
都市再生整備計画（第５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 745 ha

平成 17 年度　～ 平成 29 年度 平成 17 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 H16 H21

人/年 H16 H21

人/日 H16 H211,500歩道の歩行者数 歩道の歩行者数（南線・本野三日市線・沓掛魚津線）
都市計画道路等の整備により、安全安心な歩行者空間の確保を
図る。

1,000

12,613

12,000

対象地区の居住人口 対象地区の人口
良好な住宅地を供給し、魅力ある中心市街地を形成することで、
定住人口維持を図る。

12,613

中心市街地でのイベントの参加人
数

中心商店街におけるイベントへの参加人数 にぎわい創出のためイベント等を開催し、参加人数の増加を図る。 6,000

・狭隘な道路沿いに建ち並ぶ住宅密集地のため、地震・火災時における防災上の問題がある。（平成19年３月火災発生・２戸全焼）
・地区内の通過交通量の増加により、小中学生・高校生の通学時における交通事故の危惧が増大している。
・居住人口、その中でも特に若年層の人口が減少し、まちの賑わいが衰退しつつある。

（旧）黒部市総合振興計画では、快適で活力に満ちたまちとなる市街地整備を図るべき地区に位置づけられている。
黒部市都市計画マスタープランでは、本地区を含む三日市地区は地域間交流における玄関口であると共に、市民生活の拠点として位置づけられており、高度の土地利用を実現し、本市の中心に賑わいをつくり、基盤整備を推進することによって、利便
性・安全性の高い市街地環境・居住環境の形成を図るべき地区と位置づけられている。
道路・公園のバリアフリー化、歩道の無積雪化、消火栓の適正な配置などにより、季節を問わず誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指す。
地区を流れる黒瀬川と、それに沿った歩行者専用道路・公園・橋梁を一体的に整備し水辺環境を確保すると共に、歩道にせせらぎを配するなど、水と緑に囲まれた「名水の里」にふさわしいまちづくりを進める。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 富山県 黒部市
く ろ べ し

三日市
み っ か い ち

計画期間 交付期間 21

バリアフリーを基調として都市基盤及び市街地環境が整備された「名水の里　住みよい黒部」にふさわしい中心市街地の創造
　・住環境の整備により若年層の流出をくい止め、均衡のとれた地域振興
　・中心市街地の活性化
　・児童生徒、居住者が安全快適に歩くことが出来る歩行空間の形成

　三日市地区は、江戸時代は宿場町・市場町として栄え、北陸街道筋には商店が建ち並ぶなど、商業の街として発展してきた。現在は、JR・私鉄・バスなどの公共交通機関の結節点であると共に、市役所・市民会館等の行政機関が集結し、市の中心市
街地の役割を果たしている。富山県東部における新川広域圏の中でも「三日市周辺拠点地区」に位置付けされている。
　地区内には、保育所・幼稚園・小学校・高校、救急病院や大型ショッピングセンターがあるが、通学路や最寄の駅やバス停からの道路が未整備であり、安全な歩道の整備が課題となっている。
　本地区内においては市街地に近接して二級河川黒瀬川が流れ、地区住民に親しまれているが、水辺空間としては整備不足であり、親水空間としての整備が望まれている。
　当該地区は幹線道路網整備や土地区画整理事業により市街地としての整備が進行している。しかし周辺部の未整備の地区においては接道条件が悪く、有効的な土地活用がなされていない。一方、既存住宅地においては狭小な道路が多く、特に地区
中央に位置する富山地方鉄道寺町第二踏切においては交互通行を余儀なくされ、朝夕のラッシュ時には慢性的な渋滞が発生している。
　平成９年に黒部まちづくり協議会（平成14年NPO法人格取得）が発足し、６つのワークショップを構成して、市民一人ひとりから始めるまちづくりの活動を展開している。その中でも、地区内を活動の基盤とする「JR黒部駅前ワークショップ」や「三日市ワー
クショップ」ではメンバーが主体となって意見を交わし、今後の都市整備に加え、地域の活性化や公共施設の維持管理を含めた活発なまちづくり活動が行われている。
 黒部市の中心市街地から連続して海岸部まで市街地が続いている。海岸部集落の石田地内は地区内の保育園・小学校のほか、県東部の広域的施設である富山県立にいかわ養護学校及び黒部学園があり、主に知的障害児が在籍している。地域内は
道路幅員が狭く、住宅が密集して建築されており、特に冬期は除雪車の進入が困難な状態である。
　本地区内の市街地及び本地区に隣接する市街地の中間に黒部市総合公園が整備されている。本公園においては通常の利用や各種スポーツ大会のほか、カーター記念黒部名水ロードレースの会場となっている。日本海側最大級の市民マラソン大会
として年々参加者数が増加しており、会場の追加整備が急務となっている。



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

・イベントによる賑わいの創出
　中心市街地での賑わいを取り戻すため、（都）前沢植木線で整備した祝祭空間や商店街等で市民参加のイベントを開催し、賑わいを創出する。

方針に合致する主要な事業
・都市基盤を整備し、適正かつ計画的な土地利用と市街化の誘導
　土地区画整理事業により、適正な道路配置と土地利用を推進することにより、良好な住宅地の供給や、防災、交通安全上の問題を解決する。

土地区画整理事業（基幹事業）
土地区画整理事業（関連事業）
防犯灯設置事業（提案事業）
消火栓・防火水槽設置事業（提案事業）

・歩行空間の形成
　地区内には、保育所・幼稚園・小学校・高校や大型ショッピングセンターがあり、児童生徒・居住者や買い物客の安全快適な歩行空間を整備する。

土地区画整理事業（基幹事業・土地区画整理）
（都）前沢植木線・石田24号線・東三日市植木線・石田８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）
新堂中新線（関連事業）　黒部学園改築整備（関連事業）　一般国道８号入善黒部バイパス（関連
事業）
JR黒部駅前広場（基幹事業・地域生活基盤施設）
黒部市総合公園（基幹事業・公園）
三日市まちづくりプロジェクト事業（提案事業・まちづくり協議会）
空き店舗対策事業（関連事業・商工会議所）
都市計画道路前沢植木線周辺環境整備・市役所駐車場休日解放（提案事業）

NPO法人 黒部まちづくり協議会 組織

総会 － 理事会 － ワークショップ

●三日市ワークショップ

かつて市場町、宿場町として発達してきた三日市の歴史を踏まえ、三日市を楽しくする方法と人が集まり、憩える道路の研究など、商店街の新しい空間づくり（三日市祝祭空間）を目指し商業の再生（やってみっか

市）に取り組んでいる。

また、商店街に隣接する三日市小学校の跡地利用についても考えていく。

●黒部PRワークショップ

「私の好きな黒部・黒部百選写真展」の企画・開催。これをさらに発展させ「黒部百選絵はがき」や「黒部百選絵CD」、そして「黒部市の観光コース紹介パンフレット」などを作成する。

●国際交流ワークショップ

黒部市や新川地域の企業に勤める外国人の方や、CIR（国際交流員）・ALT（語学指導助手）の方と地元住民が集まり、様々な国の文化や歴史にふれ、お互いに理解し合うことを目的とする。

●クリーンアップワークショップ

年２回、石田浜で「クリーンアップin石田浜」を実施しており、ごみの種類や数、捨てられている場所を調べて改善方法を提案している。市内企業に呼びかけ「クリーン大作戦」を実施している。

●サクラワークショップ
「いつか桜の下で」を合言葉に「桜１万本計画」の壮大な夢を掲げ桜の植樹を行う。市民自らが桜の苗を直接手で植えることにより、自然と郷土を愛する心を育み、花と水を誇れるまちづくりを目指します。

●花いっぱいワークショップ
気軽に楽しみながら、花と遊び、花を楽しむワークショップ。黒部が富山県一の花の都になることを願い、黒部を花と緑でいっぱいにして、見せたり飾ったりすることで、住んでいる人も訪れる人も心がなごむまちづ
くりを進めている。



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 街路 黒部市 直 L=315m 平成17年度 平成23年度 平成19年度 平成21年度 968 340 340 340

道路 黒部市 直 L=30m 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 7 7 7 7

道路 黒部市 直 L=32m 平成20年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度 2 2 2 2

道路 黒部市 直 L=350m 平成20年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度 48 48 48 48

公園 黒部市 直 A=3900㎡ 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 35 35 35 35

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 黒部市 直 A=0.65ha 平成18年度 平成26年度 平成18年度 平成21年度 230 184 184 184

高質空間形成施設 黒部市 直 A=15ha 平成19年度 平成24年度 平成20年度 平成21年度 35 35 35 35

高次都市施設

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業 黒部市 直 A=31.3ha 平成12年度 平成26年度 平成17年度 平成21年度 1,917 360 360 360

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 3,242 1,011 1,011 1,011 …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

黒部市 直 50灯 平成18年度 平成21年度 平成18年度 平成21年度 0.2 0.2 0.2 0.2

消火栓・防火水槽設置事業 三日市地区一円 黒部市 直 ５基・１槽 平成18年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 3 3 3 3

黒部市 直 L=50m 平成19年度 平成21年度 平成19年度 平成21年度 20 20 20 20

前沢植木線周辺環境整備 （都）前沢植木線沿線 黒部市 直 緑地・公共トイレ平成19年度 平成23年度 平成20年度 平成21年度 61 54 54 54

黒部市 直 １式 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 3.8 2.8 2.8 2.8

－ 0

－ 0

－ 0

合計 88 80 80 80 …B
合計(A+B) 1,091

交付対象事業費 1,091 交付限度額 436.4

うち民負担分
交付期間内事業期間（参考）事業期間

国費率 0.4

0

うち民負担分

三日市保育所周辺

規模直／間

（都）前沢植木線

黒部市総合公園

（市）石田24号線

（市）東三日市植木線

（市）石田８号線

まちづくり活
動推進事業

0

事業
細項目

事業主体事業箇所名

道路消雪施設

事業活用調
査

JR黒部駅前広場

防犯灯設置事業

住宅市街地
総合整備
事業

交付期間内事業期間
事業

（参考）事業期間
細項目

規模事業主体 直／間事業箇所名

市役所駐車場休日開放

－

－

地域創造
支援事業

三日市地区一円

三日市地区

－

事業効果分析等



（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 13,600

富山県 国土交通省 L=2.8km ○ 昭和54年度 平成25年度 7,174

富山県 国土交通省 L=540m ○ 平成8年度 平成18年度 1,238

主要地方道黒部宇奈月線 富山県 国土交通省 L=2700m ○ 平成14年度 平成17年度 120

市道新堂中新線 黒部市 国土交通省 L=2300m ○ 平成10年度 平成25年度 3,282

黒部市 1.1ha ○ 平成18年度 平成21年度

黒部商工会議所 経済産業省 1店舗 ○ 平成13年度

国道８号線 国土交通省 国土交通省 L=6750m ○ 平成2年度 平成25年度 58,400

富山県 厚生労働省 3186㎡ ○ 平成18年度 平成20年度 1,352

まちづくり協議会 ○ 平成17年度 平成21年度 3

合計 85,169

事業

土地区画整理事業

規模 全体事業費
事業期間

かって屋

一般県道沓掛魚津線

三日市保育所周辺地区

事業主体

黒部学園改築整備事業

（都）前沢植木線

黒瀬川広域基幹河川改修事業

地方特定道路整備事業

所管省庁名

二級河川黒瀬川

事業箇所名

三日市まちなかプロジェクト事業

富山県立黒部学園

地方特定道路整備事業

地方道路整備臨時交付金事業

一般国道８号入善黒部バイパス

商店街等活性化事業（空き店舗対策事業）

（いずれかに○）

小学校跡地利用計画策定事業 旧三日市小学校



都市再生整備計画の区域

　三日市地区（富山県黒部市） 面積 745 ha 区域 三日市、荻生の一部、前沢の一部、石田の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。



対象地区の人口 （ 人 ） 12,613 （H16年度） → 12,613 （H21年度）

イベント参加人数 （ 人 / 年 ） 6,000 （H16年度） → 12,000 （H21年度）

歩行者数 （ 人 / 日 ） 1,000 （H16年度） → 1,500 （H21年度）

　三日市地区（富山県黒部市）　整備方針概要図

目標
バリアフリーを基調として市街地環境が整備された「名水の里　住みよい黒部」に

ふさわしい中心市街地の創造

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■ 基幹事業（道路）
都市計画道路前沢植木線

■ 基幹事業（土地区画整理）
三日市保育所周辺

■ 基幹事業（地域生活基盤施設）
ＪＲ黒部駅前広場

□ 提案事業
前沢植木線周辺環境整備

○ 関連事業（土地区画整理）
三日市保育所周辺

○ 関連事業
三日市まちづくりプロジェクト

□ 提案事業（地域創造支援事業）
防犯灯設置事業

□ 提案事業（地域創造支援事業）
消火栓・防火水槽設置事業

○ 関連事業（空き店舗対策事業）
「かって屋」

○ 関連事業（広域基幹河川改修）
二級河川黒瀬川

○ 関連事業（地方特定道路整備）
一般県道沓掛魚津線

○ 関連事業（地方特定雪寒対策施設）
主要地方道黒部宇奈月線
消雪リフレッシュ

□ 提案事業（地域創造支援事業）
市役所駐車場休日開放

○ 関連事業
小学校跡地利用計画策定事業
旧三日市小学校

■ 基幹事業（公園）
黒部市総合公園

■ 基幹事業（高質空間形成施設）
道路消雪装置

■ 基幹事業（道路）
市道石田８号線

○ 関連事業（道路）
国道８号バイパス

○ 関連事業（道路）
市道新堂中新線

■ 基幹事業（道路）
市道石田24号線

■ 基幹事業（道路）
市道東三日市植木線

○ 関連事業
富山県立黒部学園改築

□ 提案事業（事業活用調査）
事業効果分析等


