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〔後期基本計画の構成（案）〕

１ 後期基本計画の趣旨

２ 後期基本計画の位置付け

３ 総合振興計画全体の構成及び基本計画の期間

４ 主要指標等

①主要指標の推移（人口と世帯数等）

②住民意向動向（後期基本計画版）

５ 後期基本計画の策定にあたって（見直しの視点）
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後期基本計画の策定にあたって

前期基本計画策定後、本市を取り巻く社会情勢は大きく変わっています。そのな

かで、本市が今後５年間で確実に取り組まなければならない大きな課題と市民ニー

ズの変化について、的確に把握する必要があります。

後期基本計画を策定するにあたっては、これらの状況の変化および取り組むべき

課題を見直しの視点として整理し、事業に反映していくことになります。

第１節 前期基本計画からの黒部市を取り巻く状況の変化

地球規模の環境問題に対応するため、環境に対する負荷を少なくし、また、限ら

れた資源を有効に活用する必要があるなか、循環型社会の実現に向けてさまざまな

取り組みが進められています。東日本大震災による福島第一原発の事故などを受け、

その取り組みの一つとして、我が国で再生可能エネルギーに対する関心がこれまで

以上に高まっています。特に本市では豊富な水資源やバイオマスなど、再生可能エ

ネルギーに取り組んできた実績があり、後期基本計画では、より一層の取り組みの

充実が求められています。

平成 26 年度以降、北陸新幹線の開業をはじめ新庁舎の建設など、都市基盤の整

備に係る大きな事業が控えています。新幹線新駅を交流拠点として交通ネットワー

クを活かしたコンパクトなまちづくりを進め、ヒト、モノ、情報の交流を強化して

いく必要があります。そのため、これらの事業の着実な実施にあわせて、賑わいの

創出や産業の活性化など、さまざまな取り組みを強力に推進していくことが求めら

れています。

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、津波により多くの人命が失わ

れ、沿岸部の市街地も壊滅的な被害を受けました。これらの甚大な被害を受け、全

国的に防災に対する意識の高揚がみられています。本市においても、総合的な防災

対策の見直し・充実により、安全で安心なまちづくりの推進が求められています。

平成 22 年の国勢調査では、本市の高齢化率は 25％を超えるなど、少子高齢化の

進行が顕著にみられています。誰もが安心できる生活を確保するために、地域医療

①環境に配慮したエネルギーへの関心の高まり

②北陸新幹線開業と新庁舎建設を見据えた活力あるまちづくりの推進

③東日本大震災を契機とした防災意識の高まり

④少子高齢化（人口減少）のさらなる進行
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体制の充実や地域に根差した福祉の充実を図るとともに、人口減少の抑制とともに

少子高齢化へのさらなる対策の推進が求められています。

第２節 前期基本計画からの市民意見の変化

前期基本計画と後期基本計画の策定時に実施したアンケート結果を比較し、市民

ニーズに変化があった内容を整理します。

アンケート結果に大きな変化があった項目については、「環境に優しい新エネル

ギーの促進」が＋24.5％と、大幅に増加しています。また、「地域づくり活動の支

援」（＋10.2％）、「介護保険サービスの充実」（＋8.4％）、「安全で美味しい水の安

定供給」（8.1％）、「消防・防災体制の充実」（+7.4％）、「水を活かしたまちづくり」

（+7.1％）などが増加しています。

前期計画からの状況の変化と、上記の増加がみられる市民意見との関係を整理す

ると、以下のようになります。

①環境に配慮

したｴﾈﾙｷﾞｰ

②活力ある

まちづくり
③防災意識 ④少子高齢化

環境に優しい新エネルギーの促進 ○

地域づくり活動の支援 ○

介護保険サービスの充実 ○

安全で美味しい水の安定供給 ○

消防・防災体制の充実 ○

水を活かしたまちづくり ○

住民間交流の推進 ○

学校の統廃合及び通学区の見直し ○

公共交通ネットワークの形成 ○

中小企業の経営体質強化等の支援 ○

前期
策定時

後期
策定時

増加

環境に優しい新エネルギーの促進 16.5% 41.0% 24.5%

地域づくり活動の支援 19.7% 29.9% 10.2%

介護保険サービスの充実 14.4% 22.8% 8.4%

安全で美味しい水の安定供給 12.4% 20.5% 8.1%

消防・防災体制の充実 7.2% 14.6% 7.4%

水を活かしたまちづくり 12.7% 19.8% 7.1%

住民間交流の推進 16.8% 23.7% 6.9%

学校の統廃合及び通学区の見直し 8.8% 15.2% 6.4%

公共交通ネットワークの形成 15.2% 21.4% 6.2%

中小企業の経営体質強化等の支援 12.0% 17.7% 5.7%

41.0%

29.9%

22.8%

20.5%

14.6%

19.8%

23.7%

15.2%

21.4%

17.7%

16.5%

19.7%

14.4%

12.4%

7.2%

12.7%

16.8%

15.2%

8.8%

12.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

後期
策定時

前期
策定時

■ 回答割合が増加した施策内容（上位 10 位） ■
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第３節 後期基本計画における見直しの視点

前述の内容を踏まえ、後期基本計画では、以下の４つを特に重要な見直しの視点

とします。

「共生」「活力」「安心」の３つの基本目標に向かって、これらの視点を踏まえ、

重点プロジェクトの中でもさらに力点をおいて取り組むべき事業を推進すること

により、後期基本計画の計画期間である平成 29 年度までにまちづくりが着実に進

められるように努めるものとします。

①環境に配慮し
たエネルギー
への関心の高
まり

②北陸新幹線開業
と新庁舎建設を
見据えた活力あ
ふれるまちづく
りの推進

③東日本大震災
を契機とした
防災意識の高
まり

重点的な事業の推進による着実なまちづくり

見直し

の視点

④少子高齢化
（人口減少）
のさらなる進
行

共 生 活 力 安 心
３つの

基本

目標
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第４節 後期基本計画における取り組み

後期基本計画において取り組む施策のうち、前述した「４つの見直しの視点」に深く関

連する重点プロジェクト（事業）を以下に示します。

これらの重点プロジェクトに特に力点を置いて取り組むことにより、後期基本計画の期

間中にまちづくりが着実に進められるように努めるものとします。

見直しの視点 基本事業
取組むべき

重点プロジェクト（事業）

施策

区分

①環境に配慮したエネルギ

ーへの関心の高まり

再生可能エネルギー利活用

事業

・小水力、風力等の再生可能エ

ネルギーの調査研究及び利活

用

1-5

バイオマス利活用事業
・バイオマスエネルギーの利活

用による循環型社会の構築
1-5

②北陸新幹線開業と新庁舎

建設を見据えた活力あふ

れるまちづくりの推進

生産・流通・販売対策促進

事業

・産地ブランド化の推進
2-1

水環境保全整備事業

・フィールドミュージアム構想

の推進

・名水を生かした企業誘致活動

の推進

1-4

商業基盤整備事業
・中心市街地の整備、活性化推

進
2-3

山・川・海の観光資源有効

活用事業

・恵まれた観光資源の有効活用

と各観光施設との連携
2-4

広域観光ネットワーク整備

事業

・広域観光ネットワークの整備
2-4

観光客受入体制強化事業 ・観光局体制の強化
2-4

新駅周辺整備事業

・駅前広場などの交流拠点の整

備

・周辺の土地利用・規制の誘導

3-1

公共交通対策事業
・地鉄新駅整備等公共交通ネッ

トワークの整備促進
3-1

国道・県道・幹線道路整備

事業

・黒部ＩＣ・新幹線新駅の利便

性の向上及び幹線道路網の整

備充実

3-2

上水道・簡易水道施設整備

事業

・水道施設（災害対策連絡管等

含む）の整備推進
3-4

地域間交流推進事業

・ＩＪＵターンの促進、空き家

などの効果的な活用による定

住・半定住人口の拡大

6-1

新庁舎建設事業
・利用しやすく効率的な新庁舎

の整備
6-5

③東日本大震災を契機とし

た防災意識の高まり

上水道・簡易水道施設整備

事業（再掲）

・水道施設（災害対策連絡管等

含む）の整備推進
3-4

市民病院整備事業
・災害拠点病院としての重要度

の高まり
4-1
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地域福祉体制整備事業
・地域住民が互いに支えあい助

け合うケアネット活動の推進
4-2

消防施設整備事業 ・消防施設の高度化の推進
4-8

防災対策事業

・地域防災体制や防災基盤の整

備推進

・自主防災組織の育成支援

4-8

学校施設整備事業
・桜井中学校の建設など学校施

設の耐震化の推進
5-2

新庁舎建設事業（再掲） ・防災危機管理体制の確保
6-1

④少子高齢化（人口減少）

のさらなる進行

農業生産体制支援事業
・後継者、担い手育成による持

続的な農林水産業の支援
2-1

市民病院整備事業（再掲）
・高齢化社会・医療の高度化対

応の必要性
4-1

地域福祉体制整備事業（再

掲）

・地域住民が互いに支えあい助

け合うケアネット活動の推進
4-2

介護保険サービス事業
・介護予防マネジメント等総合

的な介護予防の推進
4-5

子育て環境整備事業
・子育てに関する支援・相談の

充実
4-6

学校施設整備事業（再掲）
・学校統合及び通学区域の見直

し・推進
5-2

地域間交流推進事業（再掲）

・ＩＪＵターンの促進、空き家

などの効果的な活用による定

住・半定住人口の拡大

6-1


