
事業主体

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

1　地域交通ネットワークの整備推
進

2　公共交通の基軸となる鉄道の環
境整備

3　公共交通の利用促進

鉄道・路線バス・コミュニティ交通の利用促進

あいの風とやま鉄道に対する支援

富山地方鉄道に対する支援

事業者等 出退勤に公共交通利用を取り入れましょう。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 便利で安全な、環境にもやさしい公共交通を利用しましょう。

にいかわプロモーションオーガニゼーション

黒部まちづくり協議会

新幹線を利用した通勤通学支援

黒部宇奈月温泉駅利用の活性化

歩行者空間賑わい創出事業 一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト

あいの風とやま鉄道㈱

富山地方鉄道㈱

路線バス・コミュニティ交通等の運行支援

土地利用の規制・誘導

本市に乗り入れる他町バスの運行支援 運行事業者等

黒部市公共交通戦略推進協議会

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名

施策区分 3-1 公共交通対策の推進 記入担当者 担当課 企画政策課、都市計画課

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業

③都市基盤分科会

役割分担

協働体制

1　駅周辺整備事業

2　公共交通対策事
業

黒部駅周辺都市施設の整備

公共交通ネットワークの再編等（交通まちづくり創生事業）

施策中分類 2 公共交通対策事業

項目名 路線バス、コミュニティ交通の利用者数

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

人
H29 5年後：H34 10年後：H39 企業の通勤需要を段階的に取り込むとともに、一般市民の利用を年間

1％増加させる。103,000 131,000 134,000

運行事業者等

1　駅周辺の土地利用の規制・誘導

2　あいの風とやま鉄道黒部駅周辺整備

資料４



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

市

市

県

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

事業者等 道路清掃や除雪などに協力しましょう。

市民の方 地域ぐるみの道路清掃や除雪活動に積極的に参加しましょう。

市民の方 自宅前の道路は、自らの手できれいにしましょう。

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

3　道路ストックの長寿命化
道路ストックの点検

道路ストックの修繕

4　雪寒対策事業

1　除雪車両の更新 大型除雪機械更新

2　消融雪施設の整備推進
道路消雪パイプの整備

既設消雪施設のリフレッシュ

2　安心快適な歩行者空間の確保
市道の歩道整備

黒部宇奈月線歩道の整備（浦山、下立地内）

市道改良および舗装の整備

三日市新光寺線の整備

前沢大布施線の整備

他の都市計画道路の整備

2　道路の無電柱化の推進 道路の無電柱化整備

5年後：H34 10年後：H39
改良工事を実施し、道路改良済延長を増加させる。

3　道の駅の整備促進 332 337 342

項目名 市道の整備延長

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

ｋｍ
H29

施策中分類 3　生活道路整備事業
1　国道・県道整備
事業

朝日滑川間国道・バイパス建設促進期成同盟会

2　県道などの整備促進

黒部宇奈月縦貫道路建設促進協議会

3　地域ぐるみ除排雪活動の推進 地域ぐるみ小型除雪機械の整備 自治振興会

3　生活道路整備事
業

1　市道の改良及び舗装の推進
新幹線関連道路網整備（公共）

2　幹線道路整備事
業

1　都市計画道路の整備促進
前沢植木線の整備

新駅中新線の整備（県道魚津入善線～８号バイパス）

黒部駅線の整備（黒部駅～8号バイパス）

全国「道の駅」連絡会

県道県単道路改良整備（中山田家新線　他）に係る要望活動 中山田家新線建設促進協議会

県道県単道路改良整備（中山田家新線　他） 富山県道路整備促進協議会

道の駅整備

湾岸道路整備（生地地区～村椿地区）に係る要望活動 魚津朝日間湾岸道路建設促進期成同盟会

沓掛生地線道路改良整備（村椿、大布施地内）に係る要望活動 富山県道路整備促進協議会

沓掛魚津線道路改良整備（三日市、大布施地内）に係る要望活動 富山県道路整備促進協議会

黒部朝日公園線道路改良整備（若栗地内）に係る要望活動 黒部朝日公園線改良促進期成同盟会

魚津生地入善線道路改良整備（生地・石田地内）に係る要望活動 魚津朝日間湾岸道路建設促進期成同盟会 18.8 21.0 22.0

宇奈月大沢野線道路改良整備（朝日町～大沢野）に係る要望活動 東山麓道路建設促進期成同盟会
km

H29 5年後：H34 10年後：H39

（仮称）黒部宇奈月縦貫道路整備（石田、宇奈月温泉地内）に係る要望活動

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

都市計画道路網の形成に向け、計画的な整備推進を図る。

項目名 都市計画道路の整備延長
1　国道８号バイパスの整備促進 国道８号バイパス整備に係る要望活動

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 2　幹線道路整備事業

協働体制

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ③都市基盤分科会
施策区分 3-2 道路の整備 記入担当者 担当課 建設課、都市計画課、区画整理課



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民･NPO等 身近な都市環境に関心をもち、まちづくり活動に参加しましょう。

144 192

4　克雪住宅の推進

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

戸
H29 5年後：H34 10年後：H39

項目名 市営住宅の長寿命化による改修戸数

1　公営住宅の整備推進

2　宅地開発の促進・支援 施策中分類 2　住環境整備事業

1　市街地整備事業

1　三日市保育所周辺土地区画整
理事業の推進

三日市保育所周辺土地区画整理事業による中
心市街地の整備

市

2　景観の美しい街並み形成の推進

2　住環境整備事業

事業者 秩序ある市街地形成に努めましょう。

事業者 美しい街並み形成と快適な住環境の保全に努めましょう。

市営住宅の長寿命化に向け、計画的に施設の改修を進める。
64

屋根融雪装置設置に対する助成

民間宅地開発に対する助成

3　住宅環境の整備推進
木造住宅耐震改修に対する助成

空家等対策事業（空家調査及び解体支援）

市営住宅の改修

市営住宅・高齢者向け市営住宅の整備 70.0 85.0 100

景観条例・屋外広告物条例の周知啓発
％

H29 5年後：H34 10年後：H39目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

街区の再編や低未利用地の集約により住居促進の宅地整備をすす
め、中心市街地の活性化を図る。

項目名 仮換地指定率

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1 市街地整備事業

協働体制

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ③都市基盤分科会
施策区分 3-3 市街地・住宅の整備 記入担当者 担当課 都市計画課、区画整理課



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

市民・事業者等 節水等に努め、水資源を大切に使いましょう。

市民・事業者等 飲料水の安定供給と衛生管理のため、上水道の加入に努めましょう。

2　水道施設の整備促進

1　上水道・簡易水
道施設整備事業

1　安定した水源の確保

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

簡易水道施設の改良・更新

水道普及促進事業（水道未普及地域配水管布設など） 簡易水道組合

上水道施設の改良・更新

アセットマネジメント（資産管理） 68.0 71.0 76.0

簡易水道施設の維持管理
％

H29 5年後：H34 10年後：H39

上水道施設の維持管理

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

水道未普及地域の解消や簡易水道組合の上水道への統合を図ること
により、水道普及率を向上させる。

項目名 上水道普及率
中坪水源地取水・配水施設の増設

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1 上水道・簡易水道施設整備事業

協働体制

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ③都市基盤分科会
施策区分 3-4 水道の整備 記入担当者 担当課 上下水道工務課

資料４



事業主体

市

市

市

市

市

市

市

タオル、下着、天ぷら油、灯油等、下水道に流してはいけないものがあります。下水道の正しい利用に努めましょう。

市民・事業者等 合併処理浄化槽等の適正な維持管理に努めましょう。

市民・事業者等 下水道が整備された区域では、下水道に接続しましょう。

4　合併処理浄化槽の整備

1　汚水処理施設整
備事業

1　公共下水道事業の整備推進

2　下水道施設の維持管理

3　農業集落排水施設の整備

市民・事業者等

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ

下水道計画区域内における合併処理浄化槽の設置促進

合併処理浄化槽維持管理の適正化

下水道計画区域外における合併処理浄化槽の設置促進

農業集落排水施設の整備による水循環型社会の構築 795 830 860

下水道処理場および施設の維持管理
ha

H29 5年後：H34 10年後：H39

公共下水道施設の建設

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

公共用水域の水質保全や公衆衛生の向上を図るため、公共下水道未
整備地区（黒部処理区）への整備を推進する。

項目名 公共下水道整備面積
下水道の接続促進

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 1　汚水処理施設整備事業

協働体制

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）
第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ③都市基盤分科会

施策区分 3-5 下水道の整備 記入担当者 担当課 上下水道経営課、上下水道工務課



事業主体

市

市

市

市

家庭や地域で身近な緑化に努めましょう。

事業者等 緑化の推進を意識し、うるおいのある街をつくりましょう。

1　公園整備事業
1　都市公園の整備

2　農村公園の整備

2 緑化推進事業 1　緑化の推進

　市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ
市民 市民憩いの場である公園などの環境美化に努めましょう。

市民

地域の緑化活動支援 花と緑の銀行黒部支店、緑化推進委員会、花とみどりの少年団 114 124 134

農村公園の適正管理
人

H29 5年後：H34 10年後：H39

都市公園施設の突発的な補修・修繕

目標値

指定単位 現況値 目標値 目標値の考え方

これまでの人数の推移を基に算出。緑化推進のためにグリーンキー
パーの人数増を図る。

項目名 花と緑の銀行黒部支店のグリーンキーパー数
都市公園施設の計画的な改修・整備

個別事業ごとの役割分担 　主な指標と目標値

施策中分類 事業メニュー 個別事業
役割分担 施策中分類 2 緑化推進事業

協働体制

第２次総合振興計画 施策検討シート（ＳＴＥＰ３）

第２次総合振興計画　前期基本計画 分科会名 ②産業・観光分科会
施策区分 3-6 公園・緑地の整備 記入担当者 担当課 農林整備課、都市計画課


