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連載
中心市街地の再生に向けて
～認定基本計画の取り組み～

はじめに

全国的にも中心市街地の衰退が叫ばれ、それ

ぞれの地方が今独自の活性化策を講じ、往年の

元気な街を復活させようとその再生に取り組ん

でいる。このような状況のもと、本市において

は平成 19 年 2 月 8 日、内閣総理大臣から「富山

市中心市街地活性化基本計画」が 1 号の認定を

受けたのでその概要を紹介する。

コンパクトなまちづくり

富山市は、平成 17 年に富山地域 7 市町村の合

併により、面積規模は県庁所在地では全国第 2

位の約 1,242 km2、人口は約 42 万人となり、富

山県内の人口の約 38％を占める重要な役割を

担う都市となった。

共働き率全国 3 位（富山県）、女性就業率全

国 4 位（富山県）、中核市における三世代同居世

帯割合全国 1 位（富山市）などに見られるよう

に、家族が支えあうことにより、勤労者世帯実

収入や消費支出が全国 1 位（富山市）と一世帯

あたりの所得は豊かである。

加えて平野部が多く、郊外における地価が比

較的安価であることや、道路整備率が全国 1 位

（富山県）である結果、持ち家率、住居延べ床面

積がともに全国 1 位（富山県）と居住水準が高

く、一世帯あたりの自家用車保有台数も全国 2

位（富山県）となっている。

こうしたことから、戦後一貫して郊外部での

開発が進行し、その結果、市街地が拡大し、人

口密度 60 人 /ha 以上の高密度な市街地が減少

した反面、20 ～ 40 人 /ha の低密度に市街地が

拡散し続けており、本市の人口集中地区の人口

密度は、県庁所在都市最下位の 41 人 /ha（平成

12 年国勢調査）となっている。

このような状態が続けば市街地には今後の

人口減少とともに高齢者が多くなり、車を自由

に使えない市民が増加する。また除雪や道路清

掃など市民一人あたりの行政コストが増加す

る。さらに都心の人口密度の低下により、税収に

も影響が及ぶことから公共サービスが低下し、

市全体の維持発展が困難になることが考えられ

る。このことから本市においてはこれ以上の市

街地の拡散に歯止めをかけ、人口減少や少子高

齢社会に備えた、歩いて暮らせるコンパクトな

まちづくりを進めている。

富山型のコンパクトなまちづくりは、鉄軌

道やバスなどの幹線公共交通沿線に、日常生活

に必要な商業、医療、行政サービス等の機能や

人口を集積する地域生活拠点である徒歩圏（団

子）を整備し、広域的な交流拠点として複合的

な都市機能が集積する中心市街地と、地域生活

拠点（徒歩圏）を結ぶ公共交通（串）を活性化

することにより、自動車が自由に使えない人に

とっても、安心・快適に生活できる、コンパク
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トなまちを全市的に創造するものである。

串 お団子

富山市中心市街地活性化基本計画の 

基本方針

本市においては富山型のコンパクトなまち

づくりの一環として、今回の基本計画で中心市

街地の活性化については、次の方針で進めてい

くこととしている。

（1）中心市街地の必要性と戦略
中心市街地は、商業、文化、行政等、多種多

様で広域の利用圏域を持つ都市機能が集積する

とともに、飲食や医療機関等、生活利便施設も

集積した徒歩圏である。加えて、利便性の高い

路面電車市内線や富山ライトレールといった鉄

軌道網の存在、さらに平成 26 年度開業予定の北

陸新幹線により、県都の玄関口となる公共交通

の要の地域であることから、コンパクトなまち

づくりにおける拠点づくりを、最も都市機能が

集積した徒歩圏域である中心市街地においてま

ず行うこととしている。

また市民や民間事業者が中心市街地の空き

地や空きビル等の既存ストックに対して投資意

欲を高めるように、集中的に公共投資を行い公

共投資を呼び水に、民間の投資意欲を促してい

くこととしている。

さらに中心市街地は富山県の商圏、通勤圏等

の中心であり、市民の経済・社会活動に欠かせ

ない地域であることから、施設整備など中心市

街地への投資であっても、多くの人たちに利用

されることにより、その波及効果は市内全域に

及ぶことになる。また中心市街地で活発な経済

活動がなされることで大きな税収が生まれ、市

域全体にわたる道路や公園といった都市の維持

管理コストをまかなうことが可能となり、都市

管理を安定継続的に行うことにより、周辺地域

の維持発展も含めた市全域の活力の向上につな

げていくこととしている。

（2）中心市街地の将来像と施策の三本柱
本市では中心市街地を徒歩圏ならではの生

活機能に加え、富山県の「顔」、富山市を代表す

るまちの「顔」としての魅力と活力を創出する

ことにより、市内の他の徒歩圏とは違ったコン

パクトなまちづくりを目指すこととし、「多様な

娯楽機能の集積により、魅力的な暮らしができ

る」「充実した生活機能の提供により、安心な

暮らしができる」中心市街地の将来像を設定し

た。

この将来像を実現するため、今回は旧基本計

画の事業が広く多方面に展開されることにより

目標が不明確になったという反省点を踏まえ、

中心市街地の活性化の目標を絞り、三つの柱に

おいて事業を実施することとした。

①公共交通の活性化により、車に頼らずに暮ら

せる中心市街地の形成を図る「公共交通の利

便性の向上」

②魅力と活力を創出する富山市の「顔」にふさ

わしい中心市街地の形成を図る「賑わい拠点
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の創出」

③魅力ある都心ライフが楽しめる中心市街地の

形成を図る「まちなか居住の推進」

基本計画の期間及び数値目標

（1）計画期間の設定
基本計画の計画期間は、平成 19 年 2 月から

既に進捗している事業が完了し、事業実施の効

果が現れると考えられる平成 24 年 3 月までの 5

年 2 月とした。なお、本市では中心市街地活性

化に向けた様々な取組を、遅くとも平成 26 年度

末までに予定されている北陸新幹線の開業に合

わせて進めていることから計画期間終了後も長

期的な視野のもとに取り組むものとしている。

（2）目標の設定
平成 11 年に策定した本市の中心市街地活性

化基本計画では、中心市街地の活性化の取組目

標を多方面にわたり取り組むこととし、計 67 の

事業を設定した。しかしながら、事業を多方面

に展開したことにより、目標が不明確となり、

事業間の相乗的な効果が上げられなかったこと

や、事業主体、実施時期が不明確なことにより

実効性が欠如した事業も多くあった。このよう

な反省を踏まえ、中心市街地活性化の目標の達

成状況を的確に把握するため、活性化策の三本

柱である「公共交通の利便性の向上」「賑わい拠

点の創出」「まちなか居住の推進」の分野ごとに

目標数値を設定した。

①「公共交通の利便性の向上」の目標数値

公共交通を積極的に利用する中心市街地人

口の増加、新たな目的地となる賑わい拠点の創

出の観点から路面電車市内線一日平均乗車人数

の増加を約 2,600 人と見込み、13,000 人を目標数

値とした。
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（資料：富山地方鉄道㈱及び推計値）

路面電車市内線一日平均乗車人数の動向

 路面電車市内線の 

乗車人数の目標 

13,000 人 
（平成 23 年度）

【目標】

５年間で約 1.3 倍に増やす

②「賑わい拠点の創出」の目標数値

中心商業地区で歩行を誘発する新たな目的

地となる賑わい拠点の創出の観点から、中心

商業地区の歩行者通行量（日曜日）の増加を約

7,000 人と見込み、32,000 人を目標数値とした。
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（資料：歩行者通行量調査及び推計値）

歩行者通行量の動向

 歩行者通行量の目標 

32,000 人 
（平成 23 年度）

【目標】

５年間で約 1.3 倍に増やす

③「まちなか居住の推進」の目標数値

富山市まちなか居住推進計画において、平

成 26 年度における中心市街地の居住人口の目

標を 28,000 人と設定しており、これを踏まえ

26,500 人を目標数値とした。
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（資料：富山市まちなか居住推進計画及び推計値）

中心市街地の人口の動向

居住人口の目標 

26,500 人 
（平成 23 年度）

 

【目標】 

５年間で約 1.1 倍に増やす

基本計画に位置づけた事業

旧基本計画では 67 の事業を位置づけていた

が、今回は三つの柱に設定した目標を確実に達

成するため、「事業主体が特定されているか、又

は特定される見込みが高いこと」「事業の実施ス

ケジュールが明確であること」等の観点から大

幅に事業を絞り込み、それぞれの柱に 27 の実施

事業を位置づけた。

・「公共交通の利便性の向上」では、富山駅周辺

地区と中心商業地区とのアクセス強化等を図

る路面電車環状線化事業等 5 事業

路面電車環状線化事業（イメージ図）

平成 21 年度開業予定

・「賑わい拠点の創出」では、全天候型ガラス屋

根の広場を整備するグランドプラザ整備事業

等 13 事業

グランドプラザ整備事業（イメージ図）

平成 19 年 9 月オープン予定

賑わい横丁整備運営事業（飲食店６店舗整備）

平成 19 年 3 月 10 日オープン

・「まちなか居住の推進」では、住宅取得や共同

住宅の建設等に補助を行う富山市まちなか居

住推進事業や再開発事業等 9 事業
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堤町通り一丁目地区優良建築物等整備事業

平成 19 年 3 月オープン

※ 27 の事業は 6 ページに掲載

中心市街地の区域

中心市街地活性化の基本方針において活性

化の三本柱に位置づけた「公共交通の利便性の

向上」「賑わい拠点の創出」「まちなか居住の推

進」の各施策の展開により、中心市街地の活性

化を実現していくことから、広域から人が集ま

る中心商業地区を含み、既存及び事業化検討中

の公共交通の運行地域、賑わい拠点を形成する

地域及び周辺の住居系用途地域を含む区域、約

436 ha を中心市街地の区域として設定した。

※区域は 6 ページに掲載

準工業地域における大規模集客施設の

立地制限

本市では、今後新たに郊外部に大規模集客施

設が立地し、中心市街地活性化の効果が薄れる

ことを防ぐため、平成 18 年 12 月市議会で特別

用途地区建築条例を可決し、平成 19 年 1 月 4 日

から同条例を施行しており、準工業地域におけ

る特別用途地区を活用した大規模集客施設の立

地制限を行っている。

・地区の種類 大規模集客施設制限地区

・面積 約 1,197.7 ha

おわりに

このたび策定した富山市中心市街地活性化

基本計画は、国にその内容を認められ認定を受

けたところであり、今後この基本計画に盛り込

んだ事業を着実に推進し、中心市街地のさらな

る活性化を図っていきたいと考えている。ま

た、これを機にこの基本計画に基づく中心市街

地の活性化への考え方を広く市民や商業者等の

皆さんに認識していただき、これからの活性化

に寄与する各種取組を市民、商業者、行政が一

体となって推進していくことが重要であると考

えている。

（もりた　ひとし）
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27の事業及び中心市街地の区域等を示す計画図


