
市議会平成 29年 2月定例全員協議会メモ 

 

日時 平成 29 年 2月 21 日(火)午前 9時から（途中、第 2次総合振興計画検討特別委員会、

（仮称）くろべ市民交流センター建設検討委員会をはさむ） 

場所 第 1委員会室 

 

【当局報告事項】 

１．1月 21 日以降の経過報告等 

 

２．平成 29年度予算大綱 

 〇予算規模 

   一般会計 201億 8千万円（前年度比▲6億 6千万円▲3.2％） 

３．各部等からの報告  

(1)黒部宇奈月温泉駅乗降客数調査 

 二日間実施。 

 2月 2日（木）：1,236人（対前年 90.6％） 

 2月 12日（日）：1,940人（対前年 84.3％） 

(2)富山県津波シミュレーション調査結果の概要 

 〇調査概要 

   調査は、「呉羽山断層帯（M7.4）」、「糸魚川沖（M7.6）」、「富山湾西側（M7.2）」の

３つの断層帯でシュミレーションを行い、それぞれ最大クラスの津波が発生した場合

の浸水想定区域や水深を出力したうえで、それらすべてを重ね合わせて図面を作成し

た。 

   これに加えて、参考として東京大学地震研究所が公表する６つの断層帯（国は公式

に評価をしていない）においてそれぞれの断層帯が動いた場合のシュミレーションも

行ったが、あくまで参考としての資料であることから、津波ハザードマップの見直し

は国が公式に評価する３つの断層帯での被害宋江地に基づき行う。 

 

(3)ハッピーメモリアル事業(オリジナル婚姻届と記念撮影パネルの作成)  

〇目的 黒部市では、結婚という人生の大きな節目を迎えられる方々を祝福し、生涯のよ

い思い出としていただくとともに、黒部市の良さを伝えることを目的にオリジナ

ル婚姻届と記念撮影用パネルを作る。 

〇事業の内容 

・オリジナル婚姻届 

 お祝いの気持ちと黒部らしさを伝える「幸せの四つ葉のクローバー」と花嫁が身につ

けると幸せになるというヨーロッパの言い伝え「サムシング・フォー（黒部版）」をデザ



インした。黒部市では従来の婚姻届に加え、オリジナル婚姻届も窓口で無料配布する。 

 ◇配布場所：市役所市民環境課、市民サービス課 

 ◇配布期日：平成 29年 2月 22日（水）午前 8時 30分から配布・受付開始 

 ◇提出場所：市役所市民環境課、市民サービス課をはじめ、全国どこの市役所でも提出

可能 

〇オリジナル写真台紙 

  黒部市に婚姻届を提出されたすべての方に、記念として、婚姻届と同じイラストが描

かれたオリジナル写真台紙を贈呈する。写真台紙には、「婚姻届提出時」以外にも「銀婚

式」などの節目の記念写真を入れていただけるよう、３つの写真ポケットをつけた。 

〇記念撮影用パネル 

  黒部の象徴の 1 つである黒部扇状地を上空から撮影した美しい風景写真のパネルを設

置する。婚姻届提出時をはじめ、転入の際、市役所来庁記念などに黒部の悠久の大地の

パワーを感じながら、記念の瞬間を写真に残してもらう。撮影用パネルのほか、手持用

の日付ボードや自撮棒も設置する。 

 ◇設置場所：市役所１階フロア 

 ◇サイズ：2.3m×2.3m 

 ◇利用可能日時：市役所開庁時（平日８時３０分から１７時４５分） 

 ◇日付ボードについて 

  結婚するお二人やご家族のご縁と愛をつなぐイメージを大切に、赤が美しい愛本橋を

描いた。扇状地の要である愛本橋。ここから日本一美しいといわれる扇状地が広がり、

富山湾につづく。これから広い世界へ船出する新しい夫婦に愛がいっぱいあふれるよう

願いを込め「愛のもとここから始まる」のメッセージを入れた。サイズは縦 30㎝×横 50

㎝ 

 ◇黒部市での婚姻届受付数 

   

 

 

 

 

 ◇県内のオリジナル婚姻届の実施状況・・・滑川市、朝日町 

 ◇県内の記念撮影コーナー     ・・・滑川市、朝日町、氷見市 

 

(4)黒部市子どもの貧困支援体制整備計画(案)の概要 

 〇計画策定の背景と目的 

 平成 25 年の国民生活基礎調査によると、平成 24 年の日本の子どもの相対的貧困率は

16.3％と過去最悪となり、国を挙げて子どもの貧困対策に取り組んでいく姿勢をしましま

 27年度 26年度 25年度 

黒部市の窓口で受付 173 170 172 

他市の窓口で受付 306 285 272 

計 479 455 496 



した。 

 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧

困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均衡を図る必

要があります。 

 このことから、黒部市においても子どもの貧困について市内の状況を把握し、必要と

される支援や各種施策の展開を進めるための計画を策定することとしました。 

 ※パブリックコメントを実施しています。 

http://www.city.kurobe.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=9031 

 

(5)黒部市新石田企業団地入居企業の概要 

 〇募集の内容 

  ・分譲面積：2.44ha（全体面積 3.80ha 残り面積 1.36ha） 

  ・第 1次募集期間：平成 28年 12月 6日（火）～平成 29年 1月 13日（金） 

   ※以降全区画入居企業決定まで随時募集中 

 〇入居企業 

  ・㈱カナヤマ 

  ・ソロパワージャパン㈱ 

(6)第 2次黒部市食育推進計画の概要 

 〇策定趣旨、目的、及び背景 

  近年、「食」に関する問題が指摘されており、国では食育基本法を制定し、平成 28 年

度からは新たに「第 3次食育推進計画」に基づき、食育を推進している。 

  本市では平成 23年 9月に「黒部市食育推進計画」（以下「第 1次計画」とする。）を策

定し、関係機関などと連携しながら食育を推進してきたが、市民の食育への関心はあま

り高まっておらず、「食」をめぐる課題は依然としてある。 

  健康や子どもの教育、福祉関係、農業生産や販売など食に関わる分野が連携強化する

一方、市民一人ひとりが食の大切さを理解し、食育に主体的に取り組んでいけるよう全

市的な運動として食育を強化・充実していくことが重要になっている。このような背景

から、「第 1次計画」の達成状況や課題を踏まえながら、市では引き続き食育の推進に関

する取り組みを総合的・計画的に推進するため、「第 2次黒部市食育推進計画」を策定す

る。 

  

(7)黒瀬川発電所開所式 

 平成 27年 10月 30日に安全祈願祭・起工式。平成 29年 2月 27日に開所式を行う。 

 ①概要 

 黒瀬川発電所は、平成 24年 4月に稼働した宮野用水発電所に続き、市が運営する水力

発電事業であり、低炭素社会づくりを進めるとともに、その経済性を活かし、土地改良



施設など市が管理する施設の維持管理費の軽減を図ることを目的として建設された。 

  当発電所は、若栗地内の黒瀬川から取水し、発電所までの 1.29 ㎡を導水する小水力発

電所で、最大出力 180kmの水圧管路を経由、最大有効落差 17.69mを利用した最大毎秒

1.29 ㎡を導水する小水力発電所で、最大出力 180kw、年間可能発電電力量は

1,197,000Kwh（一般家庭約 400世帯相当の電力）となる。 

 また、北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅の周辺という立地を生かして、展示施設を併設し

ており、本市の豊富な水が持つ再生可能エネルギーの可能性や、大自然の豊かさ等を展

示している。 

②諸元 

 ・取水水系関係：黒瀬川水系黒瀬川 

 ・所在地：黒部市若栗 2698番地 

 ・構造：鉄骨造平屋建 

 ・発電方式：水路式（流れ込み式） 

 ・最大（常時）出力：180kw（100kw） 

 ・最大（常時）使用水量：1.29㎡/s（0.77㎡/s） 

 ・最大（常時）有効落差：17.69m（19.47m） 

 ・年間可能発電電力量：1,197,000Kwh 

 ・水車型式：横軸フランシス水車 190Kw1台 

 ・発電機：横軸山荘誘導発電機 185KVA1台 

 ・売電価格：34円/Kwh（税抜） 

③開所式 

 ・日時：平成 29年 2月 27日（月）午前 10時から 

 ・場所：若栗 2698番地 

 ・次第：開式、式辞、祝辞、経過報告、テープカット、運転開始、閉式 

 

(8)除雪に関する状況【】は昨年 

 平成 29年 2月 14日現在 

 最大積雪量（㎝） 

 黒 23【57】、宇 100【65】 

 年間降雪深（㎝） 

 黒 65【202】、宇 231【305】 

 除雪作業委託料（千円） 

 130,113【125,336】 

 除雪作業費（千円） 

 110,398【106,419】 

 機械管理費（千円） 



 19,715【18,916】 

 

(9)第 2次くろべ男女共同参画プラン(案)の概要 

 〇計画策定の趣旨 

  本市では、平成 19年 3月に「くろべ男女共同参画プラン」を策定し、女性も男性も全

ての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、それぞれの性差

に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現に向けて、

男女共同参画に関する取組を総合的・計画的に推進してまいりました。これまでの取組

みをさらに推進していくために、「第 2次くろべ男女共同参画プラン」を策定するもので

す。 

 〇計画策定の背景 

  現行の計画期間が平成 29年 3月をもって終了になることから、市民の意識調査をする

ために、「男女共同参画市民アンケート」を実施し、現状の区に努めるとともに、平成 28

年 9 月からは、これまでの基本理念を踏襲しつつ、第 2 次プランの策定に向けた検討を

進めてきました。 

 〇計画の基本理念 

   「男女共同参画で誰もが安心して心豊かに暮らせる魅力ある黒部市」を基本理念と

します。 

 ※意見 

  他の計画との整合性が図られているのか？ 

  他計画のパブリックコメントと期間が重なっている。ずらせないのか？ 

 

４．その他 

・第 34 回カーター記念黒部名水マラソン参加申込状況 

   5,933人（対前年 90.7％） 

・V・チャレンジリーグ I女子大会(黒部大会)の開催 

 

５．意見交換 

 なし 

【議会協議・報告事項】 

１．今後の予定について 

(1) 黒瀬川発電所開所式 

日時:平成 29 年 2月 27 日(月)10 時~ 

場所:黒瀬川発電所(黒部市若栗地内) 

(2) 立山黒部自然環境保全・国際観光促進協議会「愛称:立山黒部を愛する会」特別講演会 

日時:平成 29 年 3月 12 日(日)13 時 30 分~ 



場所:ホテルアクア黒部  

(3)黒部市民病院増改築事業完成記念式典 

日時:平成 29 年 3月 18 日(土)10 時~ 

場所:黒部市民病院 正面玄関  

(4)県道魚津生地入善線立野生地バイパス修祓式・開通式 

修祓式 日時:平成 29 年 3月 19 日(日)12 時 50 分~ 

開通式 日時: 同 日 13 時 20 分~ 

場所:黒部市生地地内(高橋川右岸)  

 

２．黒部市都市計画審議会委員の推薦について 

委員 5名 

任期:H29.3.1~H31.2.28(2 年間) 

 

３．各委員会からの報告事項等について 

(1) 議会運営委員会 

(2) 議会改革特別委員会 

(3) その他（総務文教委員会、立山黒部ジオパーク促進特別委員会） 

 

４．要望について 

(1)くろべ陶芸友の会からの要望 

５．その他 


