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黒部西部地区都市再生整備計画
平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 黒部市

地区内の居住人口23,015人（Ｈ26.3末）を22,880人に維持していく。
地区内の観光・交流人口23.5万人＋α（Ｈ22～24平均）を26.9万人＋αとしていく。
路線バス生地線の年間乗車数46,889人（H25年度）を47,000人に維持していく。

（H27当初） （H29末） （H31末）
　居住人口 （定義）地区内の居住人口 ［住民基本台帳］

  観光客入込み数（観光・交流人口）（定義）本地区内の観光客入込み数（市民交流イベント等含む）の合計 ［市商工観光課］

　バス４路線の利用者数 （定義）バス交通ネットワーク事業によるバス４路線の年間乗車数 ［市新幹線交通政策課］

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

1-A-1 都市再生 一般 黒部市 直接 黒部西部地区都市再生整備計画 1,009.5

合計 1,009.5
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

1-C-1 公共交通 一般 黒部市 直接・間接 150.0

合計 150.0

番号 備考

1-C-1 黒部西部地区都市再生整備計画との一体的な整備推進により、地域住民の交通手段の充実や観光地へのアクセス向上が図られ、生活利便性の向上及び観光交流人口の増加が期待される。

要素となる事業名
全体事業費
（百万円）

1,009.5百万円（うち提案事業分 23.5百万円）

市町村名

黒部市

要素となる事業名

黒部市・法定協議会

0百万円1,159.5百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
全体事業費 Ａ

（事業箇所）

交付対象

事業者

黒部市

　　計画の成果目標（定量的指標）

計画の期間
計画の目標

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容
市町村名

備考

（Ａ（提案分）＋Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事業者

効果促進事業費の割合

　　定量的指標の定義及び算定式

事業内容

（延長・面積等）

Ｃ 150.0百万円

土地区画整理事業、道路改良等 1,617ha

交付対象事業

Ｂ

全体事業費
（百万円）

14.9%

事業実施期間（年度）

黒部市

（延長・面積等）

番号

番号

事業内容

事業者

92.9万人 96.9万人 96.9万人

－人/年 10.8万人/年 11.0万人/年

バス交通ネットワーク整備事業 バス購入、停車場整備、路線運行補助、バスロケ導入

市町村名
港湾・地区名

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

23,015人 22,890人

全体事業費
（百万円）

 5ヶ年累計484.3万人

平成28年7月20日

事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）

22,880人

　社会資本総合整備計画

定量的指標の現況値及び目標値

計画の名称

○誰もが快適で住みやすい、安心・安全な居住環境の形成
・密集市街地における防災性の向上
・潤いや魅力を感じる市街地環境の整備

○都市機能の更新・導入を推進し、賑わいと交流のあるまちの中心部の形成
・まちの中心部における賑わいと交流の活発化

○便利で安全な道路交通ネットワークの構築
・広域道路網や鉄道網との連絡を強化する地区内の道路交通網の整備
・安全性を高める生活道路の改善整備

○誰もが快適で住みやすい、安心・安全な居住環境の形成
・密集市街地における防災性の向上
・潤いや魅力を感じる市街地環境の整備

○都市機能の更新・導入を推進し、賑わいと交流のあるまちの中心部の形成
・まちの中心部における賑わいと交流の活発化

○便利で安全な道路交通ネットワークの構築
・広域道路網や鉄道網との連絡を強化する地区内の道路交通網の整備
・安全性を高める生活道路の改善整備



（参考図面）

計画の名称 　　黒部西部地区都市再生整備計画

計画の期間 　　平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 　　黒部市交付対象

新幹線駅と中心市街地、並
行在来線駅を結ぶバス路線
等の社会実験を実施。

【新幹線市街地線バス車両】



都市再生整備計画（第２回変更）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 1,617 ha

平成 27 年度　～ 平成 31 年度 平成 27 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人
H26

（Ｈ26.3末）
H31

人/年
H26

（H25年度） H31

件/年
H26

（Ｈ21～25平均） H31

都道府県名 富山県 黒部
クロベ

市
シ

黒部
クロベ

西部
セイブ

地区
チク

計画期間 交付期間 31

目標１　誰もが快適で住みやすい、安心・安全な居住環境の形成
目標２　都市機能の更新・導入を推進し、賑わいと交流のあるまちの中心部の形成
目標３　便利で安全な道路交通ネットワークの構築

  本地区は、本市の西部に位置し、市の中心市街地である三日市から連続する海沿いの石田や生地を含む1,600haの地区である。
  三日市は、旧来より商業の街として発展した地域であり、商業施設や医療施設、業務施設、教育機関等が集積するとともに、電鉄黒部駅やJR黒部駅等の交通拠点が立地するなど、本市の中心市街地として機能している。また、海岸部に立地する石田
や生地は、旧来より漁業を中心として発展してきた地域であるが、近年は地域の資源である湧水や漁業資源等を活かしたまちづくりが進められてきている。
  これまでに、地区の諸課題（①密集市街地における防災上の課題、②歩行者の安全性確保に関する課題、③街の賑わいづくりに関する課題）の解決に向けて、当初は三日市と石田を計画区域として、平成17～21年度にまちづくり交付金を活用し、三日
市保育所周辺での土地区画整理事業やJR黒部駅の駅前広場整備などを推進した。その後、生地を含めた計画区域に拡大し、平成22～26年度に社会資本総合整備交付金（都市再生整備計画事業）を活用し、土地区画整理事業（継続）や都市計画道路
整備、生活道路改良、地域防災施設整備、地域交流施設整備などを推進し、良好な居住環境、安全・快適な道路環境、交流環境の形成を進めてきた。
  また、路線バス生地線の運行見直しにより、鉄道との連絡を含めた公共交通の利便性が高まったことで、バス利用者は増加し、地域住民の往来の活発化に結びついてきた。
  地区住民等が主体となったまちづくり組織として、NPO法人黒部まちづくり協議会や黒部観光ガイド、くろべ納涼楽市実行委員会があり、地区の活性化に向けたワークショップやイベントの開催、PR活動、交流活動に取り組んできている。
  土地区画整理事業や地域防災施設整備等の推進により、中心部の密集市街地における地震・火災に対する防災性は向上しつつあるが、土地区画整理事業は完了していないことから、引き続き事業の推進を図る必要がある。また、区画整理事業以外
にも密集市街地が残っていることから、狭隘道路の改善等により、安全で快適な居住環境の形成を進めていく必要がある。さらに、基盤整備を定住に結び付けていくために、潤いや歴史文化を感じる街並みの形成、賑わいや交流を促進するまちづくりの
促進など、住み続けたいと思える地域の魅力づくりの取り組みが重要となってきている。

  本地区は、黒部市都市計画マスタープラン地域別構想の「中心市街地」及び「沿岸部」地域に該当し、それぞれ以下の将来像が設定されている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

居住人口 地区内の居住人口 ［住民基本台帳］
（目標１）誰もが快適で住みやすい、安心・安全な居住環境の形成を図る
ことで、地区の居住人口の維持（減少の抑制）を目指す。 23,015人 22,880人

観光客入込み数（観光・交流人口）
本地区内の観光客入込み数（市民交流イベント等含む）の
合計 ［市商工観光課］

（目標２）都市機能の更新・導入を推進し、賑わいと交流のあるまちの中心
部の形成を図ることで、地区内の観光・交流人口の増加を目指す。 92.9万人

96.9万人
（5ヶ年累計484.3万人）

交通事故件数
本地区内の交通事故（人対車及び車対車）の件数 ［黒部
警察署］

（目標３）便利で安全な道路交通ネットワークの構築を図ることで、地区内
の交通事故発生の低減を目指す。

57件/年
57件/年 以下

（5ヶ年累計285件以下）

１．密集市街地における防災性を高める

基盤整備の推進

・ 密集市街地の防災性を高めるため、引き

続き土地区画整理事業や道路改良事業を

推進する必要がある。

・ 消火栓の配置など、地域防災施設の整備

を進めていく必要がある。

２．賑わいと交流のある

中心部のまちづくりの推進

・ まちの中心部における賑わいと交流を活

発化させていくため、引き続き地域住民が主

体となった賑わいイベントの充実を図るとと

もに、第1期計画で整備を行った交流施設・

広場の活用の促進を図っていく必要がある。

・ 地域住民や市民の交流だけでなく、地区

を訪れた来訪者との交流の機会ともなって

いる、生地での観光ボランティア活動を、引

き続き促進していく必要がある。

３．広域道路網や鉄道網との連絡を考慮した、

利便性の高い道路交通網の整備

・ 地区内の移動のしやすさや、広域交通網

との連絡のしやすさや、を高めるため、地区

内の鉄道駅（三日市、生地、石田）間や新幹

線駅との連絡を考慮した、バス等の公共交

通も含めた、道路交通環境の利便性を高め

ていく必要がある。

４．地域資源を活かした、

潤いや魅力を感じる市街地の整備
・ 潤いある魅力的な市街地としていくため、

湧水・河川等の水辺や歴史文化施設など、
地域の良好な資源を活用した市街地整備を
進めていく必要がある。

５．安全性を高める生活道路の改善

・ 交通の安全性の高い市街地とするため、
引き続き、主要な生活道路における歩道空
間の整備などの歩行者の安全性を高める整
備が必要である。

［中心市街地］ （三日市地区周辺）

「充実した都市サービスが受けられる、歩いて暮らせる安心・安全なまち」

・ 黒部市総合振興計画の「扇状地のめぐみゾーン」の中の都市整備方針を踏まえ、周辺市町なども含めて広域的

な都市サービスを提供する地域と位置づけ、商業、医療、文化、行政などの都市機能の充実を図る。

・ 居住環境の整備充実などにより住宅の立地促進に努めるとともに、既存駅の機能の充実、交通や火災の安全性

の確保に努め「歩いて暮らせる安心・安全なまち」を目指す。

・ 他の市街地との連携強化、新幹線新駅や幹線道路などとのアクセスの改善に努め、地域内のみならず、周辺か

らも利用しやすい広域的な都市核を目指す。

［沿岸部］ （生地、石田、村椿地区周辺）

「安全・快適に暮らせるきれいな海辺の生活・観光・レクリエーション拠点」

・ 当該地域は、富山湾に面する海岸部の特性を活かし、各種の災害から安全で、若者から高齢者まで快適に暮

らせるまちを目指す。また、漁村集落ならではのまちなみや清水を守り、海浜レジャー施設を活かしながら、感動し

て何度も訪れたいまちを目指す。

１．密集市街地における防災性を高める

基盤整備の推進

・ 密集市街地の防災性を高めるため、引き

続き土地区画整理事業や道路改良事業を

推進する必要がある。

・ 消火栓の配置など、地域防災施設の整備

を進めていく必要がある。

２．賑わいと交流のある

中心部のまちづくりの推進

・ まちの中心部における賑わいと交流を活

発化させていくため、引き続き地域住民が主

体となった賑わいイベントの充実を図るとと

もに、第1期計画で整備を行った交流施設・

広場の活用の促進を図っていく必要がある。

・ 地域住民や市民の交流だけでなく、地区

を訪れた来訪者との交流の機会ともなって

いる、生地での観光ボランティア活動を、引

き続き促進していく必要がある。

３．広域道路網や鉄道網との連絡を考慮した、

利便性の高い道路交通網の整備

・ 地区内の移動のしやすさや、広域交通網

との連絡のしやすさや、を高めるため、地区

内の鉄道駅（三日市、生地、石田）間や新幹

線駅との連絡を考慮した、バス等の公共交

通も含めた、道路交通環境の利便性を高め

ていく必要がある。

４．地域資源を活かした、
潤いや魅力を感じる市街地の整備

・ 潤いある魅力的な市街地としていくため、
湧水・河川等の水辺や歴史文化施設など、
地域の良好な資源を活用した市街地整備を
進めていく必要がある。

５．安全性を高める生活道路の改善

・ 交通の安全性の高い市街地とするため、
引き続き、主要な生活道路における歩道空
間の整備などの歩行者の安全性を高める整
備が必要である。

［中心市街地］ （三日市地区周辺）

「充実した都市サービスが受けられる、歩いて暮らせる安心・安全なまち」

・ 黒部市総合振興計画の「扇状地のめぐみゾーン」の中の都市整備方針を踏まえ、周辺市町なども含めて広域的

な都市サービスを提供する地域と位置づけ、商業、医療、文化、行政などの都市機能の充実を図る。

・ 居住環境の整備充実などにより住宅の立地促進に努めるとともに、既存駅の機能の充実、交通や火災の安全性

の確保に努め「歩いて暮らせる安心・安全なまち」を目指す。

・ 他の市街地との連携強化、新幹線新駅や幹線道路などとのアクセスの改善に努め、地域内のみならず、周辺か

らも利用しやすい広域的な都市核を目指す。

［沿岸部］ （生地、石田、村椿地区周辺）
「安全・快適に暮らせるきれいな海辺の生活・観光・レクリエーション拠点」
・ 当該地域は、富山湾に面する海岸部の特性を活かし、各種の災害から安全で、若者から高齢者まで快適に暮

らせるまちを目指す。また、漁村集落ならではのまちなみや清水を守り、海浜レジャー施設を活かしながら、感動し
て何度も訪れたいまちを目指す。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

整備方針３ （便利で安全な道路交通ネットワークの構築）
○広域道路網や鉄道網との連絡を強化する地区内の道路交通網の整備
  ・ 地区内の鉄道駅（三日市、生地、石田）間や新幹線駅、広域道路網との連絡を強化する、道路交通網の整備を推進する。また、鉄道との連絡や地区内
の移動のしやすさを高めるバス網の整備を推進する。
○安全性を高める生活道路の改善整備
  ・ 引き続き、主要な生活道路における歩道空間の整備など、歩行者の安全性を高める整備を推進する。

・三日市出島線整備事業（基幹事業：道路）
・金屋栃沢線整備事業（基幹事業：道路）
・中新堀高線整備事業（基幹事業：道路）
・生地25号線整備事業（基幹事業：道路）
・田家6号線（基幹事業：道路）
・道路消雪施設（基幹事業：道路）
・東三日市駅トイレ整備事業（基幹事業：高質空間形成施設）

【継続的なまちづくり活動の支援】
　引き続き、NPO法人黒部まちづくり協議会、くろべ納涼楽市実行委員会、黒部観光ガイドの活動に対して、地域住民をはじめ、関係団体やボランティア等と連携しながら、支援を継続していく。

方針に合致する主要な事業
整備方針１ （誰もが快適で住みやすい、安心・安全な居住環境の形成）
○密集市街地における防災性の向上
  ・ 引き続き土地区画整理事業や道路改良事業等の基盤整備を推進する。また、消火栓の配置など、地域防災施設の整備を推進する。
○潤いや魅力を感じる市街地環境の整備
  ・ 湧水・河川等の水辺や歴史文化施設など、地域の良好な資源を活用した市街地整備を推進する。

・三日市保育所周辺土地区画整理事業（基幹事業：土地区画整理事業）
・背戸川環境整備事業（提案事業：地域創造支援事業）
・消火栓設置事業（提案事業：地域創造支援事業）

整備方針２ （都市機能の更新・導入を推進し、賑わいと交流のあるまちの中心部の形成）
○まちの中心部における賑わいと交流の活発化
  ・ 地域住民や市民の交流を活発化するため、地域住民が主体となった賑わいイベントの充実と、第1期計画で整備を行った交流施設・広場の活用を促進
する。また、来訪者との交流を活発化するため、生地での観光ボランティア活動を促進する。
○交流拠点の整備
　・ 地域資源を生かした交流拠点の整備により、地域内交流・地域間交流の促進を図る。

・庁舎跡地等活用調査（提案事業：事業活用調査）
・総合公園整備事業（基幹事業・公園）



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 （市）三日市出島線 黒部市 直 L=100ｍ、W=2ｍ 平成22年度 平成29年度 平成27年度 平成29年度 33.7 8.0 8.0 8.0

道路 （市）金屋栃沢線 黒部市 直 L=200ｍ、W=7ｍ 平成22年度 平成31年度 平成27年度 平成31年度 36.4 20.0 20.0 20.0

道路 （市）中新堀高線 黒部市 直 L=50ｍ、W=6.5ｍ 平成22年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 45.6 5.0 5.0 5.0

道路 （市）生地25号線 黒部市 直 L=120ｍ、W=6.5ｍ 平成22年度 平成31年度 平成27年度 平成31年度 26.7 20.0 20.0 20.0

道路 （市）田家6号線 黒部市 直 L=80ｍ、W=7.5ｍ 平成26年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 30.0 10.0 10.0 10.0

道路 道路消雪施設 黒部市 直 Ｌ=2,500ｍ 平成22年度 平成31年度 平成27年度 平成31年度 309.9 190.0 190.0 190.0

公園 黒部市 直 Ｌ=260ｍ 平成27年度 平成29年度 平成27年度 平成29年度 50.0 50.0 50.0 50.0

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 黒部市 直 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 13.0 13.0 13.0 13.0

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業 黒部市 直 A=31.3ha 平成12年度 平成31年度 平成27年度 平成31年度 1,739.7 670.0 670.0 670.0

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,285.0 986.0 986.0 986.0 …A
提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

背戸川環境整備事業 黒部市 直 L=60m 平成22年度 平成31年度 平成27年度 平成31年度 11.8 5.0 5.0 5.0

黒部市 直 １５基 平成27年度 平成31年度 平成27年度 平成31年度 12.5 12.5 12.5 12.5

黒部市 直 一式 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 2.0 2.0 2.0 2.0

黒部市 直 一式 平成31年度 平成31年度 平成31年度 平成31年度 4.0 4.0 4.0 4.0

合計 30.3 23.5 23.5 23.5 …B
合計(A+B) 1,009.5

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
黒部市 国土交通省 A=31.3ha ○ 平成8年度 平成29年度 12,900

国土交通省 国土交通省 17km ○ 昭和35年 未定 100,000

前沢植木線 黒部市 国土交通省 Ｌ=705ｍ ○ 平成17年度 平成31年度 800

合計 113,700

交付対象事業費 1,009.5 交付限度額 403.8 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

総合公園整備事業

東三日市駅トイレ

三日市保育所周辺

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

背戸川

消火栓設置事業 対象地区一円

0.0

事業活用調
査

庁舎跡地等活用調査

事業効果分析事業

規模
（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

事業期間
全体事業費

土地区画整理事業 三日市保育所周辺地区

下新川海岸整備事業 －

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

前沢植木線道路改良事業



都市再生整備計画の区域

　黒部西部地区（富山県黒部市） 面積 1,617 ha 区域
三日市、荻生の一部、前沢の一部、石田の一部、大布施の一部、
生地の一部、村椿の一部



居住人口 （人） 23,015 （H26年度） → 22,880 （H31年度）

観光客入込み数（観光・交流人口） （万人/年） 92.9 （H26年度） → 96.9（5ヶ年累計484.3） （H31年度）

交通事故件数 （件/年） 57 （H26年度） → 57以下（5ヶ年累計285以下） （H31年度）

黒部西部地区（富山県黒部市）　整備方針概要図

目標

目標１　誰もが快適で住みやすい、安心・安全な居住環境の形成

目標２　都市機能の更新・導入を推進し、

          賑わいと交流のあるまちの中心部の形成

目標３　便利で安全な道路交通ネットワークの構築

代表的な

指標

□提案事業（地域創造支援事業）

・消火栓設置（対象地区一円）

□提案事業（事業活用調査）

・庁舎跡地等活用調査

・事業効果分析

□提案事業（地域創造支援事業）

・背戸川環境整備

■基幹事業（道路）

・生地25号線

■基幹事業（道路）

・道路消雪施設

■基幹事業（高質空間形成施設）

・東三日市駅トイレ整備事業

■基幹事業（道路）

・中新堀高線 ■基幹事業（道路）

・三日市出島線

○関連事業

・都市計画道路前沢植木線

■基幹事業（土地区画整理事業）

・三日市保育所周辺

■基幹事業（道路）

・田家6号線

■基幹事業（道路）

・金屋栃沢線

■基幹事業（公園）

・総合公園整備事業

黒部駅

生地駅


