
社会資本総合整備計画

富山県黒部市

平成29年7月19日

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区都市再生整備計画



北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区都市再生整備計画 6
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 黒部市

 大目標：富山県東部地域の玄関口に相応しい、観光と交流の拠点づくり

・新駅周辺の観光施設の利用者数を　１，６２７人／年（H23）から２，４００人／年に増加（H29）
・対象地区内におけるイベントへの参加者数を　４２０人／年（H23）から１１，４５０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　９２，２３２人／年（H23）から１７５，５００人／年に増加

（H26当初） （H28末） （H30末）
松桜閣の施設入客込数

2,400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
11,450人／年

富山地方鉄道㈱から報告される５駅の乗降客数
175,500人／年

Ａ　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） 個別施設計画 備考

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

1-A-1 都市再生 一般 黒部市 直接 黒部市 1,110.9 別添1

合計 1,110.9

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

合計

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

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
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

社会資本総合整備計画
計画の名称 変更回数 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　　　　・新駅周辺の地域住民や来訪者を魅了する拠点づくりを図る。
　　　　　・各種事業の実施により、賑わいある拠点づくりを図る。
　　　　　・交通結節機能の強化を図ることで、地鉄線の乗降客数増加を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

平成29年7月19日

　　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＋Ｄ）
1,110.9百万円 Ａ

1,110.9百万円
(うち提案事業分
332.9百万円)

Ｂ ０百万円 Ｃ 0百万円

1,627人／年 －

420人／年 －

92,232人／年 －

市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

Ｄ 0百万円

効果促進事業費の割合

30.0%
（Ａ（提案分）＋Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

黒部市 道路、公園事業等　925ha北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区都市再生整備計画

事業者
要素となる事業名

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

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）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果



交付金の執行状況
（単位：百万円）

配分額
（a）

349.02 25.2 20.2 22.1

H25 H26 H27 H28 H29

交付額
（c=a+b）

349.0 25.2 22.2 22.1

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 2 0

支払済額
（e）

35.47 335.42 22.33 24.16

前年度からの繰越額
（d）

0 313.55 3.33 3.2

うち未契約繰越額
（g）

196.63 3.33 0 1.14

翌年度繰越額
（f）

313.55 3.33 3.2 1.14

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

隣接して施工す
る新幹線整備事
業との調整に不
測の日数を要し
たため

- - -

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

56.3% 1.0% 0.0% 4.5%



（参考図面）

計画の名称 北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺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
北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区都市再生整備計画

（道路・公園 等）



○ 関連事業
北陸新幹線鉄道整備事業（国）

○ 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)

○ 関連事業
県道黒部宇奈月線（県）

■ 基幹事業
（道路）
市道舌山栗林線 市道地鉄駅前交通広場線
市道若栗21号線 市道若栗22号線 市道荻生若栗線
（地域生活基盤施設）
駐車場 地鉄新駅前駐輪場 サイン設置
（高質空間形成施設）
新幹線新駅東口広場 新幹線新駅西側整備(ｷｬﾉﾋﾟｰ)
新幹線新駅東西連絡通路 新幹線新駅西側トイレ
地鉄駅前交通広場休憩施設(トイレ) 時計台整備
松桜閣トイレ

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

□ 提案事業
（地域創造支援事業）
(仮)地域観光ギャラリー展示空間
地鉄駅前交通広場休憩施設 誘導案内標識整備
シンボルツリー整備
新駅交流エントランス交流促進事業
新駅周辺防犯設備整備 新幹線駅前オブジェ整備

□ 提案事業
（地域創造支援事業）
地鉄沿線活性化事業
（事業活用調査）
事業効果分析調査

■ 基幹事業（道路）
市道西町両瀬線
市道西町中坪線

■ 基幹事業（公園）
宮野運動公園

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区（富山県黒部市） 整備方針概要図

沿線乗降客数（人／年）

沿線イベント参加者数（人／年）

観光施設利用者数（人／年）
富山県東部地域の玄関口に相応しい、観光と交流の拠点づくり。

1,627

420

92,232

23

23

23

29

29

29

2,400

11,450

175,500

■ 基幹事業（公園）
黒部川公園

□ 提案事業
（地域創造支援事業）
黒部川桜づつみトイレ

□ 提案事業
（地域創造支援事業）
宮野運動公園トイレ



基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区 整備方針概要図 拡大図

■基幹事業
（道路）
［市道若栗22号線］

■基幹事業
（地域生活基盤施設）
［駐車場］

■基幹事業
（道路）
［市道舌山栗林線］

■基幹事業
（高質空間形成施設）
［新幹線新駅西側整備(ｷｬﾉﾋﾟｰ)］

□提案事業
（地域創造支援事業）
[新駅周辺防犯設備整備]
[誘導案内標識整備]
［新駅周辺エントランス交流促進事業]

■基幹事業
（道路）
［市道若栗21号線］

■基幹事業
（道路）
［市道地鉄駅前交通広場線］

■基幹事業
（高質空間形成施設）
［新幹線新駅東口広場］

■基幹事業
（地域生活基盤施設）
［サイン設置］

■基幹事業
（高質空間形成施設）
［新幹線新駅東西連絡通路］
[新幹線新駅西側トイレ]

■基幹事業
（地域生活基盤施設）
［地鉄新駅駐輪場］ 駅西第5

駐車場

□提案事業
（地域創造支援事業）
［シンボルツリー整備]

■基幹事業
（高質空間形成施設）
［時計台整備]

□提案事業
（地域創造支援事業）
［(仮)地域観光ギャラリー展示空間］

□提案事業
（地域創造支援事業）
［地鉄駅前交通広場休憩施設]

■基幹事業
（道路）
［市道荻生若栗線]

■基幹事業
（高質空間形成施設）
［地鉄駅前交通広場休憩施設(トイレ)］

□提案事業
（地域創造支援事業）
［新幹線駅前

オブジェ整備]

臨時
駐車
場



都市再生整備計画（第６回変更）

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区
ほ く り く し ん か ん せ ん く ろ べ う な づ き お ん せ ん え き し ゅ う へ ん ち く

富山県
と や ま け ん

　黒部
く ろ べ

市
し

平成２９年７月



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 925 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：富山県東部地域の玄関口に相応しい、観光と交流の拠点づくり

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

北陸
ほ く り く

新幹線
しんかんせん

黒部
く ろ べ

宇奈月
う な づ き

温泉
おんせん

駅
えき

周辺
しゅうへん

地区
ち く

計画期間 交付期間 29

・新駅周辺の地域住民や来訪者を魅了する拠点づくりを図る。
・各種事業の実施により、賑わいある拠点づくりを図る。
・交通結節機能の強化を図ることで、地鉄線の乗降客数増加を図る。

　 本地区の中心を占める若栗地区は、黒部市の北東部における中核的な農村部として推移してきた地域である。旧若栗村は、黒部市と宇奈月間の主要地方道黒部宇奈月線の沿線で、同主要地方道は古くからの北陸道であったことからその沿線は街
村として発達し、また、同主要地方道の背後地は散居村型の集落地帯であったが、大正12年三日市町と宇奈月間に現在の富山地方鉄道の軌道が敷設され、若栗地内に舌山駅、若栗駅が設置されたことから、若栗地内は農村部としては極めて交通至
便となっていた地域である。その後、黒部インターチェンジの設置に合わせて、アクセス道路も整備されたことで、道路交通条件が著しく向上し、さらには北陸新幹線の新駅の建設予定地となった。それを契機として地元住民などによるワークショプが活発
化し、平成18年9月には、「新駅周辺整備計画」が策定された。 「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、富山県東部地域の公共交通機関の機能
強化を図ることとされています。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。
これらの上位計画に基づき、平成20年度から都市再生整備計画（宇奈月温泉・地鉄沿線地区）により、北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺の基盤整備が進められてきた。
　
　こうした経緯を踏まえ、今後においては、北陸新幹線の開業に向けた引き続きの基盤整備と整備された施設を活かしたソフト施策の充実を図り、新幹線開業後の来訪者と地域住民などによる活発な交流を図ることが求められている。また、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。そのため、第2期計画においては、新駅の開業に向けたまちづくりの最終段階に入ることから、「北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅」として、
第1期計画の「宇奈月温泉・地鉄沿線地区」を分割し、単独地区として、更なる基盤整備の推進とともに、来訪者をおもてなすソフト施策の充実を図ることとしている。
　 平成26年度末の北陸新幹線開業後の市の発展に対応するためにも、この地区の更なる魅力向上やストロー現象の発生抑制、都市間競争に勝ち残って行くために第１期（平成20年度～平成24年度）に引き続き都市再生整備計画を定め、この地区全
体の戦略的な行動計画とするものである。

・第1期計画において、地鉄乗降客数の減少率には抑制がみられたものの結果として乗降客数は減少しており、県民の足である地鉄線の存続を図っていく必要がある。
・美しい景観や天真寺などの観光資源を有することから、広域的な観光情報の提供と観光地への快適なアクセスが求められる。
・2つの新駅の開業による新たな拠点形成と交流人口の拡大が求められる。
・交通結節点として、市内だけでなく広域的な交通網を確立し、円滑な乗り換えやアクセスを確保する必要がある。

●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、新駅周辺エントランス交流促進事業によるイベント参加者数の増加や、宇奈月温泉観光交流センター整備
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（H22.3）
　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

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者
新たに整備される施設において、イベント等を開催し、賑わいを創
出する。

420 11,450

観光施設利用者数 新駅周辺の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。

1,627 2,400

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増加を図る。 92,232 175,500



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．新駅周辺の観光資源の魅力向上を図り、交流人口の拡大を図る。 ■基幹事業

宮野運動公園整備【公園】、黒部川公園【公園】、松桜閣トイレ【高質空間形成施設】

■提案事業
(仮)地域観光ギャラリー展示空間整備【地域創造支援事業】、宮野運動公園トイレ【地域創造支
援事業】、黒部川桜づつみトイレ【地域創造支援事業】、新駅周辺エントランス交流促進事業【地
域創造支援事業】、松桜閣トイレ【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．賑わいを誘発する施設整備により、新たな拠点づくりを図る。 ■基幹事業
新幹線新駅東口広場整備【高質空間形成施設】、新幹線新駅西側整備(ｷｬﾉﾋﾟｰ)【高質空間形成
施設】、新幹線新駅東西連絡通路整備【高質空間形成施設】、新幹線新駅西側トイレ整備【高質
空間形成施設】、時計台整備【高質空間形成施設】

■提案事業
新駅周辺防犯設備整備【地域創造支援事業】、シンボルツリー整備【地域創造支援事業】、新幹
線駅前オブジェ整備【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．新駅周辺の各種交通施設の整備により、交通結節機能の強化を図る。 ■基幹事業
市道西町両瀬線道路改良【道路】、市道西町中坪線道路改良【道路】、市道舌山栗林線道路改
良【道路】、市道地鉄駅前交通広場線道路改良【道路】、市道若栗21号線【道路】、市道若栗22号
線【道路】、市道荻生若栗線【道路】、駐車場整備【地域生活基盤施設】、地鉄新駅前駐輪場整備
【地域生活基盤施設】、サイン設置【地域生活基盤施設】、地鉄駅前交通広場休憩施設（トイレ）
【高質空間形成施設】

■提案事業
地鉄駅前交通広場休憩施設【地域創造支援事業】、誘導案内標識整備【地域創造支援事業】、
地鉄沿線活性化事業【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=149m
W=6.5m 平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 15 15 15 15

道路 黒部市 直 L=600m
W=6.5m 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 39.6 39.6 39.6 39.6

道路 黒部市 直 L=231m
W=15～30m 平成21年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 134 19.5 19.5 19.5

道路 黒部市 直 L=200m
W=7.0m 平成22年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 259 7.1 7.1 7.1

道路 黒部市 直 L=300m
W=6.0m 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 46.5 46.5 46.5 46.5

道路 黒部市 直
L=290m
W=12.5m 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 45 45 45 45

道路 黒部市 直 L=300m
W=14.0m 平成23年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 139 32 32 32

公園 黒部市 直 駐車場、野球場
園路・景観整備 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 59.3 59.3 59.3 59.3

公園 黒部市 直 休憩施設 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 4 4 4 4

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 黒部市 直 - 平成25年度 平成27年度 平成25年度 平成27年度 39.2 39.2 39.2 39.2

高質空間形成施設 黒部市 直 - 平成22年度 平成27年度 平成25年度 平成27年度 659 470.8 470.8 470.8

高次都市施設

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 1,439.6 778.0 778.0 0 778.0 …A

国費率 0.389

交付期間内事業期間

細項目

市道西町両瀬線

市道若栗22号線

宮野運動公園

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

市道西町中坪線

市道舌山栗林線

市道若栗21号線

市道地鉄新駅交通広場線

市道荻生若栗線

住宅市街地
総合整備
事業

交付対象事業費 1,110.9 交付限度額 432.2

黒部川公園

駐車場、地鉄新駅前駐輪場、
サイン設置

新幹線新駅東口広場、
新幹線新駅西側整備（キャノピー）、
新幹線新駅東西連絡通路、
新幹線新駅西側トイレ、
地鉄駅前交通広場休憩施設（トイレ）
時計台整備、松桜閣トイレ



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=997.9㎡ 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 185.3 185.3 185.3 185.3

黒部市 直 A=100㎡ 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 46.2 46.2 46.2 46.2

黒部市 直 ６台 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 1.9 1.9 1.9 1.9

黒部市 直 14基 平成25年度 平成27年度 平成25年度 平成27年度 44.4 44.4 44.4 44.4

黒部市 直 ５本 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 1.8 1.8 1.8 1.8

黒部市 直 １箇所 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 10.1 10.1 10.1 10.1

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 2.9 2.9 2.9 2.9

黒部川桜づつみトイレ 黒部市 直 １箇所 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 13.3 13.3 13.3 13.3

地鉄沿線活性化事業 黒部市 直 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 9 9 9 9

新駅周辺エントランス交流促進事業 新幹線開業くろべ市民会議 間 平成25年度 平成27年度 平成25年度 平成27年度 14 14 14 14

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 332.9 332.9 332.9 0 332.9 …B

合計(A+B) 1,110.9
（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 4,700

NPO法人 － ○ 平成18年度 平成26年度 30

合計 4,730

シンボルツリー整備

誘導案内標識整備

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

(仮)地域観光ギャラリー展示空間

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

地鉄駅前交通広場休憩施設

宮野運動公園トイレ

新幹線駅前オブジェ整備

新駅周辺防犯設備施設

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

黒部ワンコインプロジェクト

（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



都市再生整備計画の区域

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅周辺地区（富山県黒部市） 面積 925 ha 区域 若栗地区、荻生地区、前沢地区

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


