
社会資本総合整備計画

富山県黒部市

平成29年2月21日

宇奈月温泉・地鉄沿線地区都市再生整備計画



宇奈月温泉・地鉄沿線地区都市再生整備計画
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 黒部市

大目標：新幹線開業効果により富山地方鉄道沿線の魅力を高め、観光客や電車乗降客数の増加を図り、活性化を目指す。

・宇奈月温泉周辺地区内における観光施設の利用者数を　５０６，３４３人／年（H23）から５３７，９００人／年に増加（H29）
・対象地区内におけるイベントへの参加人数を　２５，０４７人／年（H23）から２７，２００人／年（H29）に増加
・対象地区内における富山地方鉄道の乗降客数を　５５４，８５６人／年（H23）から５６０，９００人／年に増加

（H29末）
各施設管理者から報告される観光施設利用者数

537,900人／年

各イベント主催者から報告されるイベント入込客数
27,200人／年

富山地方鉄道㈱から報告される８駅の乗降客数
560,900人／年

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

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

1-A-1 都市再生 一般 黒部市 直接 宇奈月温泉・地鉄沿線地区都市再生整備計画 黒部市 1,313.4 別添1

合計 1,313.4
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 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

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 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 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
計画の目標

　　　　　・観光開発などにより、宇奈月温泉街への来訪者数の増加を図る。
　　　　　・各種事業の実施により、魅力ある地域づくりを図る。
　　　　　・新幹線新駅と地鉄新駅の連携により、地鉄線の乗降客数増加を図る。

平成29年2月21日

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,313.4百万円 Ａ 1,313.4百万円（うち提案事業分 450.7百万円） Ｂ 0百万円 Ｃ 0百万円

効果促進事業費の割合
34.4%

（Ａ（提案分）＋Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

黒部市 道路、高次都市施設事業等 968ha

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

506,343人／年

25,047人／年

554,856人／年

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

-

-

-

（H23当初）



（参考図面）

計画の名称 宇奈月温泉・地鉄沿線地区都市再生整備計画

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 　黒部市交付対象

凡例
基幹事業

1-A-1
宇奈月温泉・地鉄沿線地区都市再生整備計画

（道路・高次都市施設 等）



都市再生整備計画（第６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 968 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標   大目標：新幹線開業効果により富山地方鉄道沿線の魅力を高め、観光客や電車乗降客数の増加を図り、活性化を目指す。

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/年 H23 H29

人/年 H23 H29

人/年 H23 H29

都道府県名 富山県 黒部市
く ろ べ し

宇奈月
う な づ き

温泉
おんせん

・地
ち

鉄
てつ

沿線
えんせん

地区
ち く

計画期間 交付期間 29

・観光開発などにより、宇奈月温泉街への来訪者数の増加を図る。
・各種事業の実施により、魅力ある地域づくりを図る。
・新幹線新駅と地鉄新駅の連携により、地鉄線の乗降客数増加を図る。

　 この地区は、江戸時代、加賀藩主の参勤交代路であった「上街道」が通り、806年創建の明日山法福寺など古代より続く寺社もあることから、昔から宿場町等として街道沿いに集落が形成されてきた。大正末期になると黒部奥山の電源開発を目的とし
て黒部鉄道（ＪＲ黒部駅・宇奈月温泉間：現在の富山地方鉄道の一部）が敷設され、終点に宇奈月温泉が開湯し、第２次大戦後の黒部峡谷鉄道（トロッコ電車）の開業も相まって、観光地として発展してきたという経緯がある。
　 近年、黒部峡谷の探勝に訪れる観光客の通過型「駆け足観光」の増加に伴い、宇奈月温泉旅館の宿泊者数の減少が見られ、一方、長年、観光客や地元住民の足として利用されている富山地方鉄道（以下「地鉄」という。）においても、自動車の普及に
伴い、乗降客減少の一途をたどっており、この地区全体が弱体化している状況にある。
　 このような中、「黒部市観光振興計画（平成19年5月策定）」では、宇奈月温泉街や地鉄の活性化、宇奈月温泉等市内旅館・ホテルの宿泊者数増加に向けた観光戦略が策定され、又「北陸新幹線新駅周辺整備計画（平成18年9月策定）」においては、地
鉄が北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅からの２次交通機関として位置付けられた。さらには、「黒部市都市計画マスタープラン（平成22年3月策定）」においては、鉄道網を活かした「コンパクトなまちづくり」のため、新幹線新駅を交流拠点としたまちづくりを都
市整備の柱としている。
　 地鉄沿線の活性化は、この地域の再生と活性化の前提であり、宇奈月温泉の旅館宿泊者数や地鉄乗降者数の減少（昭和40年度4,766,535人をピークに、平成12年度：820,938人→平成18年度：736,413人(10.3％減少）→平成23年度：647,088人（21.2%
減少)）をくい止める手段として、沿線における滞在型観光メニューの開発による宿泊者数の増加や、沿線各種施設整備による利便性・快適性の向上による自動車からの転換乗降客の誘発のほか、沿線地域でのイベントを新たに生み出し、交流人口の
拡大を図る必要がある。さらには、北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅と富山県東部各地を結ぶ県民の足として地鉄線を存続させていくことも重要な要素となっている。
　
　 第２期計画においては第１期計画の課題を踏まえ、新幹線新駅周辺地区と分割して、宇奈月温泉地区と地鉄沿線地区における事業に絞り、観光客の増加による賑わい再生を目指すものとする。また、この計画の実行を通して、北陸新幹線開業後の
本地区の活性化や黒部市の一体感の醸成、地鉄を都市の中心軸とした持続可能なコンパクトな都市形成を図っていくことを目指すものである。

・第１期計画においては、新幹線新駅周辺地区を含めた広範囲な区域設定であったため、宇奈月温泉地区において活性化のための十分な事業が実施できたとは言い難い状況にあり、観光開発や宿泊客の低迷などの課題の解決には至らなかった
・黒部峡谷や宇奈月温泉を中心とした観光地としてこれまで歩んできたが、観光のニーズの変化に対応できず、北陸新幹線開業によるストロー現象を含めて、対応策が必要となっている。
・少子化・高齢化や他地区への転出等による人口が減少、過度のモータリゼーションの進展による地鉄利用者の減少に歯止めをかけるため、魅力ある地域づくり、地鉄沿線の地域活性化が急務となっている。
・北陸新幹線の開業が平成26年度に迫っており、富山県東部駅として位置付けられている黒部宇奈月温泉駅から県東部各地への２次交通機関として存続を図っていく必要がある。

●新市建設計画（「新市まちづくりの基本方針」より）
　国際観光・交流が盛んに行われている素地を活かし、本地域を定住の場のみならず、交流の場としても位置づけ、県内及び上信越・関東、関西・中京地域との地域間・都市間交流に加え、環日本海沿岸地域や、姉妹都市間の国際交流を充実させ、魅
力的な出会いの舞台として、多くの人々の共感を得ることのできるまちの実現を目指す。
　また、北陸自動車道や北陸新幹線を高速交通拠点として持つ新市の地理的優位性、光ファイバー網などの高度情報通信基盤を活かし、異業種間における「人・モノ・情報の交流と連携」を積極的に推進し、地域特性を活用した産業の振興、新産業・新
たな付加価値の創出を図りながら、活力とにぎわいのあるまちの実現を目指す。
　さらに、名水ロードレースや生地まち歩き、宇奈月温泉冬物語などのイベントや祭りなどの充実と観光資源のネットワークを構築していくとともに、（仮）宇奈月温泉観光交流センター整備などによる温泉街観光客数の増加を図るなど、市民参画による交
流機会の拡大を目指していく。
●黒部市都市計画マスタープラン
　都市の将来像『人・水・緑がきらめく　ふれあいのまち』の実現に向けて、「北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅を交流拠点としたまちづくり」、「地域の特性を活かしたまちづくり」、「交通ネットワークを活かしたまちづくり」、「安全で安心して暮らせるまちづくり」
を都市整備の柱として、交流人口の拡大を図ります。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

沿線イベント参加人数 対象地区内におけるイベントへの参加人数 地域活性化のためイベント等を開催し、参加人数の増加を図る。 25,047 27,200

宇奈月温泉観光入込数 宇奈月温泉周辺地区内における観光施設の利用者数
魅力ある事業を実施することで、観光施設利用者数の増加を図
る。

506,343 537,900

沿線乗降客数 対象地区内における富山地方鉄道の乗降客数
事業の実施により、富山地方鉄道の沿線乗降客数の減少を抑制
する。

554,856 560,900



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
≪交付期間中の計画の管理について≫
　交付期間中において、各種事業を円滑に実施し、目標に向けて確実な効果をあげるために、庁舎内調整会議を開催する予定であり、これにより、関係各課が協力し、事業成果を確認する。また、取り組みの検討結果や、本計画により実施される各種事
業について、黒部市の広報等を通じ広く市民にＰＲする。
≪交付期間後におけるまちづくりの推進≫
　本事業により整備する施設の活用や、継続的なまちづくり活動とともに、「北陸新幹線駅周辺整備計画(H18)」にある中・長期計画の実現に向けた積極的な取り組みを行い、富山地方鉄道の利用促進や、観光客と地域住民の交流の活発化を図ること
で、魅力ある地域づくりを実現していくものとする。

方針に合致する主要な事業
１．観光開発などにより、エリア内への来訪者数の増加を図る。 ■基幹事業

宇奈月温泉観光交流センター整備【高次都市施設】

■提案事業
宇奈月温泉観光交流センター整備【地域創造支援事業】

■関連事業
黒部ワンコインプロジェクト（NPO法人黒部まちづくり協議会）

２．各種事業の実施により、魅力ある地域づくりを図る。 ■基幹事業
市道赤田池野原線舗装補修【道路】、市道下立7､13､14､16､18号線道路改良【道路】、市道浦山
1、27、40号線道路改良【道路】、内山地区消雪リフレッシュ【道路】、やまびこ通り整備事業【高質
空間形成施設】、浦山交流センター整備【高次都市施設】

■提案事業
浦山交流センター整備【地域創造支援事業】、中ノ口緑地公園トイレ整備【地域創造支援事業】、
宇奈月温泉街まちなみ景観形成事業【地域創造支援事業】、事業効果分析調査【事業活用調
査】

■関連事業
北陸新幹線鉄道整備事業（国直轄）、県道黒部宇奈月線整備事業（県）

３．新幹線新駅と地鉄新駅の連携により、地鉄線の乗降客数増加を図る。 ■提案事業
地鉄沿線活性化事業【地域創造支援事業】

■関連事業
新駅周辺エントランス交流促進事業【地域創造支援事業】



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（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 費用便益比

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 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 黒部市 直
L=1000m
W=6.5m 平成25年度 平成27年度 平成25年度 平成27年度 21.4 21.4 21.4 21.4 -

道路 黒部市 直 L=20m
W=5.0m 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 2.0 2.0 2.0 2.0 -

道路 黒部市 直 L=30m
W=5.0m 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 2.4 2.4 2.4 2.4 -

道路 黒部市 直
L=60m
W=5.0m 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 1.5 1.5 1.5 1.5 -

道路 黒部市 直 L=100m
W=5.0m 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 6.5 6.5 6.5 6.5 -

道路 黒部市 直
L=80m
W=5.0m 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 3.3 3.3 3.3 3.3 -

道路 黒部市 直 L=80m
W=6.5m 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 5.3 5.3 5.3 5.3 -

道路 黒部市 直
L=50m
W=5.5m 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 3.8 3.8 3.8 3.8 -

道路 黒部市 直
L=3650m
W=6.0m（8水源） 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 45.1 45.1 45.1 45.1 -

道路 黒部市 直 L=500m
W=6.0m 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 9.2 9.2 9.2 9.2 -

公園

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 L=370m 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 53.3 53.3 53.3 53.3 -

高次都市施設 黒部市 直 - 平成25年度 平成27年度 平成25年度 平成27年度 412.5 412.5 412.5 412.5 -

黒部市 直 - 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 296.4 296.4 296.4 296.4 -

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備事業

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 862.7 862.7 862.7 0.0 862.7 - …A

住宅市街地
総合整備
事業

やまびこ通り整備事業

宇奈月温泉観光交流センター

高次都市施設 浦山交流センター

市道下立16号線

市道下立18号線

市道浦山1号線

市道浦山40号線

内山地区消雪リフレッシュ

市道浦山27号線

市道下立７号線

市道下立13号線

市道下立14号線

0.365

交付期間内事業期間

細項目

市道赤田池野原線

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,313.4 交付限度額 479.2 国費率



提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（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 うち民負担分 事業費

黒部市 直
A=1,086㎡のうち
530㎡ 平成25年度 平成27年度 平成25年度 平成27年度 384.2 384.2 384.2 384.2

黒部市 直
A=737.18㎡のうち
56.69㎡ 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 25.5 25.5 25.5 25.5

黒部市 直 １箇所 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 11.5 11.5 11.5 11.5

黒部市 直 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 10 10 10 10

民間 間 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 23.3 23.3 15.5 7.8 15.5

黒部市 直 平成29年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度 4 4 4 4

合計 458.5 458.5 450.7 7.8 450.7 …B

合計(A+B) 1,313.4

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

鉄道・運輸機構 国土交通省 ○ 平成5年度 平成26年度

富山県 国土交通省 ○ 平成10年度 平成26年度 4700  

ＮＰＯ法人 － ○ 平成18年度 平成26年度 30  

市 － ○ 平成25年度 平成29年度 21  

合計 4,751

黒部ワンコインプロジェクト

新駅周辺エントランス交流促進事業

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

北陸新幹線整備事業

県道黒部宇奈月線整備事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調査
事業効果分析調査

まちづくり活動
推進事業

事業 事業箇所名

中ノ口緑地公園トイレ

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
事業主体 直／間 規模

地域創造
支援事業

地鉄沿線活性化事業

宇奈月温泉街まちなみ景観形成事業

宇奈月温泉観光交流センター

浦山交流センター



都市再生整備計画の区域

宇奈月温泉・地鉄沿線地区（富山県黒部市） 面積 968 ha 区域 宇奈月温泉地区、音沢地区、内山地区、愛本地区、下立地区、浦山地区

事業箇所

施行エリア

北陸新幹線

北陸自動車道

富山地方鉄道

凡　　　例

北
陸
新
幹
線

北
陸
自
動
車
道

至
魚
津

至
入
善

宇奈月小学校

黒部I.Ｃ．
若栗小学校

道の駅

宇奈月中学校

市役所宇奈月庁舎 宇奈月温泉駅

黒部宇奈月温泉駅


