
黒部市議会令和元年７月定例全員協議会メモ 

 日時：令和元年 7 月 19 日（金）午前 10 時から 

 場所：第１委員会室 

【当局報告事項】 

１．6 月 25 日以降の経過報告 

２．議会日程について 

 9 月定例会： 招集予定 9 月 2 日（月）、 告示予定 8 月 26 日（月） 

３．職員不祥事に係る再発防止等 

   不祥事再発防止報告書を作成し、説明を受けた。 

 〇コンプライアンス意識と公務員としての自覚の醸成 

 ・黒部市職員倫理規定の策定・周知徹底 

 ・職員による内部通報制度の周知徹底 

 ・各階層に応じたコンプライアンス研修の実施 

 ・相談窓口の明確化と周知徹底 

 〇各職場における教育、チェック体制の構築 

 ・管理監督者のマネジメント能力の向上 

 ・風通しのよい職場環境づくり 

 ・事務の基本研修の実施 

 ・既存の事務マニュアルの周知徹底と活用 

 ・契約内容・支払事務の確実な履行 

 ・メンター制度の充実 

 ・事務の共有化 

 ・定期的なコンプライアンスアンケートの実施 

 〇人事異動及び異動職員への支援 

 ・長期在職者等の異動 

 ・若手職員のジョブローテーションの実施 

 ・新任課長への管理業務の説明・指導 

 ・優先度を明確にした事務引継の実施 

４．各部等からの報告 

（1）北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅における乗降人数等の調査結果 

調査日 乗車人員 降車人員 乗降人員 

 ビジネス   ビジネス   ビジネス  ビジネス  

割合  

5/2（木・祝）

＜5/3＞ 

1,673 

(1,462) 

45 

(28) 

1,727 

(1,797) 

27 

(41) 

3,400 

(3,259) 

72 

(69) 

2.1% 

6/20（木） 751 275 852 306 1,603 581 36.2% 



＜6/21＞ (692) (337) (818) (372) (1,510) (709) 

6/23（日） 

＜6/24＞ 

888 

(860) 

69 

(54) 

1057 

(960) 

69 

(50) 

1,945 

(1,820) 

138 

(104) 

7.1% 

 

（2）（仮称）くろべ市民交流センター基本設計の概要 

 〇配置計画の基本的な考え方 

① 近隣住宅の居住性を担保する「プライバシー配慮」 

② 住宅に囲まれた敷地の特殊条件を考慮した「安全性」 

  ③ センターの利用者、管理者が使いやすい「利便性」 

 

（3）オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致事業の概要 

  ①バレーボールワールドカップ 2019 女子大会米国代表キャンプの受け入れ 

    ・概要 黒部市「2020 東京オリンピック・パラリンピック」バレーボール協議事

前キャンプ誘致事業として、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの機

運醸成及びバレーボールの世界トッププレーを市民に直接見ていただくこ

とによるスポーツ振興の為、FIVB バレーボールワールドカップ 2019 女子

大会に出場する米国代表の事前キャンプを受け入れる。 

    ・合宿概要（詳細については、現在調整中） 

       受入国：米国女子代表（世界ランキング 3 位）25 名（予定） 

           ※日本は世界ランキング 6 位 

       場所：黒部市総合体育センター 

        日程：9/8（日）〜12（木）4 泊 6 日 

③ 韓国体育大学アーチェリー部強化キャンプの受け入れ 

・概要：黒部市「2020 東京オリンピック・パラリンピック」アーチェリー競技事

前キャンプ誘致として、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの機運醸成、アーチェリ

ー競技の普及、そしてキャンプ地としての経験値の蓄積のため、競合である韓国体育大学

アーチェリー部のキャンプ受け入れる。 

・訪問者：韓国体育大学校教授 キム・ジンホ氏 

     韓国体育大学校教授 キム・ドンク氏 

     韓国体育大学校アーチェリー部コーチ グォン・ジェヨン氏 

     韓国体育大学校アーチェリー部選手 14 名 

・場所：黒部市中ノ口緑地公園及び黒部市健康スポーツプラザ 

・日程：7/20（土）〜27（土）7 泊 8 日 

（4）第 14 回黒部市民体育大会成績等の途中経過 

    

 生地  石田  田家  村椿  大布施 三日市 前沢  荻生  若栗  東布施 宇奈月 



順位 8 3 1 6 2 4 7 5 10 11 9 

得点 71 110 123 88 115 108 74 91 68 36 70 

 

５ その他 

・第 70 回富山県下消防団消防操法大会 

① 大会日程等 

・日時：令和元年 7 月 27 日（土）8:30〜 

・場所：富山県広域消防防災センター 

・主催：富山県・富山県消防協会 

・後援：富山県消防長会 

・県内出場チーム数 ポンプ車の部 21 チーム 小型ポンプの部 12 チーム 

・荻生分団 4 番目 10 時ごろ出場 

②  

６ 意見交換 

【議会協議・報告事項】 

１．8 月定例全員協議会の開催予定日について 

令和元年 8 月 21 日(水) 10 時～ 第１委員会室 

２．行政視察等の予定について 

(1)観光・都市活性化振興特別委員会（9 月 26 日～9月 27日） 

(2)学校統合及び跡地利用対策特別委員会（9 月 30 日～10月 1日） 

３．行政視察等の報告について 

議会運営委員会（6 月 26 日～28 日） 

 神奈川県秦野市、千葉県我孫子市・柏市 

 

４．「第 14 回全国市議会議長会研究フォーラム in 高知」について 

日時：令和元年 10 月 30 日（水）～31日（木） 

場所：高知ぢばさんセンター 

希望参加者：柳田議員 

５．今後の予定について 

第 37 回北方領土返還要求富山県大会 

日 時 令和元年 8 月 31 日 (土) 13 時 30 分～ 場所 パレブラン高志会館 

※出欠を 7 月 26 日まで事務局へお願いします 

５ その他 

【関係議員協議・連絡事項】 

１．令和元年度日中友好富山県地方議員連盟総会等 

 日 時 7 月 22 日（月） 場所 富山第一ホテル ３Ｆ「白鳳の間」 



 （総 会）14：00～14：20（講演会）14：30～15：30 

※12 時 40 分に市役所正面玄関から配車（公用車）します 

２．令和元年度富山県日韓友好議員連盟総会等 

 日 時 ８月９日（金） 場所 富山国際会議場 メインホール 

 （総 会） 15：30～16：00（講演会） 16：00～17：00 

※14 時 10 分に市役所正面玄関から配車（公用車）します 

３．令和元年度富山県日台友好議員連盟の会費について 

  

 


