６０歳代

29.8%

東京都
65.8%

埼玉県
8.1%

千葉県
6.5%

神奈川県
8.4%

その他
6.5%

不明
4.7%
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２）「黒部」に
「黒部」を知っ と の認知度 
ことがある」が 58.5％、「名前は聞いたことがあ
」39.7％、「訪れたことも名前を聞いたこともない」

Ｊ 間を正
し
以上を選び、「わからない」が 15％に達している。 

していることは、黒部川・峡谷
が

ついて 
ているか訊ねた ころ、「訪れ   図４－１－３ 黒部

た
る
が 1.8％であった。 
しかし、 Ｒ東京駅から黒部駅への所要時
く答えられたものは４割足らずで、２割が５時間

本市が日本海に面
黒部市にあること以上に知られていない。 
 

表４－１－１ 黒部峡谷や日本海に面していること 
 

 知っていた 
黒部川・黒部峡谷がある 86.7％ 
日本海に面している 73.1％ 

 

代を境に 20ポイント近い差がある）ことから、こうした層が今後の重要な誘客対
象者と考えられる。 
 

そこで、図４－１－３を性別・年代別に集計すると、女性や 60 歳未満の訪問頻度が低
い（60

表４－１－２ 性別・年代別認知度（％） 
 

 訪れた 
ことがある 

名前は 
聞いた 

知らな 
かった 

合計 58.5 39.7 1.8 
男 61.8 38.2  
女 56.2 40.7 3.0 

20～40歳代 48.1 48.1 3.9 
50歳代 49.5 48.6 1.8 
60歳代 67.5 32.5  

70歳以上 67.5 30.1 2.4 

訪問
58.5%

名前

知らない
1.8%

39.7%
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いて          図４－１－４ 宇奈月温泉の認知度 

前は黒部以上に通っているが、
訪

が

 

３）「宇奈月温泉」につ
「宇奈月温泉」を知っているか訊ねると、「訪れた

訪問
42.3%

名前
47.8%

知らない
9.9%

ことがある」が 42.3％、「名前は聞いたことがある」
が 47.8％、「訪れたことも名前を聞いたこともない」
が 9.9％であった。名
問者の割合が低く、知らないものが１割に上って
いる。 
宇奈月温泉の認知度を性別・年代別に集計したの
、表４－１－３である。やはり、女性と若年層に
浸透していない状況が指摘できる。 

表４－１－３ 性別・年代別認知度（％） 
 

 訪れた 名前は 
聞いた 

知らな 
かった ことがある 

合計 4 9.9  42.3 7.8
男 46.5 44.6 8.9 
女 39.4 50.0 10.6 

20～40歳代 28.6 51.9 19.5 
50歳代 37.6 54.1 8.3 
60歳代 47.4 43.9 8.8 
70歳以上 54.2 41.0 4.8 

 
４）イメージするもの 

黒部と聞いて思い浮かぶものを、自由に記入してもらった。 があげたものは、
表の通りで、ダムが群 て多かった ほか、日 ・魚、マス寿司、ホタルイカ、
紅葉、雪（景色）、ＹＫ 黒部進などの もあった
 

－４ 黒 らイメー るもの 
 

10 名以上
を抜い 。この 本海
Ｋ、 回答 。 

表４－１ 部か ジす

イメージするもの 人 ％ 
ダム 231 60.3 
Ｖ字峡谷・渓谷（美） 56 14.6 
トロッコ電車 35 9.1 
映画「黒部の太陽」 20 5.2 
宇奈月・黒薙温泉（足湯） 15 3.9 
立山黒部アルペンルート 13 3.4 
名水・水の町・生地 12 3.1 
黒部スイカ 10 2.6 
黒部川・秘境 10 2.6 
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歳以 干
て

答率（％） 

上位４つの回答率を年代別・性別に見ると、70 上の女性で若 低い以外、ダムは全
の年代に共通して高いのに対し、映画「黒部の太陽
している。 
 

表４－１－５ 年代別・性別回
 

」は 50代（特に男性）・60代に集中

 ダム 峡谷 トロッコ 映画 
20～40歳代 62.3 15.6 10.4 2.6 
50歳代男 68.4 10.5 － 13.2 
   女 64.8 8.5 9.9 5.6 
60歳代男 58.5 12.2 7.3 7.3 
   女 63.0 16.4 12.3 6.8 

70歳以上 － 男 56.8 9.1 9.1
    女 2.6  41.0 33.3 10.3

 
５）物産 
関心を持った物産を記入してもらったところ、マス 39名）、 （38名）が上位
を占め、ホタルイカ（2 ）、地酒（16 白エビ（ ）、スイカ 名）、魚・海産
物（12名）と続いている。このほか、うどんやブリといった回答も散見された。 
 
６）黒部訪問の希         －１－５ 問希望 

北陸新幹線が開業すれば時間距離が短縮される
、黒部に行ってみたいと思うかとの問に対して、
２ たい」、１/４は「機会
が

男性で、また年齢が上昇するにつれて高くなる。 
こうした層への働きか
や壮年層への浸透を図ること（２・３項参照）
が重要と考えられる。 
 

表 別訪問希 （  
 

寿司（ 蒲鉾
5名 名）、 15名 （13

望       図４  訪

が
/３の人は「ぜひ行ってみ
あれば行ってみたい」を回答している。 
これを回答者の性別と年齢で集計したのが、表
４－１－６である。「ぜひ行ってみたい」は女性よ
り

けを強めるとともに、女
性

４－１－６ 性別・年代 望 ％）

 
ぜひ 

行ってみたい 
機会があれば 
行ってみたい 

行 いきた と 
思 なわ い 

わからない 

合計 .5 5.2 67.6 26.6 0
男 9 .6 5.1 71.3 22. 0
女 29.2 .4 5.3 65.0 0

20～40歳代 42.9 .3 2.6 53.2 1
50歳代 66.1 30.3  3.7 
60歳代 67.5 23.7  8.8 

70歳以上 83.1 10.8 1.2 4.8 

ぜひ行きた
い
67.6%

%

行きたくな

わからない
5.2%

機会があれ
ば
26.6

い
0.5%
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て再訪してもらうことが重要であることがうかがえる。 

なお、地域の認知度（訪問）との関連を見ると、名前だけ知っている人に比べて訪問し
たことのある人の方が「ぜひ行きたい」をより強く希望していることから、一度来てもら
うこと、そし
 

表４－１－７ 地域の認知度と訪問希望 
 

 ぜひ 
行ってみたい 

機会があれば 
行ってみたい 

既訪問 7   1.4 23.2黒部市 
名前だけ 61.  8 32.9
既訪問 7   7.8 15.4宇奈月 

温泉 名前だけ 6  1.2 34.4
 
 
（２）市出身者調査 

者（一部、縁故者を含む）を対象として、観光振興の方向性などを把握する
た

）回答者の属性・黒部市を離れた理由等 

0代が 23％で中高年者が主体である。 
公務員が 25％で続いている。 

埼玉の首都圏在住者が 54％を占めている。 
24％）、進学（21％）のためである。 

7％）と 20～40年（29％）が大半。 

市を訪れる頻度や理由等を聞いたとこ
 

①年１・２度が 63％、数年に１度程度が 31％で、殆ど訪れないはわずかである。 
②訪問の理由で多 友人訪問、同級会参
加などと続いている。親等の様子見・介護、空き家の管理という答えもあった。 
③その場 宿泊は く 用は ない。 
 
３）黒部 優れている

縁故者も 全員に黒部 優れている
に、ト もらっ 結果は、表 －８の通 り、自然・ と水や空
気のきれいさに対する評価が極めて高いことがわかる。 
 

本市の出身
め、18年 12月にアンケート調査を実施した。東京黒部会、関西黒部会、広報ネットワ
ークの会に440票を配布し、211票を回収した（郵送で配布回収、回収率は 48％）。 
 
１
回答者の特徴を以下に、箇条書きで整理した。 
①男女別では、男性が64％と全体の 2／3を占
②年齢では、70歳以上が 38％、60代が 32％、5
③従って、無職が 37％と最も多く、会社員・
④東京の 52人を筆頭に神奈川・千葉・

めている。 

⑤黒部市を離れたのは、就職（51％）と結婚（
⑥中高年者主体のため、離れて 40年以上（6

 
２）黒部市への訪問頻度等 
縁故者 21人を除く、市出身者 190名について、
ろ次の結果が得られた。

いのは、墓参・法事・冠婚葬祭であり、親戚・

合 、親戚の家（実家）が７割と多 、ホテル利 ２割に満た

市の 点 

含む 市が と思われる点を、３つまで選んでもらうととも
ップをあげて た。 ４－１ りであ 景色
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表４－１－８ 黒部市の優れている点 
 

 １位 ２・３位 合計 
自然・景色 122 57 179 
水や空気のきれいさ 49 110 159 
食べ物 111 ・料理 16 95
温泉 4 61 65 
人の温かさ  11 48 59

 
逆に、歴史・文化 あげ はいずれ 名に達せず、評価は低
い。その他を選択した９名の意見を見ると、 のに教育 水準が高いこと、ＹＫ
Ｋなどがあげられている。 
 
４）黒部市の知名度等 

部市のことは知られていると思うかとの問に、33％が「かなり知ら
れ

な
ベントの開催」43％、「口コミを強める」17％と続いている。 

られているとの意見が多く、「黒部は黒部
ダ あった。名 マラソンへの勧誘も含め
て、
知
ベン ーシ
ル、
 
５

山市といった観光都市のほか、由布院・黒
川温泉など人気の温泉地、水で有名な郡上八

北新幹線沿線駅など多くがあげられた。しか

う意見が目を引いた。 
 
６）黒部市への移住意志 

黒部市の移住については、「いまは考えられない」 ％、「わからない」 ％、「退職を
機に考えてもいいと思っている」11％である。「いまは考えられない」とは、回答者の７
割が

と、交通の利便性を たもの も 10
田舎な ・学問

あなたのまわりで黒
ていると思う」を選んだのに対して、60％が「あまり知られているとは思えない」と答
えている。 
黒部市をより知ってもらうためには、「マスコミで取りあげてもらう」74％、「全国的
イ
自由記入欄には、黒部川・黒部ダムはよく知
ムで長野県」と長野の人に言われたという記入も 水
自ら熱心に口コミをしている人もいた。 
ってもらうための方法として、マスコミが取りあげるくらいユニークな街おこしを、
チャー企業への支援を、ドラマ・映画の誘致、東京方面での新聞・テレビコマ ャ
自然との共生を追求してといっ 見が寄せら 。 た意 れた

）参考になる都市 
参考になる都市として、京都市・金沢市・高

幡、温泉と海との組合わせで箱根と小田原、
また新幹線開通の参考にするため掛川市や東
しその一方で、よそと同じことをしても意味がない、独自のまちづくりをしてほしいとい

62 13

60 歳以上であり「かつて考えたこともあったが」という意味であることが補足的な
記入から読み取れた。また移住してもと考えている人で「安価なマンションがあれば」と
か「セカンドハウスを考える」といった意見は重要であると思われる。 
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７）自由記入意見 
自由記入欄にも 100名近くから意見が寄せられた。分野ごとに分類すると、魅力向上・
商品開発や宣伝に 多い（表４
 

９ 分 回答者
 

対する意見が －１－９）。 

表４－１－ 野別 数 

項  目 回答者 項  目 回答者 
都市の個性 7 受け入れ態勢 14 
魅力向上・商品開発 28 周辺等との連携  5 
宇奈月温泉 5 宣伝 23 
交通・案内 8 その他 5 

 
①都市の個性 

とともに、人間らしい生活が出来る団塊世代の退職後の居住地
や

提案は貴重と考えられる。 

山・川・海をつなぐ観光コースの開発であ
り

案内の充実、コミュニティバスの運行に集約される。 

る。 

新幹線開通に対する期待
観光都市より自然が体験できる福祉・医療都市といった意見があった。また、古いもの、
そこにしかないものを大事にして、ミニ東京にならないようとの指摘や市名の由来を浸透
させるという
 
②魅力向上・商品開発 
観光地としての魅力を向上させるため、商品開発などに様々なアイデアが寄せられた。
その一つは、欅平～黒部ダムへの観光ルートの開発であり、高熱隧道の開放のほか、ヘリ
コプターの導入も提案された。いまひとつは、
、健康・長寿関連の資源を整備し宇奈月温泉を不老長寿・健康滞在の拠点と位置づける
具体的な提案があった。このほか、郷土文化博物館やＹＫＫ記念国際技術大学なども提起
されていた。 
 
③宇奈月温泉 
宇奈月温泉については、食の研究やスキー場をキャンプ場にという提案があったが、多
くはサービスが悪く料金が高いという苦情であった。改善が必要である。 
 
④交通・案内 
これに関しては、道路
 
⑤受け入れ態勢 
団塊世代の受け入れとも併せて、長期滞在者用アパートや体験住宅の整備などが提案さ
れていた。また、世界の情報・人材を活用した講座開設も特筆される。 
 
⑥周辺等との連携 

姉妹都市提携の拡大や、周辺観光地との連携・共同宣伝が提案されてい
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登用、ＹＫＫとのタイアップも
提案されている。 
 
⑧その他 

観光と連携する農漁業の促進、ベンチャー企
提案があった。

⑦宣伝 
峡谷や温泉だけでなく、水がきれいで食材が美味しいことを、マスコミやイベントで宣
伝して欲しいという意見が目立った。また、出身者などの

業の支援、市や観光協会の意識改革などの
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４－２ 

り組みの現状、②観光振興の今後の課題、③観光振興計画に対する期
待・要望、④その他をテーマとして、関係者へのヒアリングを 10 月に実施した。ヒアリ
ング先は次の通りである。 

10月 19日 宇奈月町商工会 
      黒部観光ボランティアの会 
10月 20日 宇奈月温泉旅館協同組合 
      黒部峡谷鉄道 
      くろべ漁協 
10月 23日 ＹＫＫ 
10月 24日 黒部まちづくり協議会 
10月 25日 宇奈月温泉観光協会 
10月 27日 黒部市観光協会 

ヒアリング等の結果 

（１）はじめに 

①観光振興への取

 

 
出された意見については以下、分野ごとに整理した。 
 
（２）旅行市場 
●団体から小グループに変わってきて、リピーターも増えている（生地まちあるき）。 

・ツアーよりグループの方が案内しがいがある。量でなく、質が問題。 
・添乗員をガイドすることもあって、同じ会社でも方々からツアーが入る。 
・リピーターも多く、一度来た人が家族で来たり、口コミを聞いて来たり。 
・再訪客確保のため、花火、冬の立山など季節の説明や、別のコースの紹介もしている。 
●団塊世代市場への対応は、金と時間があり目も肥えているので、一番悩ましい。 
・散策ルートづくりと、旅館側の勉強（トロッコに同乗して説明）が重要になる。 
・ナチュラリストに説明してもらって回る旅行会社のパック商品（オプション）はある。 
●団塊世代の趣味客の取り込み方法が鍵で、同好の士を集める戦略が重要。 
・「月と宇奈月」など毎月テーマを決め、俳句や絵、写真などのアマチュアを集め、一緒に
まわって作品制作、翌月作品を選考展示する。年間の大賞を選び、ネット等で発表。 
●団塊世代の個客のあとは、外客のマーケットが重要になる（アジア蔑視の克服を）。 
・料金的に海外の方が安いし、団塊ジュニアは言葉も堪能。国内に目を向けさせる策。 
●観光協会では、客の年齢層に対する取り組みは行っていない。 
・当社では団塊世代（そう裕福でなく嗜好はわがまま）と団塊ジュニアの女性。 
・３世代の「グッドファミリー」。結婚、長寿等の慶事旅行を商品化。 
 
（３）交通変化・情報発信 
●首都圏客は今でも鉄道利用が主。新幹線開業での時間短縮は宇奈月通過になる危惧。 

・東京からは「富山は遠い」、電車で５・６時間と思われている。 
・「３時間後には宇奈月にいる」ことを訴えること。 
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通 、対策を考える必要。 
トロッコ乗車、降りてくるのが２時。 

験できないもの（施設、味覚、イベント）をつくることが先決。 
・

金沢へ雷鳥（高割引率）、そこからバスでアルペンルート等。 
●首都圏と、東海北陸で静岡までを重点に（たとえ関西が減っても）。 
●新しい発想の情報発
・総花的でなく筋の通 てもらえばいいので。 
・出向宣伝より、新聞 起用などの方が効果的。 
●富山県と長野県との間に連絡道路がない（３ルートの一元化の動き）。 
・長野からワゴン車で釣りに来る人も多い。安く泊まれる施設を。 
・立山道路を（ジャン
 
（４）広域観光 

●行程の関係でたとえこちらが従になっても、観光は広域で取り組むこと。 
・マーケットインの視点が重要、他との連携なくして地域の自立はあり得ない。 
産業観光も広域で考えることが大切だ。水や電源開発はテーマとなりうる。 

も副になるのは面白くないので、相手をよく見極めて。 
 

・

 
。 

は高い。 
口コミでインセンティブ・ツアー（ハナ単価の３倍）等に結びつくのがメリット。 

除してまで追求すべきか疑問だ。 

ぜて）。 

●新幹線開 後のシミュレーションをして
・８時東京出発、10時半宇奈月着。11時
・宇奈月でしか体
終点から奥は難しいのなら、ガイドもつけてトロッコ駅一区間を歩かせては。 
●東海北陸道全通で中京圏からは日帰り客が増えるだろう。 
・中部はバスが多く、関西は

信が必要だ。 
った 報 調

、タレント
情 発信力が鍵だ。細かいことは べ

全面広告、エージェント回り

ボ）タクシーに開放して欲しい。 

・
・広域観光でいつ
●新川地域観光振興懇談会、新幹線駅がらみで黒部が広域観光振興のリーダーシップを。
・組織体制の強化が課題。「新川」という名前でいいのか。 
・観光推進の組織を作るならキーマンが最初から入っていることが不可欠。 
・誘致したスポーツ合宿・大会を地域振興に結びつける仕組みが必要。 
●新川のマイナーな観光地を回る県民向けバスツアーを商工会とも連携して開催。 

・いろいろな商品をつくって実験をしていけばいい。 
●観光の広域化の中で、県内だけでなく県外の観光ボランティアとの交流も大切。 

 

（５）国際観光 
●世界的な視点から見ても満足できる地域になることが不可欠。 

外国人労働者受入れは避けようがない。真の国際化をめざす地域づくりが必要。 
●台湾客のトロッコ乗車は少ない。今後とも韓国を重点にしていく。 

・韓国客は、今年は１万人にはなるだろう（アルペンもほぼ同数）。 
・韓国には大峡谷がないこともあって、乗車満足度は高いようだ。
●外客は１部屋２人（一人8000円）なので旅館では難しいし、100室はないとムリ
・ハナ・ツアー（韓国のＪＴＢ版）は、文化の違いはあるが客のレベル
・
・単価が倍以上の国内客を排
・温泉自体キャパが小さいのだから、外客でなく別の活路を探すべきだろう。 
・最近は日本人のツアーに乗る例も出ている（言葉の分かる人を交
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）。 

し入れ。 
、いまのプログラムでは対応できない。 

７）宇奈月温泉 
 

に。 
 

。 

乗車後宿泊するかだった。 

 
 

てが体験できる。 

平和の像からの扇状地、能登半島などは最高の撮影ポイント。 
から引湯管で引いているというのはもっとＰＲすべきだ。 

たことが致命傷。 
整備を怠ってきた。 
いる、②きれいで安

 

平成８年、商工会が温泉会館建設を提案、町の総合計画に「湯遊会館」で位置付け。 

（６）産業観光 
●産業観光開始の直接のきっかけは、知事からの度重なる要請。 
・最大の課題・技術流出の防止は、やりながら考えていく方針（高校までは問題ない
・会社としては広報の位置づけで、広告宣伝費として処理。 
●ＹＫＫが産業観光を行っていることは、知られていない。 
・県は北東アジアを予定しているようだが、現在は殆ど日本人。 
・４カ国語のチラシを用意しているが、英語以外は通訳できないと県に申
・通訳を連れてくると時間が倍かかり
・県内７割で「黒部は山」というイメージを変えるためにも、県外客に広めたい。 
・旅行会社はなかなかツアー商品にしてくれない（マージン）。時間がかかるだろう。 
●宇奈月温泉等からもっと利用して欲しい。 
・集合場所、生地のまちの整備などの問題もある。 
 
（
１）入り込み数

●温泉の売り上げは、最盛時の平成５年の100億が現在60億円に。 
・その間、旧宇奈月町（主に温泉街）の商業者の売り上げ 120億円が今は 80億円
・温泉が好調の時は地元購入が多いが、不況になると遠方でも安いものに転換。
・2000人以上いた仲居は派遣社員に変わってしまい、商店の売り上げも減
・派遣社員のため、客の質問にもまともに応えられない状況も出ている。 
●高速道開通までは、宇奈月に前泊してトロッコに乗るか、

・エージェント頼みで、ネットも手がけているが１割もいっていないだろう。
・トロッコ客の減少、鐘釣折り返し（による宇奈月通過）も温泉に打撃。
２）宇奈月の強み・弱み 

●宇奈月の強みは、全部揃っていること。30分以内で全
・都会と違って景色が日々違う。大きいし奥が深いので飽きない。 
・
・高温の湯を黒薙
・高温の黒薙源泉の良さをＰＲすべきだ。源泉情報を流そう。 
・東京で絶対まねが出来ないのは自然（冬景色は特に売り物）。 
●宇奈月の強みも弱みもトロッコ。それに甘えて、努力をしてこなかっ
・トロッコは「運ぶ」ことだけしか考えてこなかったし、温泉は環境
・観光地成功の秘訣は、①歴史が保存され見るに値するものになって
全な（公園のような）環境が用意されている（檻がない旭山動物園）、の２つ。 
・黒部川をふれることが出来ない（自己責任で柵のないグランドキャニオン）。 
・夕食後就寝までの間、やることがない。 
●それぞれの温泉に「黒部峡谷温泉郷」の冠をつけたらどうか。
３）総湯会館 
●総湯会館（湯遊会館）の計画経緯。 

・
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生プロジェクトで、温泉街再生計画を策定。 
費 45億を計画。 

泊にもつながらない。 
23万人。600～800円。 
題。 

ない。まちづくりの理念が必要。 

セレネ、麦酒館、炊飯センターしかり、観光はこれまで行政におねだりしてきた。 
ている人は殆どいない。そうした中で、またぞろ総湯会館だ。 

●新幹線が開業する「８年後の宇奈月温泉像」を明確にすることが大切だ。 

確に。 

が発生。 

を運行。 

・湯の町の情緒もないので、総湯会館から坂に排湯を流したらどうか。 
。 

満たす）。 

を広げることも大切。 

●
らう。 

入浴と食事をするなど。 
考えるべき。 

●宇奈月の方々に産業観光をオプショナルツアーとして、利用してもらいたい。 
、まずは試してもらって改善を。 

・16年度に都市再
・温浴施設、商業拠点、立ち寄り湯ネットワーク、駐車場、総事業
・メインの総湯会館は事業費 13億円（まちづくり交付金）。 
●総湯会館は20～30万規模で集客できる施設にしないと、宿
・朝日「らくちーの」で 15～20万人、金太郎温泉も日帰客が
・類似施設は多いので、ソフトも含めてどういう施設にするかが問
・旅館、企業保養所の閉鎖などによって、お湯が余ってきているので好機だ。 
・健康、福祉などとの結びつけ、旅館の営業戦略にも使えるものにしたい。 
・公設民営で管理運営母体が課題、商工会と黒部商工会議所が中心となることも。 
●十何億かけて総湯会館を造るより、既存のものを活用すべきだ。 
４）まちづくり 
●努力してきたが宇奈月のまちは基本的に変わってい

・
・事態を真剣に考え

●比較優位性・強み、譲れない点、宇奈月温泉の社会的意義・展望を明
・明確な展望なしで「とりあえず総湯会館」になっているのではないか。 
・方向性が決まったら、総湯会館は止めにして、重点的に支援したらいい。 
●まちづくり・まちあるきがポイント。小布施のような町が出来ないか。 

・売上げを生まない防災設備のコスト吸収のため、旅館による客の囲い込み
・まちあるき（足湯、ショットバーなど）である程度時間がつぶせること。 
・延楽、延対寺、サン柳亭、喜泉、桃源の５軒で宇奈月温泉駅まで共同送迎バス
・温泉駅に無公害の共同送迎バスを、もっと歩いてもらってもいい。 

・地鉄電車（土日は、持込み可）も使って自転車を楽しむことも考えられる
５）資源開発・ブラッシュアップ・他との連携 
・極論だが、公園の中に大露天風呂をつくったらいい（池をお湯で
・セレネを趣味の発表の場に。 
・絵手紙のコンクール、富山のカルチャースクールのツアー。 
・セレネのコンベンション客、ビジネス客に対応し、宿泊施設の幅
・「景観条例」の制定。 
・面影公園の活用、温泉スタンド・遊歩道（猿と出会える）などの整備。 
・小屋平の沈砂地や展望台はいい資源（軌道敷きを歩く必要がある）。 
これからはビジネスパートナーの開拓が大切となる。 

・３年ほど前から、生地まちあるきと宿泊セットの商品を旅行会社につくっても
・富山のビジネスホテルに宿泊し、宇奈月で
・１泊や２日では温泉にならない、湯治や移住（住宅配湯）なども

・人数とか、集合場所に不平を言う前に
６）意識・推進体制 
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消化しているだけ。 

による支援が不可欠。 

（８）黒部峡谷鉄道 

向）。 

ルペン通過。 

欠。 

どをしている。 
。 

質問）。 
・ビジターセンターの建て替えでは、景色だけでなく、人も見える映像を。 

 
るプログラムも個人客向け。 

改善できない。 

るのでなく、電源開発の歴史などを話す（行き帰りで分ける）。 
 

ない。 

・一夜干し（イカ等）づくりは、２回足を運ぶ必要がある。 

●観光協会・旅館組合とも時の課題対応よりは、決まった行事を
・規模、年齢、意識等の違いで旅館の足並みを揃えるのは無理。世代交代が必要。 
●旅館の存廃は経営責任だが、地域の可能性・新メニュー開発

・護送船団方式、援助観光はもう続けられないという危機感は浸透しているか。 
・公園清掃など町のために自ら汗を流す気運を高めないとどうにもならない。 
●宇奈月温泉観光協会の財源が今後問題になる。 

・観光協会の財源は、半分が旅館組合で、残り半分が町（現在は市）。 
・黒部市にも観光協会があるので、その負担方法が今後の課題となる。 
・「湯巡り」札に多少上乗せして、観光協会や旅館組合の財源にする。 
 

●最近の乗客は49万。ツアーは東京、個人客は近間が中心。 

・高齢者・熟年客が多く、年金等可処分所得が落ちているためか。 
・仙台への売り込みで客も一時増えたが、需要が一巡して下降（関西客も）。 
・ツアー客は鐘釣折り返しが多くなって、客の半分までに（個人客は欅平の傾
・所要時間と単価が原因、パックツアーは色々盛り込みたいから。 
・鐘釣～欅平は 20分で、折り返し時間も入れると１時間違ってくる。 
・午前中は近隣の個人客・宇奈月宿泊客、ツアー客は１時台乗車が多い。 
・朝東京などを立ち１時頃トロッコに乗車、４時頃下山して宿泊地。翌日ア
・昔は保養所なども多く、午前の便が混み合った。 
●知名度は高いが、来訪行動に結びつけるには「話題性」の発信・更新が不可

・景色目的より、珍しい乗り物の乗車を目的にした客が増えている。 
・リピーターはそう多くはないと思うが、子どもを重視しプレゼントな
・景色に変化がなく、峡谷鉄道ではリピーターを呼ぶのはムリではないか
●欅平に、参加型で20～30分楽しめるものが不可欠（「行って何ができるか」の

・名剣温泉までの道路、足湯、展望広場等を整備すれば、個人客が見込める。
・ナチュラリストから説明を受け
・国立公園第一種地域や軌道法などさまざまな制約からなかなか
●トロッコは輸送手段から、産業観光施設に脱却すべき。 

・テープで景色を説明す
・車内の説明は景色が一番。電源開発などの話は嫌うし、説明しきれない。
・旅は大変だったことが記憶に残るので、快適性を高めるだけが能では
・レトロ車両の導入を考えている。 
・関電専用軌道は希少価値、開放は県の交渉力に期待したい。 
 
（９）滞在化・通年化のための資源開発・連携 
●体験漁業、体験加工などのメニュー開発・定着。 
・干物づくりは材料の安定供給がネック。 
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を。 
のオプション）。 

清水は西側で、建て込んでいる東側は路地が面白く、田中冬二ゆかりの地。 
を、橋の近くに設置してほしい。 

の方が可能性は高い。 
分け作業の見学。 

感動的。 

を。 

る（滞在型）。 

住も。 

づくりが目標。 

。 
欧型を目指す気運が出てきた。市民力の結集。 

どが大切。 
観光客は買いたいのに買えない状況で、ビジネスチャンスを逃している。 

思いをしている。 
変革が不可欠。 

ない。酒蔵見学や試飲についても消極的。 
さめてしまう。 

・空き漁家、農林体験実習館の活用。 
●漁師町を観光に行かす。 
・漁港の周辺をキレイにして、組合員のもてなしの気持ちを高める。 
・チャンチャン焼きなど、漁協としてもいろいろな試行をしている。 
・料理教室・料理コンテストなどで、魚食の普及を。 
・漁師の空き家の活用策として、都会人の短期滞在
・空き漁家で漁師料理や、漁獲したての刺身料理を振る舞うなど（旅館
・清水の通りに名前をつける。家の屋根に風見魚を。 
・清水だけでなく、もっと違ったコースもつくった方がいい。 
・
・旋回橋が開いた写真
・地引き網は漁獲が落ちて継続が危うい。「定置網」「船引き網」
・乗船して定置網の網上げ、沖合の船引き網の漁獲風景、漁港での仕
・船引き網は冬期、日４回操業。１月 20日から１ヶ月間はヤリイカがピークで
・遊漁船組合結成の計画（トイレ付き漁船５隻で）。 
・生産していない石田港は魅力がないので、周辺にコテージでも整備
●海と山が近いことをもっと知ってもらい、宇奈月温泉と連携。 
・旅館の若手は、客を生地の町歩きに連れていっている。 
・旅館が２泊のコースを作成し、生地で宿泊や飲食のクーポンをつくる。 
●温泉に連泊して、周辺を観光してもらう商品も考え
・トロッコだけでなく宇奈月自体が「盲腸」、行ったら帰ってくるしかない。 
・東京では既にそうなっている（東京から箱根、日光など）。 
・パソコン習熟と合わせた「自分史」のＣＤづくりを商品化できないか。 
●観光の目玉を明確にして、10日間など長期滞在のプログラムを。将来的に移

・絵、釣りなど、宿泊は廃校等を利用して低廉に、食事は町で。シャトルバスの充実。 
・四季の（景色の）活用を。 
 
（10）観光まちづくり・産業振興 
●２０世紀型観光を反省し、２１世紀型観光を目指している。 
・「訪れたい、住んでみたい、住み続けたいまち」、観光まち
・単に観光産業を振興させようと言うのではなく、地域の人が喜ぶように。 
・人に見られることによってドレスアップする。町全体のブランド化。 
・かつての「中長期ビジョン」や「草の根国際交流」などが考え方の底流にある
・成熟社会になって日本もようやく西
・観光客・外客を受け入れるよう市民意識への浸透、景観条例な
●

・観光ボランティアは、商業者に対して歯がゆい
・地域の商業者は仕入れの努力などしていない、意識
・蒲鉾屋は卸なので、魚の駅で購入するしか
・見たら買いたいというのが客の心理で、魚の駅まで行く間に
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食前しかつくらないので、観光客には買えない。 
購入により延命している面もある。 

は好機。 
が、遅い。 

放も）。高齢者専用コースも開発。 
た（雪が少ない）。 

どうか。 
要。 

。 

ていない。 
旅館等で。 

・立焼き（鯖・いか・鰈の串焼き）も夕
・店を閉める話が、観光客の
・関係者の話し合いや仕掛けづくりが必要だ。団塊世代の大量リタイア
●地元の人（お年寄り）が観光客に声をかけるようになったのは前進だ
・高齢者も多いので、要所に休憩所を（ギャラリーの開
・若い人も歩いている。都会から移住したいという人もい
●黒部ブランド品づくりも重要。 

 
（11）推進体制 

●宇奈月温泉観光協会がイベント、旅館組合が温泉誘客を担当。 
●観光振興計画の中に実験チームをつくるか。 
・個人で出来ることはやってもらうのが原則、無理なものは考えてもいい。 
●第一ステップを踏み出すため、観光協会が提言・支援すべきでは。 
・ＹＫＫツアーズは旅行企画の出来ない３種事業者なので、早く２種に。 
・２種事業者化を観光協会のテーマにしてしまうのは
・生地の町歩きでは金が落ちていない、店に対するカウンセリングなどが必
・農協倉庫の窓を大きくすれば海が見られて素晴らしい空間になる
●観光は総合産業なので、行政が取り組むべき課題。 

・産業観光の正念場はここ１年とか。宿泊客増など産業観光の効果が十分出
・モデルツアーを仕掛けるのは行政で出来るが、人・グループの管理は
 
（12）計画への要望 
●数値目標の明確化。 
●連絡道路などは、スネーク市のように400年計画で展望すべき。 
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表４－３－１ 黒部市観光の評価 

４－３ 課題の整理 

 
（１）ＳＷＯＴ分析 
マーケティングでよく用いられる「ＳＷＯＴ分析」の手法により、本市観光の強みや弱
点等を整理した。 
 

 
項  目 内    容 

強み 
（Ｓtrength） 

・日本有数の高温の温泉 
・名水百選に選ばれた黒部川扇状地湧水群

・北陸ブロックの入口で、広域交通の要衝の位置を占める 
・海と川と山が一体化した多彩な資源 

源 

 

、日本海の夕日、扇状地の夜景など）

・特Ａ級（黒部峡谷）、Ａ級（黒部ダム、黒部湖）資源 
・黒部峡谷鉄道、宇奈月温泉など全国的に有名な資
・電源開発のドラマ 

・知名度の高い黒部川扇状地とＹＫＫ 
・四季・時刻による自然の変化の美しさ 
（僧ヶ岳雪形、峡谷新緑・紅葉、桜・椿  
・農業、漁業、近代工業、地場産業など産業の幅広さ 
・国内外などとのネットワークの強さ 

弱み ・宇
（Ｗeakness） ・観光地の景観・休憩施設（トイレ・食事処等）

・冬期の客減少、リピーターも多くない 
・黒部峡谷鉄道の駆け足観光化 

奈月温泉の基本コンセプトの不鮮明さ 
整備の遅れ 

・観光資源相互の連携が不十分（テーマコース、交通等） 
・市民ホスピタリティの未開発 
・観光ボランティアガイド等の不足 

・温泉集客の団体依存・ニーズ変化への対応の遅れ 

機会 
（Ｏpportunity） 

・市町村合併による観光資源の拡大 
・ＹＫＫ産業観光のスタート（平成18年夏） 
・東海北陸道の全通（平成19年度） 
・北陸新幹線開業（平成26年度）により、東京から２時間余り 
・団塊世代の大量退職 
・ロハスなど新しいライフスタイルの潮流の強まり 
・東アジアでの人口爆発・所得水準の向上 
・外客誘致の全国的な推進 

脅威 
（Ｔhreat） 

・海外旅行の増大による国内旅行市場の縮小 
・富山空港のチャーター便の減少 
・外客誘致の競合激化 
・黒部峡谷鉄道利用者の減退 
・宇奈月温泉旅館客の落ち込み 
・新幹線他駅への乗降客の流出（駅間競合の激化） 
・通過観光客の増大、市内宿泊客の減少 
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観 を推進するため、地域ならではの魅力を高め（プレミアム戦
）、的確な情報発信（コミュニケーション戦略）によって来訪者を増やすとともに、地域

度を高める（ロイヤルティ戦略）ことにより、再訪や長期滞在など
を

①地域の魅力の向上 
まずは、旅行ニーズの変容 しながら、地域の強みを
ラッシュアップし、他の観光地との差別化を図って魅力・競争力を高めていくことが重
要であり、このため、観光資源の見直し・新
などが課題となる。 
 
②情報の発信 
第二には、本市の魅力を広く知ってもらうことで、発信する情報の内容を厳選するとと
もに、効果的な発信方法を明らかにすることが課題である。 
 
③来訪者満足度の向
第三には、来訪者に心
で、このためには、市 ス等の改善
などが課題である。 
 
④推進体制の強化 
第四に した 民間・市民が連携して
推進 を
 

（２）課題の整理 
本市の「 光まちづくり」
略
をあげて来訪者の満足
促すことが、観光振興の課題である。 
 

や国際化など市場環境の変化に対応
ブ

規整備・ネットワーク化や、国際観光の推進

上 
から満足してもらえる地域の受け入れ体制を整備・充実すること
民の「もてなしの心」の充実、宿泊・案内・交通アクセ

は、こう
するための体制

課題を克服するための事業や施策を、行政・
しっかり組んでいくことである。 
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（１）２１世紀は「水の世紀」 

健康、④農業、⑤生物多様性とともに「最重要分野」の一つと位置
付けたが、この背景を 2003 年「第３回世界水フォーラム」の事務局資料から整理してお
こ

％に過ぎない 
●水が原因で、世界では年間 500～1000万人が死亡している 

どもたちが８秒に１人ずつ死んでいる 

には 48カ国で水が不足する見込み 
●世界人口の 50％に対して、下水道などの衛生設備が未整備 

種が水の汚染で絶滅の危機にある 

ンの水が必要〉 
 
水は最重要分野の一つではあるが、単に５つのうちの一つというに止まらず、他の４つ
のベースになっている点は重要である。 
こうした潮流も受けて、近年「ロハス」に関心が高まっている。Ｌifestyle Ｏf Ｈealth  
Ａnd Ｓustainabilityの頭をとってロハスと名付けられたこの造語は、「健康と持続可能な
社会に配慮したライフスタイル」を意味し、使い捨て文化に対する反省として 1998 年に
アメリカの社会学者ポール・レイと心理学者シェリー・アンダーソンが提唱したものであ
る。わが国でも、大量生産、大量消費、大量廃棄などへの疑問、資源・環境問題等に対す
る認識の高まりから、国民の間に急速に浸透してきており、２１世紀のキーワードとなる
と予想される。 
 

第５章 観光振興戦略
 
 

５－１ 基本理念 

1995年、世界銀行副総裁のイスマル・セラゲルディンは「２０世紀の戦争が石油をめぐ
って戦われたとすれば、２１世紀は水をめぐる争いの世紀になるだろう」と予測した。 

2002年、ヨハネスブルグ・サミット（持続可能な開発に関する世界首脳会議）は、①水
を、②エネルギー、③

う。 
●地球上に存在する水は、およそ14億立方キロメートル 
●そのうち約 98％は海水で、利用可能な淡水は全体の 0.8

●水が関わる病気で子
●途上国における病気の 80％の原因は汚れた水 
●世界では12億人が安全な飲料水を確保できない 
●そして 2025年

●淡水魚の20％の
●農産物等の輸入は水（バーチャルウォーター：仮想水）の輸入 
〈＊１トンの穀物を生産するには、通常約 1000ト
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（２）黒部は黒部川の
名水百選にも選ばれ 治水、湧水・温泉、
業水利・流水客土、水棲動植物、電源開発、産業立地などあらゆる面で「水の恩恵」を
けながら今日まで歩んできた。まさに「黒部は黒部川のたまもの」と言えるのである。 

国 るのは「水の恩恵」に浴して歩んできたことである。こうした
を の新たな流れも踏まえながら、本市の個性をさらに伸ばしてい

の「観光動向・ニーズの変化」で見たように、今後比重を高める個人・グループ
旅行 要になってくる。 
フ へ向かって』
（19 れた義務から解放さ
れた な知識や能力の養成、
自発 全く随意に行う活動の総体」と規定
している。これも参考に、旅の動機・目的を整理しておこう。 
ビ で人が旅に出る理由は、①気晴
らし きるであろう。「気晴
らし 事などが該当する。「癒し」は
心身 分を磨き（高め）
たい」 礼は心、俳句
吟行や撮影旅行は技、トレッキングは体などといった具合である。「貢献」は自分の力を旅
先

じて同行者や旅先の人々との交流を深めたり、
思

なる。 
のためには「顧客満足」を高めることが不可欠であるが、ＩＴ化等「情報の一人歩き」

によって旅行客の期待が膨らむ結果、「期待はずれ」と評価される危険性も高まる（かとい
って期待を高めないと、来てもらえない）ので、地域としては提供する情報と実施するサ
ービスとの関係について、十分に注意する必要がある。 
 

たまもの 
た「黒部川扇状地湧水群」を擁する本市は、治山

農
受
本市を全 的に際だたせ
歴史と特性 基本に、時代
くことを目指して、 

「命育む水の王国」 

を観光振興計画の基本コンセプトとして、国の内外に広く情報発信する。 
 
（３）旅の動機・目的 

第３章
では、旅のテーマや目的、自分にとっての意味がますます重
ランスの社会学者ジョフレ・デュマズディエ（1915～2002）は『余暇文明
72年）の中で、余暇活動を「個人が職場や家庭、社会から課せら
ときに、休息のため、気晴らしのため、あるいは利得とは無関係
的な社会的参加、自由な創造力の発揮のために、

ジネス旅行を別にすれば、貴重な時間と金を使ってま
、②癒し、③研鑽、④貢献、⑤絆・思い出づくりの５つに要約で
」は日頃のストレス等の解消であり、スポーツ見物や食
の休養・リフレッシュを目的としている。「研鑽」は旅を通して「自
という気持ちで、心・技・体の３つの領域が考えられる。例えば、巡

で役立てようとするもので、研鑽ともかなり重複するが、例えば、災害復旧ボランティ
ア等が思い浮かぶ。「絆」については、旅を通
い出づくりをすることをねらいとしている。 
旅行者の知的水準が高まり、また旅慣れて来るに従って、自らの成長と他への貢献を目
指す「自己実現の旅」が、今後の主流となってくると想定される。 
 
（４）再訪の要因 
観光による地域振興を図る上では、訪問を一度だけで終わらせず、何度も訪れてもらう
ことが今後重要と
そ
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－１－１ 顧客満足の型 
 

表５

実際 
期待 

大変よい よい 悪い 

大きい 感動・感激 期待通り 期待はずれ 
小さい 凄い 思いの外 案の定 

 
顧客満足度の第一は、旅の動機・目的がどれだけ達成されたかであり、期待以上のサー
ビスに出会った感動（時間的要因 考えられる。再訪の二つ目
の要因として、旅先の空間の質も見落とせない。時間と金をかけて、わざわざ不快な場所
へ
三つ目に、旅先で受けた「もてなし」が旅の印象を決定づける。とはいえ、それらを享

かかるのであれば、再訪はおぼつかない。四番目の条件は「リー
ズ

動的
な

）が、口コミや再訪を促すと

行くということはないからである。 

受するのに法外な費用が
ナブルな料金」ということになる。 
従って、客に再び訪れてもらうためには、①美しく居心地のよい「空間」と、②感
充実した「時間」、③そして地域の人々が「心からのもてなし」を、④「リーズナブルな
料金」で提供できるかどうかが鍵になると考えられる。 
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－２ ターゲット 

計画の効率性・実効性を確保するためには、対象となる地域・客層を明確にして、重点
的に働きかけていく 要で
そこで、観光市場の流れや交通ネットワークの変化等を念頭に置いて、本市観光の今後
主要な客層を次表のように考える。なお、ターゲットは交通機関の整備とも関連して、
時

５

ことが重 ある。 

の
期ごとには、５－４のように想定する。 
なお、東アジア・欧米の個人グループ客とは、過去に団体ツアーで日本を訪れて再訪し
た個人ツアー客、バックパッカー（ジャパンレールパスなど利用）、在日外国人などを指す。 
 

表５－２－１ 今後の重点ターゲット 
 
地 域 顧客属性 旅行目的 備 考 

小中学生 環境・体験学習等 学校行事 
子連れヤングファミリー 周遊観光、体験等 団塊ｼﾞｭﾆｱ等 

県内・ 
近隣地域 

中高年者のグループ 周遊観光、飲食、交流等 日帰り 
子育てを完了した熟年夫婦 周遊観光、癒し、絆確認等 団塊世代等 首都圏・ 

中京圏 中高年者のグループ 周遊観光、飲食、交流等 一人旅も 
全国 趣味客（文芸、登山、温泉等） 創作、鍛錬、癒し、交流等  

東アジア団体旅行客 周遊観光、癒し等  海外 
東アジア・欧米の個人グループ 自己研鑽、体験等 新幹線利用 

 

５－３ 主要目標 

 本計画では、現況（平成 17 年）の実績を踏まえ、平成 26 年の観光入り込み客を 250
万人、宿泊客を 80万人にすることを目標とする（表５－４－１参照）。 
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（

成出来るものではなく、段階を踏んで実現して
い

こととする。 

③長期（平成 23～26年） 
 
２）各期の課題と重点施策 

道 ・20 年 観光振興
に広く理解してもらうとともに、新幹線開業を念頭に置いて、旅行新商品の開発や人材の
養成など結果が出るまでに時間のかかる分野の施策を重点的に進めることとする。また、
全 て 組織体制の
こ の ーツアーと
して 住

２）中期 

には、新幹線駅とその周辺の整備が開始される。短期に開発し

発掘と創造を進
る。 
この期については、県内・近隣地域に加えて、首都圏からの受け入れを増やしていく移
期と位置づけられる。 
 
３）長期 
長期（平成 23～26 年）には期首に駅舎が完成し、新幹線開業が現実感を持ってくる。
このため広域観光を推進しながら首都圏へのＰＲを重点的に展開するとともに、東アジア
等からの外客受け入れのための体制の確立に努める。 
この期の来訪者は、首都圏、全国、海外の比重が高くなる。 
 

５－４ ステージ計画

１）時期区分 

設定した基本戦略や主要目標は一挙に達
くことが必要となる。 
本計画の目標とする平成 26年の北陸新幹線開業に向けて、平成 19年からの８カ年を次
のように３期に区分して、施策を進めていく
①短期（平成 19・20年） 
②中期（平成 21・22年） 

（

１）短期 
東海北陸 が全通する短期（平成 19 ）には、策定なった 計画を関係者

市をあげ 観光を推進するため、 整備を図る。 
の段階 主なターゲットは、県内・近隣地域と中京圏であり、一部モニタ
首都圏 民を対象とする。 

 

中期（平成 21・22 年）
た旅行商品の改善を図るとともに、広域観光体制の構築と市民意識の啓発が求められてく
る。首都圏への本格的なＰＲ開始を前にして、さまざまなネットワークの
め

行
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時期ごとの目標値（千人） 表５－４－１ 
 

 現況（17年） 短期（20年） 中期（22年） 長期（26年） 
延べ入込み客数 1,709 1,800 2,100 2,500 
うち県外客 479 700 800 1,000 
延べ宿泊客数 513 600 700 800 
うち外国人客 5 10 20 50 

 
表５－４－２ 時期ごとの重点施策 

 
期 年 主な契機 基本課題 重点施策 

短期 ●東海北陸道全通 
係者の合意形成

●新商品の開発 
人材の養成 
推進体制の強化 

・観光振興・ＰＲ戦略の普及・浸透 
・モデルコース・体験プログラム等の開発 
・ガイド等の養成開始 
・観光協会の統合、関連組織等の連携強化 

19～20 ●
●

 ●関

中期 
1～22 

 ●広域観光の推進 
●市民意識の啓発 
●対外ＰＲへの準備

・広域観光推進体制の確立 
・市民もてなし意識の醸成開始 
・首都圏等へのネットワークの充実強化 

2

周辺整備開始 ●新商品の改善 ・モデルコース・体験プログラム等の改良 ●駅

長期 
23～26 

●新幹線駅舎完成 
 
 

●広域観光の推進 
●新商品の定着化 
●対外ＰＲの展開 

・広域観光コース等の開発 
・広域コース等との調整 
・首都圏ＰＲ、

●北陸新幹線開業 ●国際観光の推進 ・受け入れ体制の確立 
海外ＰＲの展開 

 



 67

－５ 施策の体系 

第４ 第 け
ての戦略を図５－５－１のように定め、５本の柱に基づいて、以下の施策の推進と展開を
図る。
 

┌─１．観光資源の整備・───┬─①主要観光資源の位置づけ 
│    の整備・更新 
│    （歩き）観光の推進 

       ├─④体験観光
┏━━━━┓ │     
┃ む    
┃ 国┃ │       設定 
┗━━━━┛ 際 ─

  
│      
├─３．情報

  向け 
│      

て ─ 向上 
│              ├─②通年化・長期滞在化の促進 
│              ├─③リピーターの拡大 
│              │       ・定住化の促進 
│              ├─④観光ビジネスの振興 
│              ├─⑤交通アクセス等の改善 
│              └─⑥環境の保全・美しい景観の創出 
└─５．推進体制の強化────┬─①観光協会の統合等 

├─②市民ボランティア等の育成 
└─③広域観光推進体制の確立 

 
 

５

章の課題および ５章の基本的な考え方を踏まえて、本市における観光振興に向

 

ネットワーク化   ├─②観光資源
          ├─③まちなか

│       の推進 
         ├─⑤産業観光の推進 

 命育  ┠─┤           ├─⑥広域観光の推進 
水の王        

観光の推進─ ─
└─⑦モデルコースの

├─２．国
│    

─ ┬─①商品づくり 
        ├─②宣伝の促進 
        └─③受け入れ体制の整備 
発信・誘客の促進─┬─①基本方針の明確化 

│            ├─②個人・グループ客
        └─③エージェント向け 

├─４．も なし環境の整備─ ┬─①もてなし意識の



 

 

 

  

 

 

新幹線駅周辺開発ゾーン 
（滞在型広域観光ﾈｯﾄﾜｰｸ） まち歩き観光開発ゾーン 
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山川海の連携観光開発 
山、川、海を一体にして楽しむ立体
的に楽しむことのできる観光メニュ
ー開発を進める。 

 

海洋レジャー観光開発ゾーン 

海
洋
レ
ジ
ャ
ー
・
海
洋
リ
ゾ
ー
ト
空
間 

シ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
地
域 

石
田
フ
ィ
ッ
シ
ャ
リ
ー
ナ
利
活
用
促
進 

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
大
島 

キ
ャ
ン
プ
場
整
備 

フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
活
動
（
釣
り
バ
カ
日

誌
１
３
ロ
ケ
地
） 

（
仮
称
）
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
大
島 

黒
部
国
際
カ

ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

 
産業観光開発ゾーン 

農山村観光開発ゾーン 

都
市
農
村
交
流 

グ
リ
ー
ン
ル
ー
リ
ズ
ム
・
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
地
域 

農
村
体
験
観
光
ツ
ア
ー
開
発 

新
川
育
成
牧
場
利
活
用 

宇
奈
月
温
泉
街
周
辺
ゾ
ー
ン 

宇
奈
月
ダ
ム
周
辺
ゾ
ー
ン 

愛
本
橋
周
辺
ゾ
ー
ン 

布
施
川
ダ
ム
周
辺
ゾ
ー
ン 

大
谷
ダ
ム
周
辺
ゾ
ー
ン 

森
林
公
園
利
活
用 

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
（
鋲
ヶ
岳
・
僧
ヶ
岳
・
駒
ヶ
岳
） 

広域滞在型観光開発 
新幹線開業に向けて広域滞在型観
光メニューの開発を進める。 

阿古屋野 

宮野運動公園野外 
ステージ「ミューズ」 

布施川ダム公園 

生地浜海岸 

石田浜海岸 

新川育成牧場 

中心市街地開発ゾーン 

魚の駅「生地」（漁協直営） 

新幹線新駅
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黒部奥山観光開発 

黒部峡谷観光開発 

山岳観光開発 

トレッキング 

エコツーリズム 

欅平周辺環境整備 

祖母谷温泉周辺観光開発

ダム周辺の観
光開発 
湖面、遊歩道、とち

の湯 

宇
奈
月
温
泉
と
の
協
働
企
画 

ツ
ア
ー
商
品
企
画
開
発 

・
統
合
企
画 

 

例
．
宇
奈
月
温
泉
‐
生
地
ま
ち
歩
き
ツ
ア
ー 

・
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
企
画 

 

例
．
清
水
の
里
生
地
海
の
幸
ツ
ア
ー 

・
派
生
企
画 

例
．
黒
部
峡
谷
鉄
道
連
携
ツ
ア
ー 

・
伝
統
文
化
活
用
企
画 
 

大
蛇
と
お
密
伝
説
ツ
ア
ー 

 

法
福
寺
、
山
本
家
周
辺
ツ
ア
ー 

産業観光開発 
ＹＫＫ産業観光を中心とする産業
観光メニューの開発を進める。 

 

黒部市の観光戦略 
黒部市は、山・川・海を一体にする立体的な

観光や・広域的滞在型観光、伝統産業・YKKな

どの地場産業・電源開発等をテーマにする産業

観光など様々な観光メニューを開発し、日常生

活を忘れて、じっくり・ゆったり、心身が癒さ

れ、楽しく観光してもらえる心温まるもてなし
の観光地・温泉地をめざします。 

図５－５－１  観光振興の戦略 
Ｙ
Ｋ
Ｋ
産
業
観
光
（
工
場
、

吉
田
忠
雄
記
念
室
：
ア
ン
ト

レ
プ
レ
ナ
ー
の
軌
跡
又
は

ベ
ン
チ
ャ
ー
） 

Ｙ
Ｋ
Ｋ
を
起
点
に
す
る
市

内
産
業
観
光
コ
ー
ス 

宇奈月温泉

街観光開発 
度
） 
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第６章 基本計画 
 
 

６－１ 観光資源の整備・ネットワーク化 

大きく変貌しつつある観光ニーズに対応しながら、基本戦略を実現するため、観光資源
の整備・更新、ネットワーク化を推進する。 
また、モデルコースや体験メニューなどは、モニターツアー参加者や来訪者の評価・反
応等を参考に、逐次改善・充実を図っていくこととする。 
 
（１）主要観光資源の位置づけ 

基本コンセプトの「命育む水の王国」に基づいて、主要な観光資源の位置づけ（観光価
値）を再編集することにより、テーマ性や訴求点を明確にする。 
 

１）黒部峡谷 
黒部峡谷は昭和９年 12 月に「中部山岳国立公園」に指定された日本一深いＶ字谷で、
流域の「白馬連山高山植物帯」は国の特別天然記念物、「黒部峡谷附猿飛ならびに奥釣山」
は国の特別名勝および特別天然記念物に指定されており、雄山や白馬岳への登山客も多い。
この峡谷は、①降水量が多く、②急流であるため、大正の中期から電力会社の注目の的と
なった。第一次大戦の影響でアルミが高騰して電力需要が高まり、タカジアスターゼを生
み出した高峰譲吉博士が大正９年、黒部川の水利権を獲得した。博士の死後、この権利は
関電の前身の一つ日本電力に譲渡され、世界的にも有数の電源開発が始まることになる
（『黒部の太陽』参照）。黒部川は農業をはじめ、電源開発、各種産業、観光など本市を育
んできた母なる川と位置づけ、歴史的なドラマを知ってもらうことに努める。 
 
２）黒部峡谷鉄道 

黒部峡谷鉄道は、わが国の近代化に不可欠だった電源開発のために建設された鉄道で、
第一級の「近代産業施設」である（大正 12年９月宇奈月～猫又が着手、昭和12年７月欅
平まで完成）。しかも軌間 762mm であり、こうした鉄路は「軽便鉄道」と呼ばれ、建設
費や維持費が抑えられることからかつては全国にあったが、次第に姿を消し、現存するの
は、当鉄道と近鉄内部・八王子線（延長8.8km）、三岐鉄道北勢線（同 20.4km）の３路線
だけで、大変珍しい路線である。日本一深いＶ字谷を縫い、峡谷の絶景が楽しめるほか、
当時東洋一の発電量を誇ったモダニズム建築を代表する黒部川第２発電所（昭和 11年 10
月運転開始、7.2万kw）も望める。こうした歴史や特徴等を発信していくこととする。 
 

３）宇奈月温泉 
宇奈月温泉は、かつては「桃原」と呼ばれ、花咲く山里であった。1924年（大正 13）
には、黒薙温泉が引湯されて峡谷の中の温泉街となった。権利濫用が争われ民法判例百選
の一番目に登載されている「宇奈月温泉事件」の舞台となり、事件の碑が街外れに建てら
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れている。泉源温度は高く、湯量の豊富さを富山地方鉄道宇奈月駅前の「温泉噴水」が象
徴している。新幹線が開業すれば東京から３時間足らずで「大自然の四季の変化」が味わ
える温泉地となるとともに、宿泊施設の集積の点からも滞在の拠点として重要である。 
 
４）生地 
わが国の「名水百選」に選ばれた「黒部川扇状地湧水群」を代表する生地は、「水の王
国」が実感できる絶好のポイントである。 
 
５）産業 

第一次産業、食品等の地場産業、ＹＫＫをはじめとする近代産業は、清冽で豊富な水や
豊かな電力資源を背景に立地・発展したものであり、産業・特産品についても黒部川の恩
恵が大きいことがわかる。 
 
６）水関連資源の発掘 
このほか、十二貫野用水（竜ノ口用水）、流水客土、愛本姫社のお光と大蛇伝説、下街
道・上街道、電源開発など、海・山・川を結ぶ水に関連した資源を発掘・整理するととも
に、来訪者に広く伝えることとする。 
 

（２）観光資源の整備・更新 

１）欅平ビジターセンター等 
黒部峡谷鉄道終点・欅平駅に隣接する博物展示施設で、黒部峡谷の自然や動植物、周
辺の歴史等をマルチスライドシステムや常設展示により紹介している。富山県が整備主
体となり、昭和 62 年に完成したが、施設及び展示の老朽化が進んでおり、全面的な更
新が望まれる。 
三位一体の改革により国立公園内の施設整備は国の直轄事業に移行されたことを受
け、平成 18 年に環境省・富山県・黒部市等で欅平ビジターセンター検討委員会を設立
し施設内容等を検討している。 
自然フィールドへの導入機能、ナチュラリストの活動拠点機能、欅平周辺で不足して
いる休憩所機能といった施設機能の向上を目指し、国・県と連携して再整備を進める。 
 あわせて欅平での滞在性を高めるため、関係機関等の協力を得ながら、周辺散策ルー
トの整備等に努める。 
 
２）宇奈月温泉スキー場 

宇奈月温泉街の大原地内を利用したスキー場で、大正時代からスキーが行われており、
県下最古のスキー場である。ゲレンデ標高は 360～630m で、山頂付近の宇奈月平和の像
からは宇奈月温泉街や遠く日本海までを臨むことができ、「パパママ温泉、僕スキー」のキ
ャッチフレーズで宇奈月温泉街の冬期誘客に大きく貢献してきた。 
昭和 31 年に民間会社宇奈月スキーリフト㈱が設立され経営にあたっていたが、その後
昭和 40年に第三セクターへ組織変更し、平成 7年より旧宇奈月町へ事業譲渡され町営ス
キー場となった。 
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現在は黒部市が事業主体となり、リフト４基による営業を行っているが、町営化後の平
成 9年に整備したペアリフト１基以外は、昭和 53～59年に建設されたものであり設備の
老朽化が著しい。また、暖冬や県内での大規模スキー場の進出などの要因から利用者が年々
減少しており、今後、早急に検討委員会を設置し、運営形態や利用体制の見直しを行い、
施設の有効活用を図る必要がある。 
 

３）宇奈月国際会館セレネ 
 国の民活法に基づく「国際会議場施設」として整備され、平成５年にオープンした。６
ヶ国語同時通訳設備を備えた大ホール（800席）をはじめ、小ホールや各種会議場を有し
ており、さらに黒部峡谷を題材にした絵画を常設展示する「セレネ美術館」を併設した文
化施設である。 
当時の宇奈月町、富山県及び民間企業等から出資を仰ぎ、第三セクター㈱宇奈月国際会
館を設立し施設運営にあたっているが、バブル崩壊の影響もあり経営状況が著しく悪化し
ている。建設時の長期借入金が完済する平成 19 年度をメドに、富山県等関係機関と協議
を進め、負債の処理方法や今後の施設運営について決定することが必要である。 
また、宇奈月温泉の魅力的なシンボル施設として、文化イベントと温泉を結びつけた利
活用メニューなど自己実現の時代の流れを戦略的に取り入れ、セレネを発表の場とし温泉
を仲間の親睦の場とする組み合わせメニューをＪＲ、地鉄などと連携させることにより、
県内、県外からの新たな誘客プログラムとするなど積極的な活用が求められる。 
 
４）総湯会館 

総湯会館構想は「温泉を利用した多目的施設」として旧宇奈月町の第３次総合計画（平
成８年３月）に位置づけられているが、以降整備が実現していない。 
 旧宇奈月町においてはその後も整備構想に関する調査研究が進められており、新黒部市
においても、宇奈月温泉街の観光拠点施設として早急に整備の実現を図るべき施設である。 
 施設内容については入浴施設を基本とするが、温泉地の魅力度を高め、観光客などの満
足度を高める施設とするため、施設内容・運営方法・経営計画を改めて精査し、地元関係
者との十分な協議と合意形成を図り、行政と民間の協働体制を確立させながら着実に整備
を進めていく。 
 
５）その他 
また、欅平からエレベーター、高熱隧道を経て黒部第４発電所に至る関西電力専用軌道
と、黒部ダムへの関電専用道路黒部トンネルの一般開放の運動や、世界遺産登録への取り
組みなどについても、関係者の協力を得ながらその推進に努める。 
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（３）まちなか（歩き）観光の推進 
清らかな水や魚などが楽しめる生地の他、歴史的な三日市、漁業と海洋レクリエーショ
ンの基地・石田、温泉峡の宇奈月など、本市は個性ある市街地で彩られている。 
こうした多彩なまちを五感で味わってもらうため、以下の施策を講じることにより、ま
ちなか（歩き）観光の推進を図る。 
●市街地ごとのテーマの設定と資源の発掘・整備 
●ガイドブックの整備とボランティアガイド等の育成 
●まち歩きコース（複数）の設定とマップの充実 
●駐車場・トイレ・ポケットパーク、散策路・案内標識等の整備 
●地域あげての受け入れ体制の構築、景観対策の推進 
●地域別整備計画の検討・立案 

 

（４）体験観光の推進 
見るだけでなく五感で感じたい、体験して自分だけの品を作りたい・記念の品を残した
いというニーズは、今後ますます強まると考えられる。 
このため、次表のような体験メニューを開発整備するとともに、インストラクターなど
の人材育成、受け入れ体制の整備に努める。 
 

表６－１－１ 体験メニューの例 
 
分野 メニュー 受け入れ先 体験内容 

黒部峡谷探勝 自然学習、写生・撮影など 
山野草・野生動物見学 自然学習、撮影など 
バードウォッチング 

ビジター 
センター等 

生態学習、撮影・録音など 
環境 

温泉・足湯めぐり 旅館組合等 入浴、効能学習など 
ラフティング・カヌー 川下り、オールさばきなど 
トレッキング 

体育協会等 
散策、自然観察など スポーツ 

名水ロードレース 実行委員会 マラソン、交流など 
稲作体験 田植え、稲刈り、調理など 
黒部スイカづくり体験 種まき、収穫、オーナーなど 
ワーキングホリデー 

生産農家等 
野菜・果物収穫、交流など 

山菜取り・キノコ狩り 山歩き、採取、調理、交流など 
農林業 

林業体験 
森林組合等 

枝打ち、間伐、搬出など 
塩物づくり体験 漁協等 魚の処理、干物づくりなど 
蒲鉾づくり体験 工程学習、蒲鉾づくりなど 
昆布加工体験 

製造工場等 
工程学習、とろろ昆布づくりなど 

酪農体験 新川育成牧場等 バター、ソーセージ、乗馬など 
和ろうそくづくり体験 ろうそく店等 工程学習、マイろうそくづくりなど 
菓子づくり体験 菓子店等 菓子づくり、賞味など 

製造業 

陶芸体験 陶器工房等 土練り、成形、焼成、など 
女将体験 旅館等 着付け、接客、部屋点検など 
役者体験 劇団等 役作り、練習、上演など その他 
まちあるき 商店会等 散策、歴史学習、飲食、買物など 
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（５）産業観光の推進 
産業観光は国内客だけでなく、日本の近代化に関心の高い東アジアからの観光客にとっ
ても重要な分野になってくると考えられる。 
現在はＹＫＫの１社に限られているが、「会社見学ツアー」の実績のある事業所（表２
－３－７）を中心に、今後受け入れ先を増やしていく。産業観光を商品にするためには、
テーマ性とともに、飲食・買物などとの複合化が重要となるため、広域的な視点からコー
スづくりを進める（表６－１－２参照）。 
また、ＹＫＫ産業観光に加えて特徴ある市内企業を盛り込むとともに、電源開発や土木
の歴史として希少性の高い黒部峡谷、トロッコ、ダム・発電所群を結ぶ産業観光の流れを
つくり、山川海を結ぶ市内全域の産業観光ルートを創出する。 
 
（６）広域観光の推進 

北陸新幹線の開業に伴って、市内の新幹線駅が県東部地域の表玄関になる。このため、
駅を起点とした観光コースを関係機関等と調整しながら設定し、ＰＲする。 
 

表６－１－２ 広域観光コースの例 
 
テーマ（日程） 観 光 先 季節 交通手段 

神秘の富山湾 
（１泊２日） 

新幹線駅～ヒスイ海岸～生地まちあるき～フィッシャリ
ーナ～宿泊～ホタルイカ海上観光～魚津水族館～埋没林
博物館～蜃気楼ロード～新幹線駅 

春 レンタカー 

アートの旅 
（１泊２日） 

新幹線駅～下山発電所美術館～百河豚美術館～なないろ
ＫＡＮ～宿泊～セレネ美術館～黒部市美術館～新幹線駅 通年 レンタカー 

雪の温泉情緒 
（２泊３日） 

新幹線駅～小川温泉元湯～宇奈月温泉～金太郎温泉～新
幹線駅 冬 公共機関・ 

タクシー等 
産業観光ツアー 
（１泊２日） 

新幹線駅～ＹＫＫ～ＮＥＣ～スギノマシン～宿泊～黒部
峡谷鉄道～新幹線駅 通年 チャーター 

バス等 

 

特に、基本コンセプトの「水と命」から端を発して、食・健康などとも関連づけた広域
的な旅行商品の開発が重要と考えられる。 
●食……伝統野菜、まごわやさしい食材（まめ、ごま、わかめ、やさい、さかな、しいたけ、

いも）など 

●塩……海洋深層水塩、塩の道の起点・糸魚川など 
●薬……製薬、売薬など 
●健康……薬膳料理、富山健康パークなど 
また、遠方からの誘客を促進するためには、立山黒部アルペンルートやおわら風の盆な
どとも合わせたコースも設定する。 
こうした市域・県域を越えた連携を推進するため、相手地域の旅行事業者や観光ガイド
等との交流を活発化する。 
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（７）モデルコースの設定 
①テーマ、②所要時間・日数、③時期・時刻、④交通手段、⑤対象者などを考慮して、
「命育む水の王国」黒部の魅力を実感してもらえるコース（下表に例）を設定する。 
 

表６－１－３ モデルコースの例 
 
テーマ 観光先等 内  容  等 

峡谷鉄道 電源開発の歴史、関電専用軌道など 
峡谷トレッキング 川の諸元、十字峡、動植物、秘湯群など 
宇奈月温泉街 歴史、泉質、足湯、展望台、散策路、宇奈月温泉事件など 
愛本橋 三大奇橋、上街道、お光と大蛇伝説、ウラジロガシなど 
生地 湧水群、トミヨ、旋回橋、海底歩道、魚の駅、名水食品など 

水を 
めぐる旅 

アクアパーク 下水処理、人工滝、広場など 
セレネ美術館 黒部峡谷の絶景など 
黒部川電気記念館 電源開発の歴史、環境対策など 
うなづき友学館 郷土の歴史、刎橋の構造など 
黒部市美術館 郷土作家の作品鑑賞など 

アートと 
学びの旅 

黒部市吉田科学館 プラネタリウム、企画展示見学など 
文芸の旅 舞台、碑など 田中冬二、吉村昭など 
花木の旅 巨木、椿、桜など 椿三姉妹、桜、巨木、名勝庭園など（花暦づくり） 

春 桜、田植え後の水田・雪形、牧場体験、新緑の黒部峡谷など 
夏 えびす祭、生地まちあるき、干物・蒲鉾づくり、マリンスポーツなど 
秋 たいまつ祭、米収穫体験、ふれあい土曜市、紅葉の黒部峡谷など 

黒部の 
四季 

冬 船引き網見学、産業観光、雪の宇奈月温泉、雪のカーニバルなど 
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６－２ 国際観光の推進 

本市を訪れる海外観光客は現在、黒部峡谷鉄道乗車と宇奈月温泉宿泊を目的とした台湾
と韓国からの団体客にほぼ限定されている。 
しかし、東アジアの旅行市場の拡大、国・県の取り組み、新幹線の開業などによって、
本市への来訪者が増えることが期待されることから、今後は、 
①団体客だけでなく個人客も 
②東アジア客だけでなく欧米客も 
③特定の観光地だけでなく多くの場所で 

受け入れることを目標として、次の施策を推進する。 
 
（１）商品づくり 

黒部峡谷は、日本交通公社の「観光資源評価台帳」で世界的資源として特Ａ級に、また
黒部ダムとダム湖は全国的資源であるＡ級に位置づけられている。黒部峡谷鉄道、宇奈月
温泉、黒部川扇状地は全国的にも有名で、また、扇状地の湧水群はわが国を代表する湧き
水として名水百選に選ばれている。また、豊富な電力を背景にしたＹＫＫなどの近代産業
や、水の恵みから生まれた食品産業なども特筆される。 
今後は、在住外国人や留学生等による資源の発掘・評価なども通じて、既存の観光先に
加え、産業観光やまちあるき、買い物ツアーや「和」を体験するプログラムなどを組み合
わせた旅行商品づくりを進める。 
また、国際的な催し等を開催するとともに、関連したエクスカーション・ツアーを実施
する。 
 
（２）宣伝の促進 

外国人の訪問を促すためには、関係者とのネットワークづくりや情報発信が鍵となるこ
とから、姉妹都市との交流促進を強めるとともに、広域圏や先進観光地等とも連携して海
外のマスコミや旅行エージェントを招聘する。長期的には、外資系旅行会社の誘致や合弁
会社の設立を目指す。 
また、外国語版のホームページを充実するとともに、国内向け旅行商品を外客にも購入
できるようにすることにより、海外からの個人客（団体で訪れた旅行者の再訪を含む）や
在日外国人客の来訪を促す。 
 
（３）受け入れ体制の整備 

外国語のガイドブックやウォーキングマップ、ピクトグラム表示等を整備するとともに、
外国語によるボランティアガイドを育成するほか、簡単な案内が出来る「市民向け外客歓
迎リーフレット」を作成・配布する。 
文化の違いを正しく理解して外客を温かくもてなすため、観光関連従事者への教育・研
修を徹底する。また緊急時に対応するため、対照会話集を整備するとともに、ＴＥＬ通訳
の配置（観光協会等に）を検討する。 
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６－３ 情報発信・誘客の促進 

（１）基本方針の明確化 

観光誘客を効果的に進めるため、第５章の「観光振興戦略」に基づいて、情報発信を行
っていく。 
特に、基本戦略である「命育む水の王国」に関連づけながら、黒部・宇奈月など「地名
の由来」を知ってもらう（パンフレット等に必ず記載する）とともに、旅行作家等の招待
や著名人等のＰＲ大使登用により、本市の知名度と地域イメージを全国に浸透させる。 
観光振興には地域の首長の姿勢と発言が重要となるので、市長による対外的なアピール
を行うとともに、ターゲットごとに最も効果的な媒体を選んで情報発信を行う（表６－３
－１）。 
 

表６－３－１ ターゲット別のＰＲ方法 
 
地域 顧客属性 ＰＲ方法 

小中学生 学校・教育委員会へのＤＭなど 
子連れヤングファミリー 新聞、テレビ、タウン誌、インターネットなど 

県内・ 
近隣地
域 中高年者のグループ 新聞、テレビ、中高年向けタウン誌など 

子育てを完了した熟年夫婦 首都
圏・ 
中京圏 中高年者のグループ 

テレビ（旅番組、ドラマ等）、レジャー・旅行
誌等、映画ロケ、著名人の登用、鉄道・航空会
社など 

全国 趣味客（文芸、登山、温泉等） 趣味の雑誌、鉄道・航空会社など 
東アジア団体旅行客 海外旅行会社、ＪＮＴＯなど 海外 
東アジア・欧米等の個人 外国語ホームページ、ＪＮＴＯなど 
黒部大好き倶楽部会員 ブログ、会報、ＤＭなど 

 

（２）個人・グループ客向け 

３－１で見たように、個人・グループによる旅行は、今後ますます増えていくと考えら
れる。 
このため上記のターゲット別の対策に加え、幅広い層の個人旅行に対応するため、イン
ターネットのホームページを旅行目的で検索できるよう改善・充実するとともに、黒部大
好き倶楽部のメンバーやふるさと通信員等によるブログを開設して「口コミ」的な情報提
供を行う（日刊ブログ新聞『ぶらっと』参照）。 
また、首都圏等からの誘客を促進するため、デパートでの催事や県アンテナショップ「い
きいき富山館」の活用などを図る。 
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（３）エージェント向け 
団体ツアーを主催する旅行代理店に対しては、有力観光地と組み合わせた旅行商品を共
同で開発するよう働きかける。この場合、相手にとってメリットが生ずるよう、経費の一
部を負担することも検討する。 
また、モデルコース等の販売を促進するため、関係者とともにエージェントへのＰＲに
努める。 
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６－４ もてなし環境の整備 

近年「観光まちづくり」への関心が高まっている。これは地域住民が主体となって、地
域の魅力を発掘し磨き上げて「交流人口」を集めることにより、地域の経済や文化の活性
化を図るとともに、自分のまちに対する市民の愛着や誇りを高める、まちづくりの新しい
潮流といえる。 
交流人口を地域の振興に結びつけるためには、年間を通して安定的に客を受け入れ、長
期間滞在したり、繰り返し訪れてもらうことが重要で、その鍵となるのが、観光資源の質
とともに、地域の「もてなしの力」である。 
 
（１）もてなし意識の向上 
旅の印象を大きく左右するのは、旅先で受けたサービスや人情であり、観光産業の従業
者に加えて、市民の「もてなしの心」が重要となる。見ず知らずの地で受けた親切は、旅
の大きな思い出となり、再訪を促す力となる。 
しかしわが国では「観光は一部業者の儲け仕事で、一般住民は害を被るだけ」という考
えから、観光をよそ事あるいは迷惑事と受け止める住民も少なくない。 
地域の温かい「もてなしの心」を育成するため、観光が地域に与える効果や、観光まち
づくりの必要性などを、生涯学習や総合学習などの機会を捉えて市民に広く普及（本計画
『概要版』の配布）するとともに、子どもから高齢者まで幅広い市民による郷土学習や自
主的活動などを支援し、観光まちづくりを促進する。 
あわせて、観光客と第一線で接する観光産業従事者の接遇サービス向上のため、意識啓
発や技能修得の研修等を実施するとともに、専門的な技能と意欲を持ったプロを増やすた
め、公的機関等による「サービス接遇検定」資格の取得を地域の関係団体共通の目標とし
て掲げ、必要な費用の一部を負担することを検討する。 
さらに、ボランティア研修や「黒部検定」などを実施し、観光ガイドの充実を図る。 
 
（２）通年化・長期滞在化の促進 

本市観光、とりわけ宇奈月温泉の通年化を図る上で最大の課題は、トロッコ電車が運休
する 12 月から４月までの「冬場」対策である。閑散期を、施設の修理・整備や従業員の
教育などに当てることも無駄ではないが、冬を「閑散期」と諦めてしまわずに、新幹線が
開業した場合、首都圏の人々などに、冬の大自然、雪の温泉情緒をもっと味わってもらう
ことが、本温泉の魅力になると考えられる。 
このため、雪の風情を醸し出すまちづくり、雪を楽しむ幻想的なイベントの開催、冬の
味覚づくりなどをはじめ、花や緑などを活かして季節感の演出をしっかり行っていくよう
努力する。 
宇奈月温泉はこれまで「団体一泊宴会型」が主だったため、個人客の長期滞在に対応し
てこなかった。今後は、各種体験プログラムやモデルコースの開発に加えて、広域の宿泊・
滞在拠点として、白馬村のシニア層を対象に６泊以上連続滞在する「ふぉーゆー白馬」の
ような長期滞在商品の開発を進めるとともに、旅の総合相談「コンシェルジュ」や連泊割
引制度の導入を促す。 



79 

（３）リピーターの拡大・定住化の促進 
一度訪問した旅行者に繰り返し訪れてもらうため、体験して思い出を残したり、技を上
達させたりできる各種参加型メニューを開発するとともに、飲食・買物など反復性があり
感動できる観光資源等の整備を進める。 
感動をより高めるためには、地域をよく知ったガイドが説明を行うことも重要であるこ
とから、ガイド等の養成を強め、主要観光地には平日でもガイドの常駐を図るとともに、
地域資源等に関するこだわりクイズの作成などを進める。 
市外からの繰り返し来訪を促すため、加入すると公共施設の利用料の割引や優待サービ
ス等が受けられる「黒部大好き倶楽部（黒部応援団）」を設置する。 
常連客や長期滞在客の拡大を通じて、二地域居住や半定住、さらには大都市圏等からの
移住・定住化を促進するとともに、地域間交流の活発化を図る。 
 

（４）観光ビジネスの振興 
観光は「２１世紀の基幹産業」と言われ、地域振興の新たな牽引力として大きな期待を
集めている。しかし第３章で見たように、観光をめぐる市場は大きく様変わりしてきてお
り、従来からのサービスを繰り返すだけでは客の心をつかめなくなってきている。 
本市を観光地として維持・発展させていくためには、観光客のニーズに添ったサービス
を提供するとともに、適正な対価を得て地域に還元していくことが不可欠となる。 
客に提供するサービスの質と量は、各事業者の創意工夫が基本となるが、個別事業者の
枠を越えて、地域や業界が共同して取り組むべき事柄も少なくない（例えば、企画立案、
調査・調整、宣伝・情報発信、仕入れ、廃棄物処理、施設の開放・相互利用など）。 
特に、観光事業者が集中する宇奈月地区では客の減少が続いており、宿泊したり滞在し
たりする楽しさを宿泊施設の中だけでなく地域として提供していくことが不可欠である。
今後、新たなニーズに見合った朝や夜の楽しみづくり（催しやまち歩きなど）、季節の魅力
アップ（四季の演出など）を地域の総力をあげて進めていくことが強く求められている。 
このため、以下の施策を推進し、地域や業界の主体的な取り組みを促すとともに、客と
の第一線に位置する観光ビジネスの振興・発展を図る。 
●地域・業界等によるまちづくり活動への支援 
●産官が連携した情報発信・誘客対策の推進 
●業界調査・診断・相談・融資などによる経営改善・起業化への支援 
●経営者・従業員などを対象にした各種研修会・講習会等の開催 
●特産品の地域ブランド化の推進 
●専門的で付加価値の高い着地型商品を取り扱う旅行事業者の設立・運営支援 など 
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（５）交通アクセス等の改善 
来訪者を確保するには交通アクセスの改善が重要となる。新幹線の開業等を機に、大都
市圏等からの客の拡大を図るため、次の施策を推進する。 
●新幹線に連絡する鉄道・バス等の乗り継ぎダイヤの調整 
●割引切符・フリー切符等の開発 
●富山空港などからの乗り合いタクシー等の導入 
●交通・観光施設等のバリアフリー化の促進 
また、市内の周遊を促進するため、以下の施策を推進する。 
●主要な観光ポイントを結ぶ周回交通の確保・充実（シャトルバス等） 
●駅前駐車場、サイクリングターミナルの整備 
●電車などへの自転車の持ち込みの普及 
●バリアフリー対応も明示したガイドマップの作成 
●主要なポイントでの案内看板・標識の設置 
●ＩＴ技術等を活用した観光・交通情報の提供 

 

（６）環境の保全・美しい景観の創出 
地域を特徴づける自然や美しい風景は、旅行者にとって魅力的であるとともに、地域住
民の誇りにも繋がるものである。 
このため、環境条例や景観条例、まちづくり条例などを制定し、貴重な自然環境の保全
に努めるとともに、扇状地の散居集落や漁村風景など景観の保全・整序を図る。あわせて
主要観光地での電線地中化等の景観対策の推進や市民の景観美化への取り組みに対する表
彰などにより、美しく居心地のよい「空間」づくりを進める。 
古来より多くの文人墨客に愛された中国杭州の名勝地西湖では、単に場所だけでなく
「断橋残雪」「蘇堤春暁」「平湖秋月」など最も美しい季節や時刻を特定して『西湖十景』
を定めており、リピーターの確保や通年化にも有効と考えられる。このため本市でも主要
な観光ポイントで十景（必ずしも十でなくてもよい）を選定するとともに、ガイドマップ
への掲載など積極的な普及に努める。 
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６－５ 推進体制の強化 

黒部市には現在「黒部市観光協会」と「宇奈月温泉観光協会」の２つの観光協会があり、
そのほか、商工会議所や商工会、観光ボランティアの会、黒部まちづくり協議会など多く
の団体・組織（表２－３－11）が、観光振興のため活動している。 
基本戦略を着実に実現していくため、産官民が連携した観光推進体制の抜本的整備・強
化が重要となってくる。 
 
（１）観光協会の統合等 

新市の一体的な観光まちづくりを推進するため、合併協議会等を設置して、組織体制、
運営方法、規約等の検討協議を行い、２つの観光協会を統合して新市の観光振興の新たな
核とするとともに、観光協会や関係団体などからなる「黒部観光まちづくり推進協議会（仮
称）」を設置する。 
 
（２）市民ボランティアの育成等 

観光まちづくりの推進のためには、自治体財政の逼迫化もあって、市民の自覚的積極的
な参加が欠かせない。観光客を広く受け入れて感動を提供するため、人材塾等により市民
ボランティアの育成を支援するとともに、他では味わえない専門的で付加価値の高い旅行
商品を造成・販売するコミュニティビジネスやＮＰＯの設立・運営などを促す。 
 
（３）広域観光推進体制の確立 

広域観光を推進する組織として現在「新川地域観光開発協議会」があるが、財源や人材
が整わないため、ほとんど機能していないのが実態である。しかし、北陸新幹線の開業な
ども視野に入れると、新駅等を中心とした観光コースの開発（表６－１－２）が不可欠と
考えられる。 
このため、関係自治体や関係機関、県などと協議しながら、広域観光推進体制の早期確
立を図る。 
 
（４）推進拠点の整備・充実化 
 山側、海側、中間地点に拠点を置き、情報発信機能、観光ボランティア活動支援機能を
整備・充実する。拠点エリアを、宇奈月温泉周辺、愛本橋周辺、三日市周辺、生地周辺と
し、それぞれ「いっぷく処」、「宇奈月麦酒館」、「かって屋」、「魚の駅生地」等を推進拠点
とする。「いっぷく処」については、温泉街の中心地点となることから、今後、市内案内や
特産品のワンストップショッピング拠点とすると同時に、観光団体などの事務局を併設し、
効率的に観光開発を進める拠点とする。 
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６－６ 事業メニュー 

本計画では「命育む水の王国」を基本コンセプトとして、観光振興のための方策を検討
してきたが、 
１．観光資源の整備・ネットワーク化 
２．国際観光の推進 
３．情報発信・誘客の促進 
４．もてなし環境の整備 
５．推進体制の強化 

の５つのテーマごとに、事業メニューを以下に整理した。 
 
１．観光資源の整備・ネットワーク化 
１－１  観光資源の位置づけ 

事業概要 

計画の基本コンセプト「命育む水の王国」に基づき、市を代表する主要な観
光資源について、次の視点から、観光価値の点検・評価、新たな意味づけなど
を行う。 
 ①当該資源と水との関係（物語） 
②現在の訴求先と誘客方法 
③客の反応や要望 
④新たな切り口と訴求の方法 
⑤克服すべき課題と展開方策  など 
 

事業地域 市内全域、特に黒部峡谷、黒部峡谷鉄道、宇奈月温泉、生地など 
事業主体 観光事業者、観光協会など 
企画調整 市、企画コアグループ会議など 
着手時期 短期 

事業効果
関連項目 

各資源の市全体での位置づけとともに、訴求点や課題が明確になり、黒部市
の新しい観光振興の牽引力となる。他の資源と組み合わせてプログラムなどを
造成する際の参考にもなる。 
１．ツアー商品の造成（国内外向け） 
２．観光情報の発信 
３．観光資源データベースへの登録  など 
 

留意点等 

●本市の観光を代表する黒部川の電源開発史は、『黒部の太陽』や『高熱隧道』
として広く伝えられ、団塊世代が青春の胸を焦がした憧れでもあった。 
●彼らが間もなく定年を迎えるこの数年は、その熱い想いを呼び起こし、次世
代に受け継ぐに絶好かつ唯一のチャンスである。 
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１－２  水関連資源の発掘 

事業概要 

基本コンセプト「命育む水の王国」に基づいて、水に関連した市内の自然・
歴史・文化資源の発掘、調査、整理を行う。 
①現存物の確認・収集・記録作成 
②関係者へのヒアリング 
③市民からの情報・資料等の収集 
④有識者による評価の実施  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、観光協会、観光事業者、市民（黒部学会等）など 
企画調整 市（博物館・資料館）、企画コアグループ会議など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

眠っていた観光資源が発掘されることにより、基本コンセプトに基づくプロ
グラム開発の幅と深みが増し、本市の観光の訴求力等が強まることが期待され
る。 
１．着地型ツアー商品の造成（滞在型・体験型等） 
２．地域イメージの発信 
３．観光資源データベースへの登録 
４．案内ガイドへの普及（冊子、講演会など） 
５．「黒部検定」との連動  など 
 

留意点等 

●例えば次のような分野が考えられる。 
・農業・発電土木（十二貫野用水、流水客土、黒三・黒四など） 
・歴史・民話（上・下街道、大蛇伝説など） 
・古資料（文書、写真など） 
●広く市民を巻き込んだ運動として展開していくことが、重要である。 
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１－３  観光資源の整備・更新 

事業概要 

不足していたり、老朽化している観光資源について、基本コンセプトを踏ま
えて新規整備や更新を図る。 
①欅平ビジターセンター 
②宇奈月温泉スキー場 
③宇奈月国際会館セレネ 
④仮称「総湯会館」 
⑤欅平周辺整備・奥ルート開放  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 国、県、市、民間事業者など 
企画調整 市など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

観光資源の幅が広がることによって、観光客受け入れの拡大や従来対象とな
らなかった層の取り込みが期待できる。 
１．施設完成を機とした情報発信・ツアー客の誘致 
２．新施設を核としたツアー商品の造成 
３．建設経過の記録・保存（観光資源データベースへの登録） 
４．施設ガイドの育成・配置 
５．「黒部検定」との連動 
６．関連グッズ等の開発  など 
 

留意点等 

●構想検討段階では、他地域と競合しない地域ならではの独自性、基本コンセ
プトとの整合性を追求するとともに、ターゲットの明確化を図る、あわせて
リピーター確保のための方策を組み込む 
●完成を前に、効果的な情報発信と誘客を図る 
ことが鍵となる。 
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１－４  まちなか観光の推進 

事業概要 

まちを歩きながら、本市のよさを知り、楽しんでもらう。このため、次の整
備等を行う。 
①市街地ごとのテーマの設定と資源の発掘・整備 
②ガイドブックの整備とボランティアガイド等の育成 
③まち歩きコース（複数）の設定とマップの充実 
④駐車場・トイレ・ポケットパーク、散策路・案内標識等の整備 
⑤地域あげての受け入れ体制の構築、景観対策の推進  など 
 

事業地域 生地、三日市、石田、宇奈月などの地区 
事業主体 商工会議所・商工会、商工業者、市民など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

外からの来訪者を受け入れることによって、地域住民の誇りともてなし力が
高まるとともに、口コミ宣伝やリピーターによる経済効果なども期待される。 
１．観光振興の意義の普及・徹底 
２．あいさつ・地域美化活動の展開 
３．体験プログラムの開発 
４．地区のガイドブック・クイズ本等の作成 
５．「黒部検定」との連動  など 
 

備  考 

●地元有志で勉強会などの立ち上げ。 
●地域の歴史・資源等の調査・学習、先進地等の研究。 
●都会の若者、外国人などとの交流による資源の発掘やコース・プログラムの
開発。 
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１－５  体験観光の推進 

事業概要 

リタイアーマーケットの伸展が予想されるなか、見るだけでなく五感で感じ
たい、新たな体験を通して自分を広げたい、自分だけの思い出の品づくりに挑
戦したいといった観光に関心が高まるとが予想される。こうしたニーズにこた
えるため、市内さまざまな分野の多彩な資源を活用して、体験メニューの開発
と普及を図る。 
 ①体験観光受け入れ希望者の発掘・組織化 
 ②各種体験メニューの開発・調整 
③施設・設備等の改善 
④インストラクターなどの養成 
⑤市民による体験、モニターツアー等を通じたメニューの改善  など 
  

事業地域 市内全域 
事業主体 各種団体、農林漁業者、商工業者など 
企画調整 市、観光協会、企画コアグループ会議など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

多彩で他にはない体験メニューやスキルアップ型プログラムを用意するこ
とによって、一般の観光客だけでなく常連客や滞在客も増大し、経済的な効果
が期待される。 
１．ターゲットを見定めた各種メニューのＰＲ 
２．作品展・交流会等の開催 
３．まちなか観光・行催事・宿泊施設等との提携 
４．体験プログラムを含むツアー商品の造成  など 
 

留意点等 

●近隣からの中高年者グループ、首都圏からの熟年夫婦など、ターゲットに即
した商品づくりが鍵となる。 
●「命育む水の王国」が実感できるメニューについては、重点的に推進するこ
と。 
●季節のメニュー、季節感の演出などを重視すること。 
●分野ごとのメニュー、受け入れ先、体験内容の例については、本文参照のこ
と。 
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１－６  産業観光の推進 

事業概要 

水に支えられて伸びてきた市内（広域を含む）の産業の歴史や実態を広く国
内外に知ってもらう。 
①受け入れ事業所の組織化 
②説明・紹介内容の明確化（水との関係、企業秘密等） 
③施設・設備等の改善 
④インストラクター等の養成（外国語対応） 
⑤説明資料等の作成 
⑥関連グッズ等の開発（土産、ガイド本等）  など 
 

事業地域 市内全域（広域圏等も含む） 
事業主体 商工会議所、商工業事業者など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

企業だけでなく地域のＰＲとなる。外国人も含む新たな客層の開発に繋がる
ことが期待される。 
１．国内外へのＰＲ 
２．外国人客受け入れ体制の整備 
３．飲食・買物との複合化 
４．観光・宿泊とも組み合わせたツアー商品の開発 
５．「黒部検定」との連動  など 
 

留意点等 

●日本の近代化に関心が高い東アジアからの観光客を誘致するのに有効と考
えられる。 
●国内の場合は、特に対象層を明確にする必要がある。 
●テーマに基づいた広域的なコースづくりも重要となる。 
●いずれにしても、各見学先に共通する地域としてのテーマ（水、勤勉性など）
を明確にすることが訴求のポイントとなる。 
●経費の一部を支援する制度の創設も検討を要する。 
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１－７  広域観光の推進 

事業概要 

北陸新幹線の開業によって県東部・東南部の交通拠点となる新駅を起点とし
た広域観光を推進する。 
①モデル観光コースの設定 
②鉄道・巡回バス・レンタカー等による移動の確保 
③エリアとツアー商品のＰＲ  など 
 

事業地域 県東部・東南部エリアなど 
事業主体 関係市町村、関係団体など（新組織の設立など体制強化が緊急の課題） 
企画調整 県、県観光連盟など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

首都圏など遠方からの誘客のためには不可欠で、県東部エリアのイメージや
ブランド力が強まる。それにより、個々の市町の観光客が増加することが期待
される。 
１．エリア内観光関連団体・事業者等の協議 
２．新組織等の設立  など 
 

留意点等 

●「新川地域観光開発協議会」は、財源・人材などが整わずほとんど機能して
いないので、上記事業を新幹線開業に間に合うよう進めるためには、推進体
制の確立が最優先の課題となっている。 
●従って、推進母体の確立・整備は早急に実現することが不可欠であるが、協
議が整うには時間がかかることも予想される。 
●コースの案については、本文参照。 
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１－８  モデルコースの設定 

事業概要 

初めて訪れる人を主な対象として、本市のよさを楽しんでもらえる各種観光
コースを設定し、積極的にＰＲする。 
①テーマ性の明確な各種コースの作成・検討 
②旅行専門家等による評価と改善の実施 
③モデルコース関係者の研修等によるもてなし力の強化 
④ターゲットごとの情報発信  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 観光協会、観光事業者など 
企画調整 市、企画コアグループ会議など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

モデルコースを設定して観光客の流れができることにより、客へサービスを
集中的に提供できるなどのメリットが生じるとともに、市内の滞留・滞在や再
訪が促進される効果などが期待できる。 
１．観光資源の整備・更新 
２．体験観光・産業観光等の推進 
３．旅の総合相談先「コンシェルジュ」の導入 
４．ボランティアガイドの養成・専門ガイド等の育成 
５．主要ポイントでの平日ガイドの常駐化  など 
 

留意点等 

●モデルコースは、基本コースを核として、①テーマ、②所要時間・日数、③
時期・時刻、④交通手段、⑤対象者などにより、多様なタイプを用意する。 
●各種コースのなかから、「コンシェルジュ」が客の時間や関心などあわせて
ぴったりのツアーを提案する仕組みの導入も望まれる。 
●リピーターとなってもらうためには、顧客満足度を高めることが鍵となるこ
とから、「再訪の４要因」等も踏まえて、コースを設定すること。 
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２．国際観光の推進 
２－１  海外向けの資源発掘・商品づくり 

事業概要 

黒部峡谷、峡谷鉄道や宇奈月温泉などの従来からの観光に、産業観光やまち
歩きなど新たな資源を組み合わせて、外国人にとって魅力的なツアー商品づく
りを進める。 
①主要観光地の外国人観光客の視点からの再評価 
②産業観光やまちあるき観光の推進 
③「和」を体験するプログラム等の開発 
④国際的催しに関連したエクスカーション・ツアーの実施  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、商工会議所・商工会、市民など 
企画調整 国際交流協会、まちづくり協議会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

地域ならではの魅力的な商品づくりを進めることにより、外国人観光客が増
加し、国際都市黒部のイメージが一層高まると期待される。 
１．宣伝の促進 
２．受け入れ体制の整備 
３．広域エリアとの連携 
４．二次交通の確保  など 
 

留意点等 
●資源の発掘や評価には、在住外国人や留学生等の協力を得ることが考えられ
る。 
 

 
 
２－２  海外メディアの招聘等 

事業概要 

海外からの誘客を促進するため、姉妹都市との交流を促進するとともに、広
域圏や先進観光地等とも連携して海外メディア等を招聘し、情報発信を促進す
る。 
①姉妹都市等との交流促進 
②海外のマスコミ・旅行エージェント等の招聘 
③取材・ＰＲ媒体作成等への協力  など 
 

事業地域 市内主要観光地など 
事業主体 市、広域観光推進組織、商工会議所・商工会など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

海外への情報発信力が強まる。 
１．資源発掘・商品づくり 
２．受け入れ体制の整備  など 
 

留意点等 
●団体や企業等のネットワークの活用。 
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２－３  外資系旅行会社等の誘致 

事業概要 

外国からの誘客を図るとともに、地域からの海外旅行を促進するため、長期
的な視点に立って、①外資系旅行会社の誘致や、②合弁会社等の設立などを行
う。 
 

事業地域 市中心部、主要観光地、市内適地など 
事業主体 商工会議所・商工会、地元旅行代理店など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 長期 

事業効果 
関連項目 
 

海外との交流が促進され、国際都市のイメージが一層高まる。 
１．外国語、国際交流教育の推進 
２．姉妹都市交流の促進 
３．地元旅行ビジネス等の育成  など 
 

留意点等 
●団体・企業等のネットワークの活用 
 

 
 
２－４  外国語による情報提供の推進 

事業概要 

海外からの誘客を促進するため、英語、韓国語、中国語など外国語による情
報提供を充実する。 
①外国語ホームページの充実 
②ガイドブック・ウォーキングマップ等の整備  など 
 

事業地域 市内全域、主要観光地など 
事業主体 市、観光協会、観光事業者など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

東アジアなどからの個人客（団体で訪れた旅行者の再訪を含む）や在日外国
人の来訪が期待できる。 
１．観光資源の発掘・商品づくり（産業観光等） 
２．受け入れ体制の整備 
３．広域エリアによる情報の発信 など 
 

留意点等 
●国内向け旅行商品を外国人旅行者にも購入できるような工夫も重要。 
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２－５  地域での受け入れ体制の整備 

事業概要 

訪問した外国人を地域全体で温かく迎えるため、次の施策を推進する。 
①ピクトグラム表示の整備 
②外国語ボランティアガイドの育成 
③「市民向け外国人旅行者歓迎リーフレット」の作成・配布 など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、市民など 
企画調整 国際交流協会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

外国人来訪者の満足度を高めることにより、再訪や口コミによる効果が期待
されるとともに、市民の国際的な意識も向上すると考えられる。 
１．外国語、国際交流教育の推進 
２．交流会等の開催  など 
 

留意点等 

●外国人客の案内誘導のためには、複数の外国語を併記するより、ピクトグラ
ム（デザイン図）表示の方がわかりやすく、景観的にも好ましい。 
●リーフレットは簡単な案内ができる内容とする。 
 

 
 
２－６  外国人旅行者への接遇の向上 

事業概要 

外国客が安心・快適に滞在して、観光が楽しめるよう、接遇の向上を図る。 
①観光関連従業者に対する教育・研修の充実 
②緊急対応用「対照会話集」の整備 
③ＴＥＬ通訳の配置  など 
 

事業地域 主要観光地など 
事業主体 観光事業者など 
企画調整 市、観光協会、国際交流協会など 
着手時期 長期 

事業効果 
関連項目 
 

海外からの来訪者の満足度が高まれば、再訪や口コミ効果などが期待され
る。 
１．長期滞在商品の開発 
２．広域観光の推進、広域エリアとの連携 
３．観光ビジネスへの支援  など 
 

留意点等 
●ＴＥＬ通訳は、コンシェルジュ機能などと併せて、観光協会に設けることが
考えられる。 
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３．情報発信・誘客の促進 
３－１  情報発信の基本方針 

事業概要 

第５章の観光振興戦略に基づき、国内外における本市の知名度等を高めるた
め、以下に取り組む。 
①市長による観光立市宣言 
②「市名・地名の由来」の浸透 
③旅行作家等の招待、著名人等のＰＲ大使登用 
④ターゲット別の効果的情報発信の実施  など 
 

事業地域 市域全体 
事業主体 市、観光協会、商工会議所・商工会、観光事業者など 
企画調整 市、企画コアグループ会議など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

知名度や地域イメージが対外的に広がるとともに、市民にも観光の意義付け
が浸透し、観光振興に対する機運が高まる。 
１．基本コンセプト「命育む水の王国」の浸透 
２．観光振興の意義の普及・徹底 
３．観光まちづくりの推進 
４．水関連産業等との連携・協力  など 
 

留意点等 

●観光立市宣言には「命育む水の王国」を入れるとともに、海と山を擁するこ
とを強調する。 
●黒部や宇奈月など「地名の由来」は、民間事業者によるものも含めて、発信
する情報全てに盛り込む。 
●主要ターゲット別のＰＲ方向については、本文参照。 
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３－２  ホームページの充実等 

事業概要 

今後増加すると考えられる個人・グループ客を獲得するため、３－１のター
ゲット別ＰＲに加えて、以下を進める。 
①ホームページの改善・充実 
②ブログの開設による口コミ的な情報提供 
③デパート催事の開催、「いきいき富山館」の活用  など 
 

事業地域 市域全体 
事業主体 市、観光協会、観光事業者など 
企画調整 市、観光協会、企画コアグループ会議など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

個人・グループ客の獲得とともに、首都圏等からの誘客促進に結びつくこと
が期待される。 
１．各種観光資源の整備 
２．情報発信の基本方針との調整  など 
 

留意点等 
●ホームページは旅行目的で検索できるように改善する。 
●ブログは黒部大好き倶楽部のメンバー等により運営する。 
 

 
 
３－３  旅行商品の共同開発等 

事業概要 

旅行代理店の協力を得て、旅行商品の開発や販売促進を図る。 
①団体旅行商品の共同開発 
②モデルコース等のエージェントへのＰＲ  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 観光協会、地元旅行代理店、観光事業者、広域観光推進組織など 
企画調整 市、観光協会、県観光連盟など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

新たなツアー商品の開発や販売の促進につながる。 
１．体験観光・産業観光の推進 
２．広域観光の推進 
３．モデルコースの設定  など 
 

留意点等 
●ツアー商品の共同開発に当たっては、経費の一部地元負担も検討する。 
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４．もてなし環境の整備 
４－１  観光の意義の普及・啓発 

事業概要 

観光振興がこれからの地域づくりに果たす総合的かつ重要な意義を、市民に
広く知ってもらうため、以下に取り組む。 
①『パンフレット』等による本計画内容の普及 
②シンポジウム・講演会等の開催 
③生涯学習や総合学習とのリンク  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、観光協会、まちづくり協議会、各種団体など 
企画調整 市、企画コアグループ会議など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

観光振興の意義を浸透することにより、市民参加による観光まちづくりの機
運が高まる。 
１．観光立市宣言 
２．各種団体活動への反映 
３．自主的組織・活動の促進  など 
 

留意点等 
●観光をよそ事と考える意識を克服すること。 
●子どもの段階から意識付けを図ることが重要である。 
 

 
 
４－２  観光まちづくりの促進 

事業概要 

地域の連携、市民の協働、来訪者との交流による新たな個性的まちづくり「観
光まちづくり」を推進する。 
①市民による郷土学習の推進 
②自主的活動への支援 
③市民ボランティアの育成  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 市民、各種団体など 
企画調整 市、観光協会、まちづくり協議会など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

交流人口・常連客の増加によって地域の経済的文化的活力が強まるととも
に、自分のまちに対する市民の愛着や誇りが高まる。 
１．地域資源の発掘・ブラッシュアップ 
２．来訪者との交流 
３．地域の「もてなし力」のアップ 
４．地域のこだわりクイズ本や「黒部検定」との連携  など 
 

留意点等 
●狭い視野からの「ご当地自慢」にならないよう注意すること。 
 

 



96 

 
４－３  冬の魅力づくりによる通年化 

事業概要 

本市の魅力である四季の移ろい、とりわけ冬の魅力を活かした演出により、
観光の通年化を図る。 
①雪を楽しむ幻想的なイベントの開催（雪と明かり等） 
②日本海の冬を体感するツアーの実施（地引き・船引き網、一夜干し等） 
③日本海の幸を活かした冬の味覚づくり（地魚料理、漁師料理等） など 
 

事業地域 市内全域、宇奈月温泉など 
事業主体 観光協会、漁協、観光事業者（宿泊施設）など 
企画調整 市、観光協会、旅行代理店など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

トロッコ電車が休止する冬場の落ち込みが緩和されるとともに、都会客にと
って冬の大峡谷・雪国の温泉情緒、冬の日本海などが新たな魅力となって、観
光の通年化につながることが期待される。 
１．冬のモデルコースの設定 
２．旅行代理店との共同ツアー商品開発 
３．冬のまちあるきコースの開発 
４．宇奈月温泉街と生地等との連携  など 
 

留意点等 
●四季の変化のすばらしさを強調し、冬も魅力的であることを訴える。 
●峡谷・温泉街の「雪」と「冬の日本海」（荒波、魚）を前面に出す。 
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４－４  長期滞在商品の開発等 

事業概要 

団塊・シニア世代の個人客などを対象に、地域にゆっくり滞在して充実した
豊かな時間が楽しめる長期滞在ツアー商品を開発する。 
①長期滞在商品の開発 
②コンシェルジュ制の導入 
③連泊割引・食泊分離の推進  など 
 

事業地域  
事業主体 観光協会、旅行代理店、観光事業者（宿泊施設）など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

長期滞在の結果、地域での消費が促される一方、二地域居住や半定住、さら
には大都市圏などからの移住が生じることも期待される。 
１．滞在プログラムの開発・充実（癒し、創作・制作活動等） 
２．廉価な宿泊施設の確保（空き家の活用等） 
３．手軽で魅力的な飲食施設の整備（地物・健康食、廉価等） 
４．市内巡回交通の拡充 
５．ワーキングホリデーとの結びつけ 
６．黒部大好き倶楽部への加入  など 
 

留意点等 
●滞在に当たっては、旅の動機・目的のうち、癒し、研鑽、貢献、絆・思い出
づくりが重要になると考えられる。 
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４－５  リピーターの拡大 

事業概要 

外国からの誘客促進、とのまちを歩きながら、本市のよさを知り、楽しんで
もらう（口コミ宣伝、常連客）。このため、次の整備等を行う。 
①参加・スキルアップ型メニューの開発 
②飲食・入浴など反復性のある観光資源の整備・充実 
③ガイドの養成と主要観光地での平日常駐化 
④こだわりクイズ（本）の作成 
⑤「黒部検定」の実施 
⑥「黒部大好き倶楽部」の設置  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、観光協会、商工会議所・商工会など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 短期 

事業効果 
関連項目 
 

来訪者を何度も受け入れることによって、地域住民の誇りともてなし力が高
まるとともに、経済効果なども期待される。 
１．体験プログラムの開発 
２．観光資源の整備・更新 
３．市民ホスピタリティの向上 
４．観光資源データベースとの連動  など 
 

留意点等 
●来訪者の満足度が再訪の鍵となるため、感動的な時間、居心地のよい空間、
温かいもてなしとリーズナブルな料金での提供に心がける。 
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４－６  観光ビジネスの振興 

事業概要 

観光客受け入れの第一線に位置する観光ビジネスの振興を図るため、次の施
策を推進する。 
①産官連携による情報発信・誘客対策の推進 
②業界調査・診断・相談・融資などによる経営改善・起業化への支援 
③経営者・従業員などを対象とした各種研修会・講習会等の開催 
④特産品の地域ブランド化の推進 
 ⑤専門的で高付加価値の着地型商品を扱う旅行事業者の設立・運営支援など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 観光事業者、業界団体など 
企画調整 市、商工会議所・商工会など 
着手時期 適宜 
事業効果 
関連項目 
 

客のニーズにマッチしたサービスが提供され、顧客満足度が充足されるとと
もに、企業経営も軌道に乗り、地域経済の活性化に貢献する。 
 

留意点等 
●企業努力が基本で、共同事業などを補完するものである。 
 

 
 
４－７  市への交通アクセスの改善 

事業概要 

大都市圏等からの観光客の拡大を図るため、新幹線の開業等を機に、次の対
策を進める。 
①新幹線に連絡する鉄道・バス等の乗り継ぎダイヤの調整 
②割引切符・フリー切符等の開発 
③富山空港などからの乗り合いタクシー等の導入 
④交通・観光施設等のバリアフリー化の促進  など 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 交通事業者、観光事業者など 
企画調整 市、県など 
着手時期 長期 

事業効果 
関連項目 
 

大都市圏などからの観光客が増加することが期待される。一方で素通り化が
懸念される。 
１．地域ならではの魅力のアップ 
２．積極的効果的な情報発信 
３．顧客満足度の追求  など 
 

留意点等 
●羽田・富山空路の存続問題。 
●ＪＲ在来線魚津・滑川間の扱い。 
 

 



100 

 
４－８  市内の周遊の促進 

事業概要 

市内の円滑な周遊を促すため、次の施策を推進する。 
①主要な観光ポイントを結ぶ周回交通の確保・充実（シャトルバス等） 
②駅前駐車場、サイクリングターミナルの整備 
③電車などへの自転車持ち込みの普及 
④バリアフリー対応も明示したガイドマップの作成 
⑤主要なポイントでの案内看板・標識の設置 
⑥ＩＴ技術等を活用した観光・交通情報の提供  など 
 

事業地域 市内全域、主な観光地、交通結節点など 
事業主体 市、交通事業者など 
企画調整 市、観光協会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

市内の行き来が便利になり、市内の立ち寄り先が増えると期待される。 
１．まちなか観光の推進 
２．モデルコースの設定 
３．長期滞在・再訪の促進  など 
 

留意点等 
●運転のできない高齢者に対応するため、公共交通の確保は不可欠となる。 
 

 
 
４－９  美しい景観づくりの推進 

事業概要 

地域の大自然や美しい風景を残すとともに、新たに創造するため、次の対策
を進める。 
①景観条例等の制定 
②扇状地での散居集落等の保全 
③主要観光地での景観対策（電線地中化等） 
④市民美化活動の表彰  など 
 

事業地域 市内全域、山岳・丘陵や農村部、主要な観光地など 
事業主体 市、市民など 
企画調整 まちづくり協議会など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

景観を保全・整序することによって、観光客に感動を与えるとともに、市民
は自らの地に誇りと愛着を持つことにつながる。 
１．郷土学習等の促進 
２．まちなか観光の推進 
３．モデルコースの設定  など 
 

留意点等 
●市民による盛り上がりを背景として、条例制定を行うことが望まれる。 
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４－10  絶景ポイントの選定 

事業概要 

最も美しい時期や時刻を特定して、市内の絶景景観を何カ所か選定するとと
もに、ビューポイントを記したガイドマップ等を作成して、市内外に積極的に
普及する。例えば、次のものが考えられる。 
①宮野運動公園の夜桜 
②水が入った扇状地の水田の夕景（平和の像から） 
③田植え後の水田と僧ヶ岳の雪形 
④黒部峡谷（場所特定）の朝日の新緑 
⑤真夏の燈籠流し（えびす祭り） 
⑥黒部峡谷（場所特定）の夕暮れ紅葉 
⑦晩秋の三段染め 
⑧冬の日本海の地引き網 
⑨雪中の寒椿    など 
 

事業地域 市内全域から選定 
事業主体 観光協会など 
企画調整 市、まちづくり協議会、写真愛好家など 
着手時期 中期 

事業効果 
関連項目 
 

写真好きや常連客の確保、観光の通年化につながるとともに、地域住民の誇
りが高まることも期待される。 
１．写真コンテストの開催 
２．こだわりクイズ本等の作成 
３．「黒部検定」との連動  など 
 

留意点等 
●多くの市民と市の応援団の参加で進めていくことが重要である。 
 

 
５．推進体制の強化 
５－１  観光協会の統合等 

事業概要 

黒部市観光協会と宇奈月温泉観光協会の統合を図るとともに、新たな観光協
会と関係団体、観光事業者などからなる「黒部観光まちづくり推進協議会」（仮
称）を設立する。 
 

事業地域 市域全体 
事業主体 市・町観光協会、関係団体など 
企画調整 市、商工会議所・商工会など 
着手時期 短期 
事業効果 
関連項目 
 

市域の一体的な観光振興が可能となるとともに、産官民の協働による観光ま
ちづくりの進展が期待される。 

留意点等 
●観光協会の統合は、新市の観光推進の母体となるものなので早急な実現を図
る。 
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５－２  市民ボランティア等の育成等 

事業概要 

人材塾等により市民ボランティアを育成するとともに、長期的には専門的で
付加価値の高い旅行商品を開発・販売するコミュニティビジネスやＮＰＯの設
立・運営を促す。 
 

事業地域 市内全域 
事業主体 観光協会、商工会議所・商工会など 
企画調整 市など 
着手時期 短期、コミュニティビジネスの設立は長期 
事業効果 
関連項目 
 

地域住民の誇りともてなし力が高まるとともに、リピーターによる経済効果
なども期待される。 
 

留意点等 ●コミュニティビジネスやＮＰＯの設立には、少し時間が必要と考えられる。 
 
 
５－３  広域観光推進体制の確立 

事業概要 
関係自治体や関係機関、県などと協議しながら、広域観光推進体制の確立を
図る。 
 

事業地域 県東部・東南部エリアなど 
事業主体 関係市町村、広域圏組合、関係団体など 
企画調整 県、県観光連盟など 
着手時期 中期 
事業効果 
関連項目 
 

新幹線の開業に対応した地域ブランドの確立や広域観光の推進が可能とな
り、個々の市町への観光客も増加することが期待される。 

留意点等 ●急ぐ必要があるが、協議が整うには時間がかかることも予想される。 
 
５－４  推進拠点の整備・充実化 

事業概要 

宇奈月温泉周辺、愛本橋周辺、三日市周辺、生地周辺の拠点エリアにおいて
「いっぷく処」、「宇奈月麦酒館」、「かって屋」、「魚の駅生地」等を推進拠点と
して、情報発信機能、観光ボランティア活動支援機能を整備・充実する。 
「いっぷく処」を市内案内や特産品のワンストップショッピング拠点とし、観
光団体などの事務局を併設する。 

 
事業地域 市内４箇所の拠点エリア 
事業主体 市、観光協会、商工会議所・商工会 
企画調整 市、観光協会、商工会議所・商工会 
着手時期 短期（H20） 
事業効果 
関連項目 
 

まち歩き観光を主体とする観光に必要な情報提供の効率化が図られると同
時に、観光ボランティアの活動への支援が可能となる。 

留意点等 
●いっぷく処については、早急な整備が必要となる。 
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施策の着手時期・実施主体 
 

着手時期 実施主体 

施  策 

 
短 
 
期 

 
中 
 
期 

 
長 
 
期 

 
 
市 

経観 
済光 
団協 
体会 
・等 

観 
光 
事 
業 
者 

市ン 
民テ 
・ィ 
ボア 
ラ等 

備  考 

１．観光資源の整備等         
観光資源の位置づけ ○    ○ ◎   
水関連資源の発掘 ○   ◎ ○ ○ ○  
観光資源の整備・更新  ○  ○  ◎   
まちなか観光の推進 ○    ◎ ○ ○  
体験観光の推進 ○    ◎ ○ ○  
産業観光の推進  ○   ◎ ○   
広域観光の推進  ○  ◎ ○ ○  広域圏、県等との連携 

 

モデルコースの設定 ○    ◎ ○ ○  
２．国際観光の推進         
資源発掘・商品づくり  ○  ◎ ○ ○ ○  
海外メディアの招聘等  ○  ◎ ○   広域対応が不可欠 
外資系旅行会社等の誘致   ○  ◎    
外国語による情報提供  ○  ○ ◎ ○   
地域での受け入れ体制  ○  ○ ○  ◎  

 

外国人への接遇の向上   ○ ○ ○ ◎   
３．情報発信・誘客の促進         
情報発信の基本方針 ○   ◎ ○ ○ ○  
ホームページの充実 ○   ○ ◎ ◎   

 

旅行代理店との商品開発 ○   ○ ○ ◎   
◎は、特に中心と考えられる主体 
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施策の着手時期・実施主体（つづき） 

 
着手時期 実施主体 

施  策 

 
短 
 
期 

 
中 
 
期 

 
長 
 
期 

 
 
市 

経観 
済光 
団協 
体会 
・等 

観 
光 
事 
業 
者 

市ン 
民テ 
・ィ 
ボア 
ラ等 

備  考 

４．もてなし環境の整備         
観光の意義の普及・啓発 ○   ◎ ○    
観光まちづくりの推進 ○   ○   ◎ 黒部検定なども 
冬の魅力づくり・通年化  ○   ○ ◎ ○ イベント、味覚等 
長期滞在商品の開発  ○   ○ ◎  コンシェルジュ等 
リピーターの拡大 ○   ○ ◎ ○ ○ 参加型メニュー、クイズ 
観光ビジネスへの支援 適宜 ○ ○ ◎   
交通アクセスの改善   ○ ○ ○ ◎   
市内の周遊の促進  ○  ○  ◎   
美しい景観づくり  ○  ○ ○ ◎ ◎ 景観条例、景観対策事業 

 

絶景ポイントの選定  ○  ○ ◎  ○  
５．推進体制の強化         
観光協会の統合 ○   ○ ◎    
ＮＰＯ等の設立 ○  ○ ○ ○    
広域観光推進体制の確立  ○  ◎ ○ ○ ○  

 

推進拠点の整備・充実化 ○   ○ ◎    
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第７章 重点プロジェクト 
 

 
平成 26 年の北陸新幹線の開業を契機として、観光振興の大きなうねりを創り出してい
くためには、第５章で明らかにした戦略に基づいて、必要なものから順次、段階的計画的
に施策を実施していくことが重要となる。 
なかでも、新市観光の鍵を握ると考えられる 
●新たな「商品づくり」 
●受け入れ地の「人づくり」 
●しっかりした推進「体制づくり」 
は特に緊急性・重要性が高いことから「重点プロジェクト」として位置づけ、優先的重
点的に展開していくこととする。 
参考のため事業の概要、事業主体などをシートに整理した。なお緊急性が高いことから、
着手時期は全て「短期」となる。 
 

７－１ 着地型旅行商品の開発と販売 

（１）プログラムの開発と販売 
旅行ニーズの多様化・高度化などに伴って、訪問先で受けられるサービスをより詳しく
観光客に提供することが必要となっていて、従来の「発地型旅行商品」に変わって「着地
型旅行商品」が注目されて来ている。 
こうした動きに対応するとともに、合併のメリットを最大限活かして来訪者と宿泊者を
増やすとともに、再訪や長期滞在を促すため、基本理念と６－１の例などを踏まえ（水、
季節、産業体験等）、黒部市ならではの魅力的な観光プログラムの開発を進める。 
開発に当たっては、観光協会等が中心となり、地元関係者だけでなく、旅行者の視点か
ら旅行代理店やマスコミの実務者等にも参加してもらって、各種のプログラムを作成し、
販売やＰＲにつなげていくこととする。 
１（１）  プログラムの開発と販売 

事業概要 
水（山・川・海のつながり）、四季の変化、産業体験など、黒部市ならでは
の魅力的な各種観光プログラムを開発し、販売する。 

事業地域 市内全域（特に、観光地と宿泊施設の組合せを重視する） 
事業主体 観光協会、地元旅行代理店など 

企画調整 
地元関係者、大手旅行代理店・マスコミ実務者、企画コアグループ会議（後
述）などからなるプロジェクトチームを設けて、企画立案・調整を行う。 

事業効果 
合併のメリットを活かして来訪者と宿泊客の増加とともに、再訪や長期滞在
に繋がることが期待される。 

留意点等 
●専門ガイドの養成、モニターツアー結果のフィードバックなどにより、内容
の充実に努める。 
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（２）専門ガイド等の育成 
プログラムの成否は、ガイドやインタープリターなど専門スタッフの力量によるところ
が大きい。このため、プログラム開発と合わせて、専門ガイドの育成に努める。 
 専門ガイド育成に当たっては、現在中心的に観光ガイドを行っている観光ボランティア
のＮＰＯ化など組織の高度化をめざすことにより、体系的な専門知識の習得、接客技術応
用などの研修やＩＴを活用するガイド支援システムなどの研究により、従来のボランティ
アガイドの枠を越えたより専門性の高いガイドとして、認定登録制や有償化などによりそ
の地位の確立を図る（白馬マイスター等参照）。 
１（２）  専門ガイド等の育成 

事業概要 
上記プログラムに添って、ガイドやインタープリターなど専門的な力量をも
った人材の養成を強める。 

事業地域 主要観光地 
事業主体 観光協会、市など 

企画調整 
地元関係者、旅行代理店・マスコミ実務者、企画コアグループ会議（後述）
などからなるプロジェクトチームを設けて、企画の立案・調整等を行う。 

事業効果 
来訪者の感動が高まることによって、口コミが広まるとともに、常連客や長
期滞在客が増えることが期待される。 

留意点等 
●ボランティアガイドの枠を越えた専門性が鍵となるので、先進事例なども参
考に、育成方法や処遇・活用方法などを明確にすることが重要である。 

 
（３）黒部満喫モニターツアーの催行 

本市観光の主要なターゲットとされる地域・客層を対象に、本市の魅力を満喫してもら
う会員制のモニターツアーを実施する。これは上記の滞在プログラムに対する評価なども
兼ねて行うもので、結果をプログラムの改善並びに充実等にフィードバックする。 
１（３）  黒部満喫モニターツアーの催行 

事業概要 

上記プログラムも含めて（表６－１－３の「黒部の四季」コースも参照）、
本市の魅力を満喫してもらう会員制のモニターツアーを催行する。実施の具体
的なイメージは、次の通りである。 
●新幹線開業や東海北陸自動車道の全通によって市場性が高まる首都圏と
中京圏の、今後のマス市場となる団塊世代（一部リタイア層）を当面、主
な対象とする。 
●黒部の縁故者や旅行・マスコミ関係者などを入れるのも可。 
●30名ほどの会員を募集し、専門ガイドなどが案内をする。 
●季節ごとのよさを知ってもらうため、春夏秋冬の４回程度開催する。 
●旅程は１泊２日ないし２泊３日とし、体験プログラムや祭り等も盛込む。 

事業地域 市内全域 
事業主体 地元旅行代理店、大手旅行代理店、マスコミなど 
企画調整 観光協会、市、企画コアグループ会議、プロジェクトチームなど。 

事業効果 
観光プログラムの評価や観光地の課題などが明確になり、今後の誘客促進に
結びつくとともに、黒部ファンづくりにもつながる。 

留意点等 
●滞在プログラムのモニタリング、口コミ宣伝、移住の促進などを期待するも
ので、旅費等一部経費を補助する。 
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７－２ 人づくりの推進 

（１）シンポジウム等の開催 

合併で市域が拡大したため、各地区の実態が十分には浸透しておらず、また、地区によ
って観光に対する認識にも差があるのも事実である。これらを克服することは、市民参加
による観光まちづくり推進のための第一歩といえる。 
そこで、観光振興の多面的な意義や観光振興の方針など、本計画の内容を知ってもらう
ため、シンポジウムの開催をはじめ、あらゆる機会をとらえて、市民への周知を図る。 
２（１）  シンポジウム等の開催 

事業概要 

本計画の内容を広く市民に知ってもらうため、上記プログラムに添って、ガ
イドやインタープリターなど専門的な力量をもった人材の養成を強める。 
●市広報等による周知・徹底 
●市ホームページでの公開 
●マスコミ・コミュニティ放送などの活用 
●シンポジウム等の開催 
●生涯学習、総合学習等との連携 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、観光協会、観光まちづくり推進協議会（仮称）など 
企画調整 企画コアグループ会議（後述）、マスコミ、大学など 

事業効果 
観光等に関する市民の関心が喚起され、地域のもてなしの心が高まるととも
にまちづくりに対する取組みが活発になることが期待される。 

留意点等 
●小さい頃からの動機づけや、ライフステージに即した実践などが重要なので
学校教育や生涯学習との連携等を重視する。 

 
（２）「観光まちづくり塾（仮称）」の開設 

 着地型旅行商品の項でも述べたように、地域で組まれるツアー商品の善し悪しが今後の
観光の成否を左右するといって過言でない。観光客は地元の人々が気づかない部分に価値
を見出すことが多く、商品開発には「地域の価値を知り、明確な価値を付け、地域の価値
を伝える」という姿勢に観光関係者や住民自らが目覚めることが重要となる。 
このため、関係機関等の協力を得ながら、観光まちづくりに関する基礎知識の習得から、
地域踏査、観光資源の評価、旅行商品の企画、事業の実践まで、幅広い能力を持った人材
を養成する「観光まちづくり塾（仮称）」を開設し、参加者を広く募る。 
２（２）  観光まちづくり塾（仮称）の開設 

事業概要 
標題の塾を開設し、観光まちづくりの基礎知識から、観光資源の評価、旅行
商品の企画など幅広い能力を持った人材を養成する。 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、観光協会、観光まちづくり推進協議会（仮称）など 
企画調整 企画コアグループ会議（後述）、商工会議所・商工会、大学など 

事業効果 
観光まちづくりに関する幅広い人材が形成されるとともに、市内外の人的ネ
ットワークが広がる。 

留意点等 
●観光カリスマをはじめ、全国的な人材ネットワークと結びながら、地域のキ
ーマンやキーグループを育成していくことが重要である。 
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（３）専門ガイドの育成 
〈７－１参照〉 

 

７－３ 推進体制の構築 

（１）観光協会の一元化 

本計画を推進していくには、関係組織がそれぞれの役割を果たすとともに、しっかりし
た連携体制を構築する必要がある。 
関連組織の役割分担は、表７－３－１の通りである。なかでも観光振興の中核を担うの
は観光協会であるが、現在、市には２つの観光協会があるので、一元的な運営をするため、
早期統合をめざす。 
 

表７－３－１ 観光関連組織の役割 
 

組  織 役         割 

黒部市 

●地域振興の基本方針・観光戦略の明確化 
●地域イメージ等の対外発信 
●国・県・周辺自治体等への働きかけ・調整 
●市民合意の形成と参加の促進 
●観光ビジネス等への支援  など 

観光協会 
（＊） 

●行政と民間とのコーディネート 
●旅行商品・イベント等の企画・開発 
●地域ブランド品の開発・認定 
●観光宣伝・誘客対策の推進 
●観光問い合わせ窓口（観光客、エージェント等） 
●調査・研修事業等の実施 
●その他観光振興のための支援  など 

観光事業者 

●提供サービスの改善・充実・差別化 
●個別旅行商品等の開発と販売 
●企業ＰＲ・誘客営業の実施 
●来訪者の受け入れ・顧客満足度の充足 
●観光協会への加盟・連携 

観光関係団体 
●組織活動の展開 
●各種観光振興事業等への支援・協力 
●組織のネットワークによる広域的な展開  など 

黒部市民 
●来訪者の受け入れ・歓迎 
●各種ボランティア活動  など 

＊発展系として、ＮＰＯ、コミュニティビジネス（白馬村観光局等） 
などが考えられる。 
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３（１）  観光協会の一元化 

事業概要 
観光振興の中核母体として観光協会の早期一元化を図り、新市観光の一体的
な推進を実現する。 

事業地域 市内全域 
事業主体 合併推進協議会、町観光協会など 
企画調整 市など 

事業効果 
合併効果を活かした山・川・海を結び多様性のある観光振興が可能になり、
客の増加などが期待される。 

留意点等 
●それぞれの歴史、活動内容、構成員の違いなどを十分考慮して、ふさわしい
形態が実現するようにする必要がある。 

 
（２）「企画コアグループ会議（仮称）」の設置 
短期、中期、長期の見通しを持ちつつ、本計画の考え方である「できることから行動す
る」を踏まえて、刻々と変化する観光動向に機敏に対応しながら、当面の具体事業等を企
画・検討するため、職種の垣根を越えて若手の有志等からなる「企画コアグループ会議（仮
称）」を設置する。 
３（２）  企画コアグループ会議（仮称）の設置 

事業概要 
着地型旅行商品の開発など、早急に具体化が求められる重点プロジェクトの
内容等を検討するため、地域や職種を越えた実務者や若手有志等からなる企画
組織を組織し、計画の速やかな推進を図る。 

事業地域 市内全域 
事業主体 市、観光協会など 
企画調整 商工会議所・商工会、大学など 

事業効果 
観光振興の新局面を拓く重点事業が市民の力でスタートするとともに、観光
まちづくりに関するキーマンの養成が促される。 

留意点等 

●観光の実務者だけでなく、まちづくりなどにも関心の高い市民の参加が重要
となるので、公募や推薦などにより、熱意ある人材を確保する。 
●観光まちづくり塾との連携を図ることも重要である。 
●分野が増えたら、分科会などを設ける。 

 
（３）「観光まちづくり推進協議会（仮称）」の設立 

上記（表７－３－１の）関係組織相互の意思疎通、情報共有、協調行動と連携を強める
ため、「観光まちづくり推進協議会（仮称）」の設立を図る。 
 



図７－３－１ 観光まちづくり推進協議会（仮称） 
 

観光協会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３（３）  観光まちづくり推進協議会

事業概要 
産官民の密接な連携・協働
るため、関係団体・個人等か

事業地域 市内全域 
事業主体 観光協会など 
企画調整 商工会議所・商工会など 

事業効果 
多彩な組織間の参加と協働
に対応した地域づくりが進展

留意点等 
●黒部まちづくり協議会など
れる。 
●事務局体制の確立が鍵を握

 
（４）広域観光の推進 
全国的な観光行動の広域化に加えて、
県など関係機関と協力しながら、広域観
このため、新川地域に唯一存在する広域
の組織拡大を進め、研究や戦略などの機
線開業をにらんだ自治体、観光団体、商
なければならない。 
３（４）  広域観光の推進 
事業概要 広域観光を推進するため、
事業地域 新川広域圏、県東部地域 
事業主体 新川地域観光開発協議会など
企画調整 市、商工会議所・商工会、県
事業効果 新幹線開業等を契機として

留意点等 
●関係者の合意には時間がか
必要がある。 

 
 

黒部市 
 

連携 

（仮称）の設
により、観光
らなる標題の

、交流と連携
すると期待さ
のメンバーも

る。 

新幹線の開業
光振興推進体
観光推進組
能強化を図る
工団体レベル

組織体制の整

 
など 
、広域観光の
かることも予

110 
黒部市民 

 
観光事業者
 観光関係団体
立 
振興とまちづくりを一体的に推進す
協議会を設立する。 

などが促進され、新たな時代・環境
れる。 
含めて充実を目指すことが考えら

に対応するため、新川広域圏、富山
制の確立を強力に推進する。 
織である「新川地域観光開発協議会」
ことが急務である。あわせて、新幹
での観光施策の調整を並行して進め

備を図る。 

推進が期待される。 
想されるため、早急に対応していく


