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51 黒部市における交通の円滑化と安全・安心なまちづくり

平成25年度　～　平成29年度　（5年間）

区画整理事業エリアから公共交通駅へのアクセス道路など、道路網の体系的な整備により、活力ある地域づくりを行う。
安全な交通を確保するための雪対策を行い、雪害のないまちづくりを進める。
十分な空地と公共駐車場及び敷地内を自由に行き来できる通路がある市庁舎を市の中心地で整備することにより、良好な市街地環境の形成を図るとともに中心市街地としてのにぎわいと活力を創出する。
既存の公営住宅等を公営住宅等長寿命化計画に基づき、修繕・改修し、セーフティネットの維持と高齢者や子育て世帯が安心して暮らせるまちづくりを実現する。
主要な工業団地や中心市街地（三日市地区）などと幹線道路を結ぶ道路網の整備を行う。
海沿地区（生地・石田）、中心市街地（三日市）における老朽危険空き家の除却を促進する。

・区画整理事業エリアからの近傍駅へのアクセス時間を現況（Ｈ２５）から10％（Ｈ２９）短縮する。
・冬期の死傷事故件数を51件（Ｈ２５）から46件（Ｈ２９）へ減少する。
・中心市街地のゆとりある空間と公共駐車場による利便性を生かし、より多くの市民が気軽に参集できるようにする。（市街地・庁舎内開催行事の参加者数　H25 から15％増加）
・既存の公営住宅等において、屋上防水を改修し、未改修の市営住宅を減少させる
・主要な工業団地や中心市街地（三日市地区）などから幹線道路への延べアクセス時間を現況（Ｈ２６）から8％（Ｈ２９）短縮する。
・海沿地区（生地・石田）、中心市街地（三日市）における老朽危険空き家の除却率を０％（Ｈ２７）から２０％（Ｈ２９）に拡充させる。

（H29末）
現況・事業後の都市計画道路の延長距離・旅行速度から、それぞれのアクセス時間を算出する。
アクセス時間の短縮(分)＝現況のアクセス時間－事業後のアクセス時間
冬期の死傷事故件数より算出する。
（冬期の死傷事故件数の減少）＝（現況の冬期死傷事故件数）－（事業後の冬期死傷事故件数）
主催者を問わず、市街地及び市庁舎で開催する行事の各年度参加者数より算出する
（市街地・市庁舎開催行事の参加者数）＝　（既存行事の参加者数）＋（新規行事の参加者数）
市営住宅の防水未改修件数より算出する。
（市営住宅防水未改修件数）＝（現況の市営住宅件数）－（改修済の市営住宅件数）
主要な工業団地や中心市街地（三日市地区）などから幹線道路への延べアクセス時間を延長距離及び旅行速度より算出する。
延べアクセス時間の短縮（分）＝現況の延べアクセス時間－事業後の延べアクセス時間
老朽危険空き家の除却率より算出する。
老朽危険空き家の除却率（％）＝地区内で除却された老朽危険空き家の戸数/地区内における事業開始時点の老朽危険空き家の総数（％）

Ａ１　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業者 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

51-A1-1 街路 一般 黒部市 直接 市 区画 改築 区画整理　31.3ha 黒部市 2,772

51-A1-2 道路 雪寒 黒部市 直接 市 市町村道 除雪 除雪　60.0km 黒部市 75

51-A1-3 道路 一般 黒部市 直接 市 市町村道 改築 拡幅整備　0.86km 黒部市 57

51-A1-4 道路 一般 黒部市 直接 市 市町村道 改築 拡幅整備　0.38km 黒部市 57

51-A1-5 街路 一般 黒部市 直接 市 Ｓ街路 改築 拡幅整備　0.71㎞ 黒部市 500

Ａ２　住環境整備事業

51-A2-1 住宅 一般 黒部市 直接 市 三日市地区優良建築物等整備事業 市庁舎整備　0.8ha 黒部市 462

Ａ３　地域住宅計画に基づく事業

51-A3-1 住宅 一般 黒部市 直接 市 市営住宅　防水等改修　4棟 黒部市 33

51-A3-2 住宅 一般 黒部市 直接 市 空き家　実態調査　市内全域 黒部市 5

51-A3-3 住宅 一般 黒部市 直接 市 黒部市 7

合計 3,968

（H27末）

12.4分

5.7分

市町村名

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

効果促進事業費の割合

（他）六天飛騨線　六天～飛騨

（他）沓掛荻生線　荻生

14,700人

51件

　黒部市

百万円 0 百万円 0 百万円

省略
工種

百万円 3,968 百万円 0

（事業箇所）

Ｃ Ｄ

交付対象事業

Ｂ全体事業費 3,968

当初現況値 中間目標値

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

住宅地区改良事業等

12.0分

8棟 6棟

48件

13,100人

三日市保育所周辺地区（（都）黒部宇奈月線外）

（１）生地荒俣線他

要素となる事業名

（都）前沢植木線

住宅地区改良事業等

空き家　除却補助　海沿地区（生地・石田）、中心市街地（三日市）

公営住宅等ストック総合改善事業

％0.0

全体事業費
（百万円）

0％ 20％

別紙５－１

重点計画の該当

5.3分 4.9分

15,100人

4棟

46件

備考

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

平成２８年３月１８日

（H25当初）

11.4分

最終目標値

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） Ａ



51 黒部市における交通の円滑化と安全・安心なまちづくり

平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 　黒部市

別紙５－１

重点計画の該当

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

平成２８年３月１８日

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計 0

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計 0

番号 備考

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名

省略
工種

全体事業費
（百万円）（面積等）

番号
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業者
省略
工種

事業者
省略
工種

事業者

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

番号

番号

要素となる事業名 事業内容

（延長・面積等）

市町村名
港湾・地区名

市町村名
事業内容



計画の名称 51
計画の期間 平成25年度～平成29年度（５年間） 交付団体 黒部市

（参考図面）
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地方道路整備事業
住環境整備整備事業
公営住宅等ストック総合
改善事業
住宅地区改良事業等

51-A1-1 区画
51-A1-2 除雪
※51-A1-2は市内全域
51-A1-3 改築
51-A1-4 改築
51-A1-5 街路

51-A2-1 優良建築物等整備

51-A3-1 公営住宅等ストック総合

改善事業

51-A3-2 住宅地区改良事業等

51-A3-3   住宅地区改良事業等

※51-A3-2は市内全域

51-A1-1 区画

51-A2-1 優良建築物等整備

51-A3-1 公営住宅等ストック総合改善事業（中新団地）

51-A1-4 改築

51-A1-3 改築51-A3-3
住宅地区改良事業等

51-A1-5 街路


