
市議会平成 29年４月定例全員協議会メモ 

日時 平成 29 年４月 21 日（金）午前 10 時から  

場所 第１委員会室  

 

【当局報告事項】  

１ ３月 23 日以降の経過報告  

２ 議会日程について  

招集予定 ６月１日（木）、 告示予定 ５月 23 日（火）  

３ ４月１日付人事異動等 

４ 各部等からの報告  

（1）平成 28 年度ふるさと黒部サポート寄附の実績 

   ・寄附者及び寄付金額・・441人、451件、19,017,000 円 

（H27年度：120件、10,458,000 円） 

   ・内訳：市内 8 人（1.8％）10,740,000 円、県内 18 人（4.1％）860,000

円、県外 415人（94.1％）7,417,000 円 

   ・H27年度：7千万円が市外へ H28年度は未集計。 

   ・H29年度から大臣通達により市内寄付者に対しては、返戻金はしない。 

   ・5月公報で PRする。 

 

（2）「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」への参加 

   １．概要 

    東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の約 5,000 個の金・

銀・銅メダルを全国各地から集めたリサイクル金属で作る国民参加型プ

ロジェクト。 

    東京 2020 大会をきっかけに持続可能社会の仕組みを作る取組として、

黒部市も本プロジェクトに賛同し、小型家電の改修を実施する。 

   ２．プロジェクトの目的 

    ・我が国のリサイクルの取組を世界にアピールする。 

    ・小型家電のリサイクル制度の普及や回収率の向上を図る 

    ・国民の参加を得てオリンピック後も循環型社会として定着する 

   ３．主催 

    公益社団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

   ４．黒部市回収方法 

    市民環境課カウンター前に本プロジェクト用回収ボックスを設置 

    月～金（祝祭日を除く）8:30～17:15 



   ５．開始時期 

    平成 29年 5月 1日（月） 

   ６．対象品 

    携帯電話、スマートフォン、電卓、電子辞書、 

デジタルカメラ、ビデオカメラ 

   ７．目標収集量 

    メダル製造個数：金、銀、銅 各 1,666 個 

    必要とする金属重量：金 10kg、銀 1,233kg、銅 736kg 

   ８．周知方法 

    広報くろべ、市 HP、みらーれ TVなど 

（3）農業委員会新制度移行の概要 

   １．農業委員会の業務の重点化 

      農地の権利移動や農地転用などの法令業務に加えて、これまでは

任意業務だった「農地等の利用最適化の推進」も義務的業務に変更

になった。 

   ２．農業委員の選出方法の変更 

      市町村長が議会の同意を得て任命する（公選制から選任制へ） 

   ３．農地利用最適化推進委員の新設 

      推進委員は農業委員会が委嘱する。農業委員会の業務のうち「農

地等の利用最適化の推進に関する業務」を行う。 

   ４．農業委員と最適化推進委員の関係 

      推進委員の業務は「最適化業務」のみ。一方、農業委員は、最適

化業務を含んだ農業委員会全体の所掌事務に責任が生じる。 

   ５．報酬について 

      報酬の財源については、現行の農業委員会交付金に加え、農地利

用最適化交付金が新設される。 

   ※現任期 1 年が残されているので、県内では富山市と黒部市が 1 年遅れ

て実施する。 

   ※推進委員制度の中身に関しては、農業委員で検討する。 

    どういう方になっていただくか難しい。各地区で検討していただく。 

（4）第 68 回全国植樹祭及び第 46 回全国林業後継者大会の概要 

   １．開催日 

     平成 29年 5月 28日（日） 

   ２．主催 

     公益社団法人国土緑化推進機構 富山県 

   ３．開催規模 



    県外招待者 1,200人、県内招待者 3,000人、協力員・本部員 3,000人 

    計 7,500人 

   ４．開催会場 

    式典会場・植樹会場：魚津桃山運動公園 

    植樹会場：朝日赤川、入善五十里、黒部田籾、魚津三ケ、 

滑川運動公園、丸山総合公園 

   ５．スケジュール 

     6：30～7：00 指定集合地 

     8:00      記念植樹 

          9:00           入場チェック 

     10:00           プロローグ 

     11:00      式典 

     11:50      エピローグ 

     12:20      昼食・会場散策 

     13:30～14:30  式典会場出発、指定集合地着、解散 

 

（5）黒部峡谷パノラマ展望ツアー市民体験会の概要 

   １．目的 

    観光客に好評の「黒部峡谷パノラマ展望ツアー」について、市民向け

のツアーを開催する事で、市民に供お部峡谷の大自然と電源開発の歴史

に触れる機会を創出するとともに、利用者の増加を目指すもの 

   ２．実施予定日（全 18回）宇奈月駅 11:48発 

6/2,6/12,6/18,7/7,7/10,7/23,8/4,8/21,8/27,9/1,9/11,9/18,10/6,10/9, 

10/22,11/3,11/5,11/13 

   ３．対象者 

     黒部市在住の方または在勤の方とその家族 

   ４．参加料 

     おとな 3,000円、こども 1,200円 

   ５．定員 30名/各便 

   ６．申込み先 

     （一社）黒部・宇奈月温泉観光局 

   ※平成 28年度実績 11,260名（内、市民：147名） 

 

（6）降積雪深及び除雪作業委託料の実績  

   平成 28年度：最大積雪深（黒部）25cm、（宇奈月）100cm、 

年間降雪深（黒部）103cm、（宇奈月）387cm 



 降雪作業委託料 151,488 千円、除雪作業費 131,773千円 

 機械管理費 19,715千円 

  

（7）黒部名水マラソンに係る開催準備等 

   ・4月 21日現在 9247名。 

   ・伊調馨選手の不参加について 

   主な意見 

    6月 4日交通規制について、ルートが特定の地区に集中している。交通

規制があり、帰宅困難者が出ている。分散してほしい。 

   ・昨年使用したバリケードが未だに放置されている。そういうことのな

いようにしてほしい。 

 

５ その他  

・黒部市公共交通ガイド 2017 の発行 

・ファーム・フェア 2017 

    5月 3日～5日 9:00～17:00 

・ＪＡくろべによる玄米茶の販売 

・第２次くろべ男女共同参画プラン 

    計画期間を総合振興計画に合わせた。 

   主な意見 

範囲が広すぎるのでは？もっと絞れなかったのか？ 

６ 意見交換   

   なし 

【議会協議・報告事項】  

１ 議決事件の拡大について 

  3月 22日議会運営委員会にて３つの内、2つに決定。 

  ①黒部市立地適正化計画 

  ②都市再生整備計画 

  ※農業農村整備事業管理計画・・市単独ではない。申請事業である。 

 

２ 議会事務局の人事異動及び事務分担等について 

 

３ ５月全員協議会の開催予定日 5月 19 日（金）10:00～ 第１委員会室  

 

４ 各常任委員会の行政視察  

（1）産業建設委員会（5 月 8 日～10 日）  



広島県尾道市 尾道空き家再生プロジェクトについて  

高知県四万十市 市産材利用促進及びブランド化について  

 

（2）総務文教委員会（5 月 10 日～12 日）  

鹿児島県鹿屋市 「鹿屋市立図書館」広域図書館ネットワーク事業について  

同 上   「柳谷集落」住民による地域おこしの取組みについて  

鹿児島県指宿市 「指宿市立図書館」図書館利用者増加への取組みについて  

 

（3）生活環境委員会（5 月 15 日～17 日）  

三重県いなべ市 「どこでも子育て支援！各種子育て支援事業」について  

兵庫県赤穂市 「赤穂市民病院」自治体病院の役割について  

兵庫県神戸市 「ＹＫＫ六甲株式会社」障がい者就労について  

５ 要望について  

黒部市社会福祉協議会からの要望書 

（「地域福祉推進の新たな拠点」の早期建設について） 

3月 23日に要望有。報告書を議員図書館に設置する。 

  

６ その他  

（1）黒部名水会の年会費の納入について 29 年度会費：2,000 円  

※5 月報酬より引き落とし  

（2）東京黒部会について  

日時 5 月 14 日（日）12 時～  

場所 ニューオータニイン東京  

※出席する方は 4/28(金)までに事務局へ連絡。  

（3）黒部名水マラソンにおけるスタッフウエア及び帽子の再利用確認について  

※ウエア及び帽子が無い場合は 4/28(金)までに事務局へ連絡。 

  

【関係議員協議・連絡事項】  

１ 富山県日台友好議員連盟への加入並びに役員推薦について  

・会員（継続） 会費:2,000 円、納入時期：７月中旬  

・役員（理事）推薦 現議長（H29年度役員：新村議長）  

・総会及び謝長廷氏を囲む会  

日時 平成 29 年 5 月 16 日（火）  

場所 富山第一ホテル  

総会 18 時から 18 時 30 分  

囲む会 18 時 30 分から 20 時 40 分（会費：10,000 円当日）  



※出欠を本日中までに事務局へ連絡。  

 

２ 富山県日韓友好議員連盟への加入並びに役員推薦について  

・会員（継続） 会費:2,000 円、納入時期：８月中旬  

・役員（理事）推薦：現議長（H29 年度役員：新村議長）  

 

３ 日中友好富山県地方議員連盟への加入並びに役員推薦について  

・会員（継続） 会費:3,000 円、納入時期：８月中旬  

・役員（理事）推薦：現議長、前議長（H29 年度役員：新村議長、木島

前議長）  

 

４ 日中国交回復４５周年記念『とやまと日中友好の集い』 講演会及び記念祝

賀会について  

日時 平成 29 年 5 月 20 日（土）  

場所 富山第一ホテル 

 講演会 14 時 30 分から 16 時 （無料） 

 囲む会 16 時 30 分から 18 時 20 分（会費：7,000 円当日）  

※出欠を 4/28(金)までに事務局へ連絡。 

以上 


