施策検討用シート（ステップ１）整理表〔第ニ次修正〕
まちづくり方針

（第一次修正＝ 赤字、第二次修正＝青字）

第１部会（自然共生）

１．自然と共生し、水と緑の文化を創造するまちづくり
【施策区分】
①自然環境の保全

【施策中分類】
環境保全・美化対策事業

公害対策事業

②河川・海岸環境の保全と整備

③森林環境の保全と活用

公害防止対策の充実
ＩＳＯ１４００１の取組みの推進
監視・指導体制の強化
黒部川上流域等崩壊対策事業の促進
● 黒部川総合土砂管理事業の促進
黒部川の水環境改善の促進

河川環境保全整備事業

● 河川改修の推進 事業の促進
親水空間の整備推進
河川環境保全・美化活動の推進

海岸環境保全整備事業

● 下新川海岸直轄事業の整備促進
海岸保安林の保全・整備の推進
海岸環境保全・美化活動の推進

水質監視体制強化事業

水質汚濁調査及び工場排水・河川水質調査の充実

治山事業

治山工事の推進
保安林改良の推進
水源涵養の推進

※ 上と統合
森林活用施設整備事業

⑤自然エネルギーの利活用

環境保全・美化活動の推進
地球温暖化対策の推進
● 水資源の保全
● 黒部峡谷の自然保護と環境保全の推進
野生鳥獣保護・生息管理の推進

砂防事業

豊かで美しい森づくり事業
森林施業推進事業

④水を活かしたまちづくり

【事業メニュー】

森林の育成、緑化の推進
多様な森づくりの推進（みどりの森再生事業）
森林整備地域活動の支援
●
里山整備の推進
● 森林居住環境の整備
（●里山再生整備事業）
（●里山再生整備事業の推進）
森林環境整備の推進
保健保養地としての整備・活用
環境教育の実践

水環境保全整備事業

● 水博物館（仮称）事業の推進
水辺環境や清流の保全
水環境保全意識の高揚
水環境保全団体等の活動支援
水に関するイベント及び全国ＰＲの推進

水資源利活用推進事業

● 水を活かした企業誘致活動の推進
水を活かした商品開発の推進
宇奈月温泉の研究・開発支援 追加

新エネルギー利活用事業
バイオマス利活用事業

小規模水力・風力・太陽光・地熱エネルギーの調査研究及び利活用
● 下水道汚泥バイオマスエネルギーの利活用の推進
農林漁業未利用バイオマス資源の利活用の推進
食品残渣廃棄物の利活用の推進
廃食油の再利用（BDF調査研究）

施策検討用シート（ステップ１）整理表〔第ニ次修正〕
まちづくり方針

（第一次修正＝ 赤字、第二次修正＝青字）

第２部会（産業経済）

２．地域特性を活かした産業育成のまちづくり
【施策区分】
①農林水産業の振興

【施策中分類】
農業生産体制支援事業
順番の入れ替え

農業基盤整備事業

林業生産基盤整備事業
※ 上と統合

【事業メニュー】
● 担い手育成の推進（認定農業者・集落営農組織等）
土づくりの推進 土づくりなど品質向上対策の推進
第3セクターの支援(宇奈月麦酒館、宇奈月農産公社) 他メニューへ
組み替え
● 施設、機械整備の促進
米の需給調整システムの安定確保
ほ場整備の推進
農道整備の推進
かんがい排水整備の推進 安全・安心な米づくり基盤整備の促進
● 公害防除特別土地改良事業の促進
● 農村生活環境の保全・整備
森林基幹道等の整備推進 林産物（木材・特用林産物）等の安定供給
森林施業(造林事業)の促進 のための体制整備の促進
林産物等の高付加価値化及び資源再利用化の促進
森林病害虫防除対策の強化
森林病害虫防除対策による健全な人工林の育成強化

地域林業振興対策事業

漁業経営安定化、近代化対策事業

順番の入れ替え

②工業の振興

特産品の開発、育成
● 産地ブランド化の推進
価格安定、消費拡大の推進
地産地消の促進と食育の推進
農産加工、販売施設の整備促進 及び有効活用の促進
農林水産

工業活性化事業

● 新規誘致のための施策推進＜商業共通＞
就労、雇用機会の拡大＜商業共通＞
職業能力の開発支援＜商業共通＞
新商品・新技術開発の支援＜商業共通＞

商業基盤整備事業

経営安定化対策事業

④観光の振興

● 多機能型（親水・緑地）漁港整備の推進
漁業経営安定化の支援
後継者育成の推進
担い手
栽培漁業の促進
観光産業との連携強化

生産、流通、販売対策促進事業

経営安定化対策事業

③商業の振興

森林整備組織の育成強化地域林業推進組織の経営基盤強化
林業従事者の育成確保 県産材利用促進の啓発普及

経営基盤の強化と設備の近代化（融資制度の活用等）
起業支援体制の整備推進
各種支援制度の的確な情報提供
販路開拓の支援＜商業共通＞
● 商業ゾーンの整備推進（中心市街地活性化等）
空き店舗対策の推進
商工業関連団体への支援
経営基盤強化の推進（融資制度の活用等）
起業支援体制の整備推進
各種支援制度の的確な情報提供

山・川・海の観光資源有効活用事業

● 広域観光ルートの開発
黒部ルート一般開放の促進
まち歩き観光の充実
遊歩道・登山道の整備促進及び維持管理の充実（国立公園遊歩道等）
宇奈月ダム周辺整備及び湖面利用の促進
観光施設の整備及び有効活用の推進

滞在型観光推進事業

宿泊施設の個性化とＰＲの促進
グリーンツーリズムの推進
● 温泉を利用した多目的施設の建設
各観光協会との連携強化
体験型周遊ルートの開発
産業観光ルートの充実

観光ネットワーク整備事業

観光客受入体制強化事業

公共交通機関との連携強化
新幹線新駅周辺観光ルートの設定
観光施設、設備の充実（欅平ビジターセンター等）
観光ボランティアガイドの育成
● 観光協会体制の強化
黒部ブランド産品の開発支援

国際観光交流事業

国際観光交流施設の充実
外国人観光客の誘致及び受け入れ体制の強化

観光PR・イベント推進事業

市外への情報発信、ＰＲの推進
交流企画、イベントの充実

施策検討用シート（ステップ１）整理表〔第ニ次修正〕
まちづくり方針

（第一次修正＝ 赤字、第二次修正＝青字）

第３部会（都市基盤）

３．快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり
【施策区分】
①北陸新幹線の整備

②道路の整備

新駅周辺整備事業

●
●
●
●
●

公共交通網整備事業

● 新幹線開業に伴う地鉄新駅の整備促進
● 既設鉄道駅並びに周辺施設の整備促進
並行在来線の利便性向上の推進
バス交通網の充実（路線バス、コミュニティバス）
公共交通に関するイベントの企画・実施
の利用促進のための
● 一般国道８号バイパスの整備促進
● 主要地方道の整備促進

国道・県道整備事業

幹線道路整備事業

③市街地・住宅の整備

【事業メニュー】

【施策中分類】

新駅からの公共交通ネットワークの整備
広域観光ネットワークの整備
駅周辺土地利用・駅周辺規制の誘導 駅周辺の土地利用・規制の誘導
駅前及び駅前広場の整備 駅広場等の整備
都市施設・駅舎・連絡路の整備

● 都市計画道路整備の推進
（●新駅中新線の整備促進）
（●前沢植木線の整備促進）
（●南線の整備促進）
道路の電線類地中化の推進

生活道路整備事業

市道改良及び舗装の推進
安心快適な歩行者空間の確保

雪寒対策事業

除雪車両の更新
消融雪施設の整備推進
地域ぐるみ除排雪活動の推進

市街地整備事業

● 新市都市計画マスタープラン（土地利用計画・景観形成方針等）の策定
新市土地利用計画の策定
● 三日市保育所周辺土地区画整理事業による市街地整備の推進
景観の美しい街並み形成の推進

住環境整備事業

公営住宅の整備推進
宅地開発の促進・支援
住宅環境の整備推進（バリアフリー化等）
克雪住宅の推進

④水道施設の整備

上水道・簡易水道施設整備事業

安定した水源の確保
水道施設の整備推進

⑤下水道の整備

汚水処理施設整備事業

⑥公園・緑地の整備

公園整備事業

都市公園の整備推進
農村公園等の整備推進

緑化推進事業

緑化の推進
緑化意識の啓発

⑦情報・通信の整備

地域・行政情報化推進事業

● 公共下水道事業の推進
農業集落排水施設の整備
浄化槽の整備（計画区域外）

地域情報ネットワーク活用の推進
● 電子自治体の推進（行政事務、行政サービス等）
情報化に向けた人材の育成
携帯電話不感地域の解消促進

施策検討用シート（ステップ１）整理表〔第ニ次修正〕
まちづくり方針

（第一次修正＝ 赤字、第二次修正＝青字）

第４部会（市民生活）

４．健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり
【施策区分】
①保健・医療の充実

【施策中分類】

【事業メニュー】

保健活動・健康づくり推進事業

健康づくり基盤の充実
母子保健対策の充実
生活習慣病予防、健康診査の充実
● 各種がん検診の充実
健康教育、健康相談等の充実
介護予防対策の充実
精神保健対策の充実
● 国民健康保険事業の充実

市民病院医療施設設備整備事業

● 病院施設・設備の整備推進
（●外来診療棟及び管理棟の増改築）
● 地域医療連携体制の充実
（●電子カルテによる医療連携ネットワークの拡充）
救急医療体制の充実
医療スタッフの確保・充実

②地域福祉の充実

地域福祉体制整備事業

地域福祉環境の充実
● 地域福祉推進体制の強化
ボランティア活動の推進

③高齢者福祉の充実

高齢者生きがい対策事業

高齢者の社会参加と交流の促進
高齢者の就業支援
生きがいづくり等を支援する施設の充実

高齢者生活支援事業

高齢者福祉サービスの充実
高齢者の見守体制・住環境等の充実
● 高齢者の虐待防止・権利擁護の推進

④障害者福祉の充実

障害者自立促進事業

障害者支援施設の整備支援
● 障害者在宅サービスの充実
障害者の社会参加と交流の促進

⑤介護保険への対応

介護サービス事業

介護サービスの提供及び利用支援体制の充実
● 総合的な介護予防の推進
包括的地域ケア体制の確立
介護保険事業の適正・円滑な運営

⑥子育て支援の充実

子育て環境整備事業

● 子育てに関する支援、相談の充実
保育所、保育環境の充実
乳幼児・児童の医療費助成の推進
児童センターの整備推進

⑦消費者支援施策の充実

消費者生活対策事業

⑧消防・防災体制の充実

消防施設整備事業

● 消防施設の高度化の推進
（●新消防庁舎の建設）
（●高機能消防通信指令システムの導入）
地域消防組織の強化・充実
救急体制の強化・充実
防火査察及び防火広報活動の強化・充実

防災対策事業

地域防災体制及び防災基盤の整備推進
● 自主防災組織の育成支援
（●自主防災組織結成促進及び協議会等の立ち上げ）
防災情報システムの充実
災害に対する意識啓発活動の推進

順番の入れ替え

消費者相談の窓口体制の整備推進
消費者の自主的な組織活動の支援

⑨防犯体制の充実

防犯対策推進事業

地域防犯活動の推進
防犯に対する意識啓発活動の推進
防犯施設の整備推進

⑩交通安全の推進

交通安全対策推進事業

地域交通安全活動の推進
交通安全に対する意識啓発活動の推進
交通安全施設の整備推進

⑪ごみの減量化・リサイクルの推進

ごみの減量化及びリサイクル推進事業

ごみの減量化やリサイクルを進める施設の充実
ごみの減量化やリサイクルに対する意識啓発活動の推進
ごみの減量化やリサイクル活動の推進
行政におけるリサイクルの推進

ごみ収集・処理対策事業

ごみ収集・処理体制の強化・充実
不法投棄の防止

施策検討用シート（ステップ１）整理表〔第ニ次修正〕
まちづくり方針
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第５部会（教育文化）

５．個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり
【施策区分】

【施策中分類】

【事業メニュー】

①家庭教育の充実

家庭教育支援推進事業

学習機会の拡充及び情報提供、相談体制の充実
家庭教育推進指導者の育成
家族共同体験活動の充実
地域食育支援の推進

②学校教育の充実

学校教育施設整備事業

● 学校施設・設備の整備・充実
● 学校統合・通学区の見直し・推進
● 学校給食センターの建設

学校教育環境整備事業

総合学習の推進と地域人材の活用
● 国際理解教育の推進
幼児教育の充実 追加
心の教育の充実
学校運営地域支援制度の確立
情報教育環境の整備・充実

③青少年の健全育成

青少年健全育成事業

社会参加活動の促進
健全育成活動の推進及び指導体制の充実
育成団体活動への支援

④生涯学習の推進

生涯学習推進事業

公民館活動の推進 追加
生涯学習活動（各種教室、講座等）の推進
生涯学習機会の拡充及び情報提供の充実
読書普及活動の充実

生涯学習人材育成事業

生涯学習団体リーダーの養成
生涯学習ボランティアの充実

⑤文化・スポーツの振興

⑥国際化への対応

生涯学習拠点整備事業

生涯学習施設の整備・充実
● 旧宇奈月町４小学校施設等の整備
● 黒部市立図書館の建設

芸術文化施設整備事業

芸術文化活動施設、設備の充実

芸術文化活動促進事業

芸術文化に親しむ機会の拡充及び情報提供の充実
芸術文化団体の活動支援

文化財保護事業

文化遺産の発掘及び公開の推進
文化財の調査･研究と普及啓発
伝統芸能の継承と発展
博物館等の充実 追加

スポーツ・レクリエーション環境整備事業

スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実

スポーツ・レクリエーション活動推進事業

スポーツ教室の充実
● スポーツイベントの充実
スポーツ団体の育成強化と指導者の養成
各種スポーツに関する情報提供の充実

国際交流活動推進事業

● 国際姉妹都市・友好都市との交流の推進
市民レベルでの国際交流の推進
国際スポーツ大会、国際交流イベントの開催
在住外国人との交流機会の充実
施設案内等の外国語表記の推進

施策検討用シート（ステップ１）整理表〔第ニ次修正〕
まちづくり方針

（第一次修正＝ 赤字、第二次修正＝青字）

第６部会（行財政）

６．市民と行政が一体となったまちづくり
【施策区分】

【施策中分類】

【事業メニュー】

①市内外との連携・交流の促進

地域間交流推進事業

②開かれた行政への取組み

広報・公聴・情報公開事業

③市民活動支援への取組み

市民参画・活動支援事業

コミュニティ活動施設の整備・充実 順番の入れ替え
地域コミュニティ活動の促進
● まちづくりへの市民参画の促進
ＮＰＯの設立及び活動支援 追加

④男女共同参画社会の推進

男女共同参画推進事業

地域全体が連携した推進体制の確立
介護、子育て支援及び相談窓口の充実
● 男女共同参画意識の啓発・普及活動の推進

市民と一体となった計画的行政運営の推進
⑤行政運営の効率化

健全財政の推進
⑥財政運営の効率化

効率的行政運営推進事業
計画的行政運営推進事業

都市間交流・連携の推進
市民・企業・各種団体との連携推進
● 交流人口、定住・半定住人口の拡大 追加
団塊世代等の活動の場の創造・支援 追加
広報活動の充実
公聴活動の充実
情報公開の推進
行政に関する情報の整理・発信
市民参画機会の充実

行政サービスの向上
行政組織機構・人事管理の適正化
公共施設の管理運営の見直し
事務事業の改善（効率化、民間委託等）
● 行政評価制度の導入
庁舎環境の改善
● 新市庁舎の建設
施策中分類の見直し

新市庁舎建設事業

● 新市庁舎の建設

効率的財政運営推進事業
健全財政推進事業

● 計画的で健全な財政運営
財源の確保（使用料・手数料の受益者負担の適正化、自主財源の確保等）
経常経費の削減（事務の合理化・効率化、各種経費の見直し・抑制等）

● 納税意識の向上（適正な課税、納税の推進、租税教育の推進）

