協 議 第 16 号

慣行の取扱いについて

慣行の取扱いについて、別紙のとおり提出する。
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協議項目

慣行の取扱い①

調整方針

１．新市の市章・市旗は、公募し、合併までに定める。
２．新市の木・花は、合併後に定める。

黒部市・宇奈月町の現況
項 目

市章、町章

市旗、町旗

市の木
町の木

協議細目

黒部市
「クロベ」を図案化。
「クロ」の２字を円で表
し親和と団結を意味し、
「ベ」は山をかたどり
希望あふれる市の躍進を表す。
（Ｓ29 年９月１
日制定）

市章、市旗、市の木・花

宇奈月町
「ウ」と「ナ」を重ね、上弦の月を組み合わせた。
「ウ」の三角形は町の発展を、月の円みは和合を表
す。
（Ｓ32 年６月 15 日制定）

市章を配し、ＫＵＲＯＢＥの文字は国際都市、ストライプは
中央に町章を配置。下部に「宇奈月町」と記載。
躍動感と真摯さ、青色は清潔と澄んだ市民の心を表す。
クロベ（ヒノキ科）
カエデ（モミジ）
黒いヒノキという意味から漢字表記で「黒桧（クロベ）
」
。黒
庭木、盆栽として親しまれ、生育力旺盛で黒部峡谷の秋を飾る紅
部峡谷の岩場に多く群生。風雪に耐え、長寿。
（Ｓ48 年指定） 葉の主軸をなす。
（Ｓ50 年指定）

市の花

松
庭木、盆栽に適し、壮観で管理が容易。枝葉が末広がりで縁
起が良いとされる。
（Ｓ48 年指定）
ユリ
シャクヤク
優雅な香りと清楚な姿。手軽に栽培できる。
（Ｓ48 年指定）
町内で多く栽培。優雅華麗、栽培が容易で強健。
（Ｓ50 年指定）

町の花

ツツジ
花期が長く手軽に栽培できる。
（Ｓ48 年指定）

イワウチワ
町内山地に群落。常緑植物で年中つやつやの葉、寒気に耐え、花
は上品で美しく優しい。
（Ｓ50 年指定）

協議項目

慣行の取扱い②

協議細目

市民憲章、各種宣言

調整方針

１．新市の市民憲章は、合併後に制定する。既存のものは、新市の市民憲章が制定されるまで、旧市町の区域の住民憲章として
継承する。
２．新市の宣言は、合併後に検討する。

黒部市・宇奈月町の現況
項 目

市民憲章
町民憲章

各種宣言

黒部市

宇奈月町

わたくしたちは、美しい自然にめぐまれた伸びゆく黒部市の
市民であることに誇りと責任をもち、友愛の精神をもととして、
明るく豊かなまちをつくり、市勢のたくましい発展をつづける
ために進んでこの憲章を守りましょう。
１ わたくしたち黒部市民は、あたたかく交わり、
互いにたすけあい、明るいまちをつくりましょう。
１ わたくしたち黒部市民は、健康で、
たくましく働き、豊かなまちをつくりましょう。
１ わたくしたち黒部市民は、きまりを守り、
よい風習を育て、住みよいまちをつくりましょう。
１ わたくしたち黒部市民は、環境をととのえ、
清らかな美しいまちをつくりましょう。
１ わたくしたち黒部市民は、教養を高め、
情操を豊かに、文化のまちをつくりましょう。
（Ｓ39 年 11 月制定）

黒部の大自然の恩恵と先人の努力に感謝し、希望と活力に満ちた
宇奈月町の繁栄をめざし、この憲章を定めます。
１．郷土の自然を大切にし、美しい町をきずきましょう。
１．歴史と伝統を活かし、豊かな文化を育てましょう。
１．心と体の健康につとめ、明るい家庭をつくりましょう。
１．仕事にはげみ、進んで社会の発展に尽くしましょう。
１．ふれあいを大切にし、あたたかい心で旅の人を迎えましょう。
（Ｓ59 年３月制定）

・スポーツ健康都市宣言 （Ｓ52 年３月）

・青色申告の町 （Ｓ51 年３月）

・交通安全都市宣言 （Ｓ58 年９月）

・健康な町宣言 （Ｓ52 年３月）

・核兵器廃絶平和都市宣言 （Ｓ63 年 12 月）

・非核平和宇奈月町宣言 （Ｈ２年 12 月）
・ゆとり宣言 （Ｈ２年 12 月）

協議項目

慣行の取扱い③

調整方針

１．新市のロゴマークは、合併後に定める。
２．新市のキャッチフレーズは、合併後に定める。
３．新市のマスコットは、合併後に検討する。既存のものは、当面旧市町エリアの観光や特産物のＰＲ等に引き続き使用する。

黒部市・宇奈月町の現況
項 目

ロゴマーク

協議細目

黒部市
名水シンボルマーク
黒部川扇状地に自噴する湧水群をイメージ。
未来へ拡がる「名水の里黒部」を表す。
（Ｓ63
年）

名水の里 住みよい黒部
キャッチ
フレーズ

ウォー太郎

マスコット

藤子不二雄Ａ氏の作画。黒部の名水のＰ
Ｒに活躍。平成５年、黒部市長・宇奈月
町長立会いのもと誕生届を提出。ウォー
太郎音頭は子供に人気。

ロゴマーク、キャッチフレーズ、マスコット

宇奈月町
シンボルマーク
宇奈月の「Ｕ」をモチーフに黒部峡谷と温泉の湯け
むりを配しデザイン化し、ダイナミックな緑豊かな
大自然郷宇奈月を表現。

ＹＥＳ−うなづき
Young Mind･･･若々しい心
Enjoy Life････人生を楽しむ
Something to You･･･何かが起きる期待
雄大な北アルプスと宇奈月の「月」を一体化し、
エネルギッシュに満ちた宇奈月町を表現。

協議項目

慣行の取扱い④

調整方針

新市の歌は、合併後に検討する。

黒部市・宇奈月町の現況
項 目

協議細目

黒部市

市歌

宇奈月町

大黒部市の歌（Ｓ29 年制定）

宇奈月町民の歌（Ｓ59 年制定）

１ 剣、立山、白馬の精を あつめて清し 黒部の流れ
市民われらが たくましく きずく理想の 都市ここに
ああ 大黒部市 ひかりあり

１ 北アルプス つねに仰ぎて 躍進の 意気湧くところ平和なる
明日を願い観光の 息吹き新たにうつくしき
宇奈月 宇奈月 われらわれら 永久に守らん

２ めぐみ 豊けし みどりの沃野 伸びゆく漁場 あけゆく深山
市民われらが 意気高く ひらく民主の 都市ここに
ああ 大黒部市 ほこりあり

２ 黒部の川 水は真澄みて 天恵の 幸呼ぶところ汗競い
力をつくし生産の 歌を高らにたくましき
宇奈月 宇奈月 われらわれら ここに拓かん

３ 繁き大路に かずますいらか 商工きそい 電源勢う
市民われらが むつまじく おこす文化の 都市ここに
ああ 大黒部市 ほまれあり

３ まちに山に 緑溢れて 人の和の 花咲くところ幸せと
文化育くみ先人の 英知訓えにあたらしき
宇奈月 宇奈月 われらわれら 共に築かん

市歌、町歌

４ 虹の峡谷 幸よぶいでゆ ゆめ織る越湖 歌うは石田
市民われらが うつくしく かざす平和の 都市ここに
ああ 大黒部市 さかえあり

