
資料№１

とやま呉西圏域連携中枢都市圏　連携事業概要 令和3年2月15日 現在　　（単位:千円）

目的 事業の概要
H28
決算

H29
決算

H30
決算

H31
/R1
決算

R2
予算

1 とやま呉西圏域都市
圏ビジョン推進事業

　圏域の中⾧期的な将来像や連携協約に基づく具体的取組等を定める都市圏ビジョンの推進を図る。
・とやま呉西圏域都市圏ビジョンの推進、進捗管理、年次改訂（H29.2 第1回改訂、Ｈ31.2 第2回改訂）
・第2期とやま呉西圏域都市圏ビジョンの策定（R2年度末 策定予定）
・呉西圏域ビジョン懇談会による評価・検証（H30.2、H31.2、R2.2、R2.8、R3.2）
・富山県への要望活動（H29.7、H30.7、R1.7、R2.11）
・その他、ホームページによる情報発信等、圏域ＰＲの実施（H28.8～　とやま呉西圏域情報発信サイト）
　【H30】H30.11～R1.9 郵便局＆道の駅スタンプラリー［とやま呉西圏域:後援］
　【R1】R1.10～R2.3 魅力発信番組放送　TUT 「IICHA6（いいちゃしっくす）」［とやま呉西圏域:後援］
　【R2】R2.10～R3.3 魅力発信番組放送　TUT 「IICHA6 澤武紀行の歌紀行」［とやま呉西圏域:後援］

9,795 3,194 2,408 2,300 3,115

2
とやま呉西圏域共創ビ
ジネス研究所運営事
業

　地域課題を地元中小企業のビジネスにつなげることで、民間活力による住民サービスの向上と地元中小企業の活
性化を図ることを目的に、主に富山大学と連携したゼミ形式の講座を運営する(H28年度まで高岡市で実施事業を
６市へ拡大)。
・ゼミ形式の講座「とやま呉西圏域共創ビジネス研究所」を運営する。（卒業後の新規事業着手率７割超え）
　【H29】卒業生９名　(H29.7～H30.2で、12回の講座を開催)
　【H30】卒業生６名　(H30.7～H31.2で、12回の講座を開催)
　【R1】卒業生８名　(R1.9～R2.2で、10回の講座を開催)
　【R2】OB会発足及び意見交換会の開催　※3月予定

0 2,298 1,920 1,798 2,046

3 起業・創業支援事業

　圏域における起業・創業の拡大に向け、新たな掘り起しや一体的なサポートに取り組む。
(1)起業・創業サポート体制を構築（育成支援セミナーや実践塾等の実施）
　【H29】検討
　【H30】H30.7　創業支援セミナー（(株)ブルーコムブルー代表取締役社⾧　松田英昭氏）
　【R1】R1.7　創業者訪問ツアー　参加者12名
　【R2】R3.2　起業・創業セミナー（(独)中小企業基盤整備機構 北陸本部 砂原康治氏）　※2月28日予定

(2)インキュベーション施設のあり方について研究
　【H29～】情報交換・検討
  【R1】検討結果まとめ

0 0 677 545 858

4 異業種交流促進事業

　圏域内の企業交流や域外企業との新たなビジネスマッチングの実現に向けた機会を創出する。
(1)異業種企業間の情報交換会、合同研修会開催事業
　【H29】H30.2　異業種交流促進セミナー（(株)コボ　代表取締役社⾧　　山村　真一）
　【H30～】「５ものづくり開発人材育成事業」に集約

(2)日本最大級の異業種交流会「メッセナゴヤ」への共同出展事業（11月上旬開催）
　【H29】出展企業23社（20小間）、とやま呉西圏域（2小間）
　【H30】出展企業21社（21小間）、とやま呉西圏域（3小間）
　【R1】出展企業21社（21小間）、とやま呉西圏域（3小間）
　【R2】出展企業14社　※オンライン開催

0 4,972 5,339 5,375 6,826

5 ものづくり開発人材育
成事業

　圏域の高度専門的な研究機関と企業による共同研究・開発を促進、ものづくり開発人材の育成につなげる。
・富山県立大学、富山高等専門学校、富山大学研究推進機構産学連携センター、富山県産業技術研究開発セ
ンター、富山県新世紀産業機構、県西部６市の商工担当課へ新商品開発、経営改善、支援制度や補助金など
を相談の場の提供
　【H29】H29.8　ものづくり開発経営支援セミナー＆相談会（高周波文化ホール）
　【H30】H30.8　同上＋施設見学（富山県産業術研究開発センター）
　【R1】R1.8　同上＋施設見学（県総合デザインセンター・バーチャルスタジオ）
　【R2】R3.3（予定）ものづくり開発経営支援セミナー＆相談会（仮称）※オンライン開催

0 845 750 701 1,087

6 伝統産業連携ＰＲ事
業

　圏域の伝統産業を一体でＰＲする。
・新高岡駅を起点とする伝統的工芸品等の産地をめぐる体験ツアーの企画（旅行会社等とルート選定、ツアーの企
画・実施、アンケートによる意見集約）
　【H29】H30.1～2　呉西圏域モニターツアー（高岡・氷見・砺波・南砺）※ツアー参加者アンケート調査
　【H30】アンケート結果を基にパンフレット「いいちゃ～」を作成（日本語、英語）
　【R1】イオンモール高岡の地場産業品店「T.OCUL」に設置したデジタルサイネージによる情報発信
　【R2】パンフレット「いいちゃ～」の中国語（繁・簡）版を作成・PDFで公開

0 3,264 1,546 1,347 1,167

7 呉西圏域ブランド育成
事業

　圏域の農林水産業の振興に向け、生産者と企業等が連携を図り、呉西圏域ブランドの育成につなげるとともに、圏
域内の消費の定着化を図る。
(1)圏域内の農林水産物について、生産者と企業等のマッチング会を開催
　【H29】H29.12　マッチングに向けた事前セミナー　※商談会に不慣れな農林水産業者を対象
　　　　　H30.2　農林水産業者と商工業者とのマッチング会
　【H30】H30.10　事前セミナー
　　　　　H30.11　農林水産業者と商工業者とのマッチング会
　【R1】各市で生産物を特化して飲食店や加工業者とマッチング、メニュー開発し、ブランドの定着を図る。
　　　　氷見:灘浦みかん　　高岡:ビーツ　　射水・南砺:小松菜　　小矢部:ハトムギ若葉　　砺波:調整
　【R2】各市で生産物を特化して飲食店や加工業者とマッチング、メニュー開発し、ブランドの定着を図る。
　　　　氷見:灘浦みかん（スイーツ）　　高岡:枝豆（ロールケーキ）　　射水:エゴマ（ドレッシング）
　　　　南砺:山ぶどう、大根（たくあんのワイン漬け）　　小矢部:りんご（ジャム）　　砺波:いちご（ジャム）

(2)学校給食による６市の農産物の認知・消費促進
　【H29】H30メニューを決定（ハトムギごはん、里芋ハンバーグ、枝豆サラダ、大門そうめん、りんごゼリー）
　【H30】H30.11 富山県食育推進月間期間中に上記メニューを提供「ゴーセイ!な日」
　【R1】R1.11 学校給食共通献立を提供「呉西（ゴーセイ）な日!!」（メンチカツ、りんご・梨ゼリー）
　【R2】R2.11 継続 「呉西（ゴーセイ）な日!!」（メンチカツ、りんご・梨ゼリー）

0 1,732 3,796 2,873 3,939

連携する取組 連携事業

(1) 産学金官民
一体となった圏域
の成⾧戦略の策
定

(2) 産業クラス
ターの形成、イノ
ベーション実現、
新規創業促進

(3) 地域資源を
活用した商品・
サービスの開発、
販路開拓の推進
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目的 事業の概要
H28
決算

H29
決算

H30
決算

H31
/R1
決算

R2
予算

連携する取組 連携事業
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8 呉西観光誘客推進事
業

　圏域の多彩な観光資源（自然・文化・産業遺産等）の連携によるマーケティング・ブランディングにより、圏域の観
光エリアのＰＲ強化・充実に努め、観光誘客を図る（富山県西部地区観光協議会の特別会計にて事業を実
施）。（①観光マーケティング事業（観光データの収集と分析等）、②旅行商品造成（個人型商品、モニターツ
アー）、③観光プロモーション （観光展・物産展への出展、PRキャラバン）等）
　【H29】H29.8　麻布十番納涼祭り、H29.11　大阪駅での出向宣伝、H30.2　金沢駅での出向宣伝
　　　　　H29.12～3　県西部のグルメ×体験×感動７つの新発見ツアー（団体向け旅行商品の造成）
　　　　　H30.1　シンガポール「JAPAN RAIL CAFE」にてPRイベント実施
　　　　　びゅう富山WESTの販売（個人向け旅行商品、H29下半期、H30上半期）
　【H30】H30.7　大阪旅行会社への出向宣伝　　H30.10　旅行会社を対象としたモニターツアー（関西方面）
　　　　　H30.12　ライター等を対象としたファムトリップ（シンガポールや台湾）
　　　　　H31.1　クレアのファムトリップ（香港）
　　　　　JR東トラベルのWeb開設（11月は海側、２月は山側）
　　　　　びゅう富山WESTの販売（個人向け旅行商品、H30下半期、H31上半期）
　【R1】 R1.7～　ヤフーの協力によるマーケティング調査事業（(一社)富山県西部観光社「水と匠」と連携）
　　　　　R1.9～　台湾プロモーション（台湾の雑誌「秋刀魚」への掲載、㈱日本旅行とのタイアップ）
　　　　　R2.2　大宮駅での出向宣伝
　　　　　㈱びゅうトラベルサービスと連携し、産業観光をテーマに県西部周遊モニターツアーを実施
　　　　　阪急交通社㈱と連携し、春の観光シーズンに合わせた県西部周遊ツアーの企画支援
　【R2】 JR東日本びゅうトラベルサービスとの連携・「GoToトラベルキャンペーン」旅行商品造成・販売
　　　　　観光情報掲載のガイドブック「富山WEST」の制作、連動したWEBページの制作・公開
　　　　　ノベルティの作成（富山WESTオリジナルマスク）
　　　　　R2.12　⾧野県における観光PRキャラバン　JR「かにを食べに北陸へ。」キャンペーンと連動
　　　　　R3.3（予定）名古屋タカシマヤタイアップ プロモーション事業「中京圏の中高年女性富裕層」を対象

0 34,315 34,000 34,000 34,000

ア 経済成⾧のけん引 9,795 50,620 50,436 48,939 53,038

9 高度な医療サービス連
携事業

①高岡市民病院の包括的がん医療センターにおいて、専門資格を有する看護師を配置し、予防医療・集学的治
療・相談支援・在宅医療支援の観点から、包括的にがん医療を支える診療体制を構築する取り組みを進める。

②市立砺波総合病院において、がん情報センターによる院内がん登録実務研修会受講済の診療情報管理士を医
療情報部門に配置し、砺波医療圏内のがん診療状況の把握をするとともに、がん相談支援センターに専門資格を有
する看護師を配置し、相談機能の充実を図る。

0 21,144 21,144 21,144 20,988

10 広域的公共交通ネッ
トワーク強化事業

　城端・氷見線沿線公共交通網形成計画等に基づく各種施策の展開や万葉線のＩＣカード導入検討など、鉄軌
道の連携強化を骨格とした各種公共交通ネットワークの活性化を図る。（①調査・研究事業（乗降者・満足度調
査、直通化検討、連携計画効果検証）、②べるもんたおもてなし事業、③城端線増便試行　④利用促進・活性
化事業　等）
　【H29】城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画に位置付けられた事業
　　　　　・H29.7～　10城端線・氷見線スタンプラリー
　　　　　・べるもんたおもてなし事業（べるもんた内の寿司職人、観光ガイド）
　【H30】城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画に位置付けられた事業
　　　　　・H30.4～　氷見つまみ食いクーポン
　　　　　・H30.12　べるもんたグッズによるPR（クリアファイル、パスケース、ポストカード、ボールペン）
　　　　　・べるもんたおもてなし事業（べるもんた内の寿司職人、観光ガイド）
　【R1】城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画に位置付けられた事業
　　　　・べるもんたおもてなし事業（べるもんた内の寿司職人、観光ガイド、オリジナルグッズ進呈、
　　　　　R1.11～食の新商品提供開始「ぷち富山湾丼セット、白エビと紅ズワイ蟹のお造り」）
　【R2】城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画に位置付けられた事業
　　　　・べるもんたおもてなし事業（べるもんた内の寿司職人、観光ガイド、オリジナルグッズ進呈、
　　　　　ラッピング列車事業、城端線増便試行事業）

0 131,354 124,215 110,957 128,254

(3) 高等教育・
研究開発の環境
整備

イ
 

高
次
の
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化

(1) 高度な医療
サービスの提供

2,678

　６市間における広域的または共通課題の解決に向けた調査研究及び各大学が取り組む学生が主体となった地域
課題解決に向けた研究や富山県内７高等教育機関が連携し実施しているＣＯＣ＋の目標実現に向けた取組のう
ち、複数の自治体にまたがる事案について、共同して対応する。
　【H29】とやま呉西圏域調査研究事業補助金を創設（年度ごとに１調査研究あたり50万円（10/10）、2カ年
を限度）
　　　　　・（富大芸文）呉西圏域の農的生業が作り出す景観をツーリズムへ活用する
　　　　　・（富大理工）水のふるさと庄川扇状地の水環境～持続可能な水利用に向けて～
　　　　　・（富大芸文）呉西地区の国指定伝統的工芸品産地に関する調査研究事業
　【H30】・（富大医薬）人生100年時代の健康コミュニティネットワーク拠点の形成
　　　　　・（富大芸文）呉西地区の国未指定伝統的工芸品に関する調査研究事業
　　　　　・（富大都市デザ）カメラと圧力センサを用いたローカルパス乗降者カウントシステムの開発
　　　　　・（県立大）とやま呉西圏域のＤＥＡに基づく「良さ」の指標化
　　　　　・（国際大）地域の人々とともに進める空家リノベーション
　【R1】・（富大理工）陸から海への贈り物、栄養塩～豊かな富山湾と街づくりを目指して～
　　　　　・（富大都市デザ）コミュニティバス利用者の乗降者カウントと利用満足度調査
　　　　　・（県立大）富山県で発生するバイオマス素材を活用した廃泥の地盤材料としての有効活用
　　　　　・（高岡法科大）呉西地区における「外国人材受入れ・多文化共生」推進への取り組みの検証
　　　　　・（富山短大）とやま呉西圏域における「とやま文化」の再定義とデザイン・ドリブン・イノベーションの実践的
　　　　　　　　　　　　　　調査研究
　【R2】・（富大都市デザ）コミュニティ・ライド・サークルシステム実証実験における利用者データ分析とその横展開
　　　　　　　　　　　　　　　　可能性の検討
　　　　　・（富大工）デジタルファブリケーション体験親子教室によるものづくり教育への意識調査
　　　　　・（富大芸文）呉西地区出身者のUターン意識形成メカニズムの解明
　　　　　・（国際大）山ぶどうワインの６次産業化を目的とするワインバー開設による地域活性化ー地域の人々と
　　　　　　　　　　　　　協働する休耕田と空家の有効活用―
　　　　　・（富山短大）とやま呉西圏域におけるソーシャルデザインの構築に向けたデザイン・ドリブン・イノベーションの
　　　　　　　　　　　　　　実践的調査研究

0 1,607 2,050 2,329

(2) 広域的公共
交通網の構築

(4) 戦略的な観
光施策

11
大学が取り組む広域
的な課題解決に向け
た連携の推進
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目的 事業の概要
H28
決算

H29
決算

H30
決算

H31
/R1
決算

R2
予算

連携する取組 連携事業

イ
 

高
次
の
都
市
機
能
の

集
積
・
強
化

12 高機能素材研究活動
支援事業

　圏域の産学官が連携し、圏域の強みを伸ばす高機能素材の研究開発の促進に向けた一体的な取り組みを展開
する。
・地域産業のイノベーションに必要となる高機能素材の研究・開発に伴う活動支援
・高機能素材分野における専門性と技術力の発信による高度な企業集積の促進
・新技術・新素材の開発拠点として、富山大学が設置を目指す国際連携先端材料研究センターの誘致推進
　【H29】H29.8～　富大に報告書を依頼
　　　　　　「アルミを中心とする軽金属分野における現状分析と今後取り組む課題についての考察」
　　　　　H29.8～　アルミ産業企業へアンケート調査
　　　　　H29.9～　アンケート回答企業へのヒアリング調査
　【H30】県にてアルミコンソーシアムの設立
　　　　　H30.12　アルミ産業企業を集めたセミナー開催
　【R1】研究開発に取り組む企業と、将来を担う若手人材のマッチングを進めるため、とやまアルミコンソーシアムに
　　　　参画する企業等と県内外の大学を対象とした双方のニーズ調査を実施中
　【R2】R2.10 アルミニウム産業の現状と展望に関するセミナー

0 950 917 710 1,000

イ 高次都市機能の集積・強化 0 155,055 148,326 135,140 152,920

ア＋イ 9,795 205,675 198,762 184,079 205,958

13 看護人材育成事業

　圏域一丸となって地域医療に貢献できる資質の高い人材を養成し、市立の医療機関に限らない、より多くの看護
師の確保と定着の促進を図る。
・富山県高岡看護専門学校（H29.4.1日開校）における修学金貸与制度
・圏域内病院を対象とした研修制度
　【H29～】月額3万円
（貸与型）卒業・貸与辞退があった時点から貸与を受けた修学資金の返還必要。 卒業後の居住・就業先に制限
なし。
（給付型）卒業・看護師免許取得後、継続して５年間、県西部６市に居住、対象施設で看護業務に従事する
条件付き。条件が満たせなかった場合、給付を受けた修学資金の返還が必要。

0 12,343 12,600 12,240 12,663

14 人間ドック・特定健診
推進事業

　人間ドック及び特定健康診査の啓発活動や事業改善に向けた調査・研究を行う。
①ポスター、チラシの作成　②人間ドック圏域間相互受検の研究（アンケート調査等）
　【H29】 事業検討
　【H30】 H30.5～　共同ポスターとチラシの作成、配架
　【R1】 共同ポスターとチラシの作成、配架
　【R2】 共同ポスターとチラシの作成、配架

0 0 283 278 294

15 電子カルテの共有化

　地域医療の中核となる自治体病院の医療連携ネットワーク（れんけいネット（高岡医療圏）、となみ野メディカル
ネット（砺波医療圏））への参加を促し、病院・診療所間の連携の充実・強化を図る。また、将来的な両医療圏の
相互連携を見据え、必要と考えられるシステムの導入等の検討を行う。
　【H29】検討
　【H30】検討
　【R1】検討⇒結果、高岡・砺波両医療圏間の医療連携ネットワークを連携することは難しい

0 0 0 0 0

16 呉西地区成年後見セ
ンター運営事業

　将来的な成年後見制度対象者の増加を見込み、相談から後見まで一貫した支援ができる成年後見センターを設
置し、成年後見制度に係る各種業務等の共同利用を図る。
　【H29】検討
　【H30】準備委員会の設立
　【R1】H31.4　呉西地区成年後見センター開設（高岡市社会福祉協議会館内）
　　　　 成年後見制度に関する相談業務・法人後見受任を開始
　　　　 市民後見人養成講座（基礎研修（6月）、実務研修（8月））の開催
　　　　⇒市民後見人バンクへ登録「49名」R2.3時点
　【R2】市民後見人養成講座（実務研修（8月）、フォローアップ研修（11月））の開催
　　　　⇒市民後見人バンク登録者数「56名」R3.2時点
　　　　後見業務受任実績 3件（内訳:砺波市2件、小矢部市1件）※家庭裁判所から依頼

0 0 0 8,244 7,944

17 こども福祉支援相互
連携事業

(1)子ども医療費助成事業
　こども医療費助成制度を利用して圏域内の医療機関を受診する場合における助成方法を、現物支給に統一す
る。
　【H28】各市の医師会等の調整
　【H29】H29.4～　福祉医療費請求書を使用できる医療機関及び薬局の区域が圏域全体に拡大
　【H30】県より福祉医療費請求書のデータ化への補助（補助率1/3、上限100万円）
　【H29以降】継続

(2)児童発達支援人材育成事業
　圏域内の保育士・幼稚園教諭を対象とし、発達支援講座を開催。全体会と、氷見市、砺波地域（砺波市・小
矢部市・南砺市）、射水市の３地区においても個別開催。
　【H28】H29.2に試験的に一度開催
　【H29】年10回開催
　【H30】年12回開催
　【R1】年14回開催
　【R2】年8回開催　※当初の全12回予定を8回に短縮（コロナの影響で6月度中止）

0 2,611 3,010 3,291 2,719

(2) 教
育・ス
ポーツ

18 スポーツ大会・合宿等
誘致促進事業

　スポーツの振興を通じて地域の活性化を図るため、全国・国際規模のスポーツ大会等を誘致し、スポーツ施設や宿
泊施設の相互の活用などを推進する。
・体育協会や競技団体から大会や合宿等について情報収集し、実業団、学校等に営業・誘致活動を展開
・６市の体育施設、宿泊施設の情報提供などを行う共通のパンフレットやホームページの検討。
　【H29】共通のパンフレットの作成
　【R1】R1.11 筑波大学の体育会執行部等への合宿誘致活動
　　　　（一社）さいたまスポーツコミッション訪問視察、意見交換
　【R2】 共通パンフレットのデータ更新

0 1,025 0 625 1,100
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目的 事業の概要
H28
決算

H29
決算

H30
決算

H31
/R1
決算

R2
予算

連携する取組 連携事業

19 呉西圏域ポイントサー
ビス事業

　６市共通テーマとなる各市の事業に参画する市民にポイントを付与し、一定のポイント数に応じ、行政サービスや施
設利用等に使用できる金券や特産品等と交換できるサービスを検討する。
・健康づくりに関する個人の取り組みや事業への参加に対するインセンティブ措置
　【H29】検討
　【H30】H30.10～H31.3　健康ポイント事業開始（ポイント達成者には特産品を抽選で）
　　　　　南砺市で活用している「健康ポータルサイト」を６市版に修正
　【R1】H31.4~R2.3 継続（2年目）
　【R2】R2.4~R3.3 継続（3年目）

0 0 1,731 1,202 1,084

20 企業誘致の一体的推
進

(1)とやま呉西圏域6市ビジネス交流交歓会事業
　圏域企業と３大都市圏企業のマッチングを図るビジネス交流交歓会の実施
　【H28】H28.11　おやべ・ひみ・たかおかビジネス交流交歓会2016in東京
　【H29】H29.9　とやま呉西圏域ビジネス交流交歓会2017in東京（６市で初開催）
　　　　　・エコノミスト・ＢＲＩＣｓ経済研究所代表　門倉　貴史
　【H30】H30.8　とやま呉西圏域ビジネス交流交歓会2018in名古屋
　　　　　・日本マネジメント総合研究所合同会社理事⾧　戸村　智憲
　【R1】R1.8　とやま呉西圏域ビジネス交流交歓会2019in東京
　　　　　・フリーキャスター／事業創造大学院大学客員教授　伊藤　聡子
　【R2】 企業誘致促進PR動画作成　※作成中

(2)企業立地動向調査事業
　企業の立地動向やニーズ把握のためのアンケートを実施。（全国の製造業や物流業等の業種を対象）
　【H29】H29.10　(一財)日本立地センターの企業誘致アンケートで全国約14,000社へ送付⇒各市で企業訪問
　【H30】H30.6　東京商工リサーチの企業誘致アンケート調査で東海地方（愛知県、三重県、岐阜県、静岡県の
一部）地域の約2,000社へ送付⇒ビジネス交流交歓会へ招待、各市で企業訪問
　【R1】過年度有意回答企業のフォローアップ及び新規調査の実施
　【R2】継続

(3)企業誘致事務所設置事業
　都市圏での情報発信・収集や効果的な訪問活動の展開を図る。（企業誘致事務所を名古屋市に設置）
　【H29～H30】富山県名古屋事務所へ砺波市職員の出向
　【R1】中日ビルの解体、企業誘致事務所終了

3,000 10,029 9,115 8,769 10,073

21 就業マッチング支援事
業

(1) 圏域による合同就職説明会等の実施
(2) Ｕターン・Ｉターン就職支援による圏域定着の促進
(3) 圏域内企業に対する総合的な求人サポート（首都圏の就職説明会への出展支援や魅力発信セミナーの開催
等）
　【H29】H30.2　企業の魅力発信セミナー(富山労働局職業安定課⾧　山﨑　英治)
　　　　　H30.3　合同企業説明会・就職面接会
　　　　　「H31年新卒学生採用」と「中途採用」を目的に同日、同一会場で実施（新聞紙面広告、Web告知）
　【H30】H31.2　企業の魅力発信セミナー、H31.3　合同企業説明会・就職面接会
　【R1】R2.2　企業の魅力発信セミナー、R2.3　合同企業説明会・就職面接会
　【R2】R3.2（予定）企業の魅力発信セミナー、R3.3（予定）Web合同企業説明会・就職面接会

0 5,398 5,360 4,816 5,719

22 歴史的建築物の保
全・活用事業

　定住促進や観光振興など地域の活性化につなげるため、歴史的建造物等の保全・活用を図る。
(1)各市の活用事例を用いた見学会や勉強会の実施、事例集の作成によるノウハウの共有化
　【H29】H29.11　講習会（(NPO)八女空き家再生スイッチ事務局⾧　中島 宏典）
　【H30】H30.1　講習会（空き家活用の実践者の声in呉西圏域）
　【R1】R1.11　講習会（(一社)全国古民家再生協会　顧問　井上 幸一 氏）
　【R2】「事業報告書」の作成

(2)保全・用途変更に係る法制面、技術面の課題整理
　【H29】「歴史的建造物の用途変更の課題整理」報告書とりまとめ

(3)県の「空き家改修支援モデル事業費補助金」の活用推進と、より有効な事業の調査・検討
　【H29】補助の活用０件
　【H30】補助の活用２件（氷見1・南砺1）
　【R1】 補助の活用３件（氷見2・南砺1）
　【R2】 補助の活用０件　※R3.2時点

0 253 2,149 236 409

(4) 災
害対策 23 広域防災連携事業

(1)防災士育成
　地域の防災リーダーとなる防災士を育成し、自主防災組織の活動の支援・活性化と防災力の強化を図る。
　①６市共有の情報提供、②６市合同の啓発普及、③６市合同の勉強会・研修会実施　等
　【H29】H29.5　勉強会（各市の取り組み紹介など）
　　　　　H29.8～　各市の総合防災訓練に防災士が参加
　　　　　H30.2　防災講演会（静岡大防災総合センター⾧/教授 岩田孝仁・富山地方気象台⾧ 飯田和彦）
　【H30】H30.5　勉強会（DIG）
　　　　　H30.9～　各市の総合防災訓練に防災士が参加（氷見・高岡・射水は県総合防災訓練会場）
　　　　　H31.2　６市の災害対策本部シミュレーション
　　　　　H31.2　防災講演会
　【R1】R1.5　勉強会（災害図上訓練　講師:NPO法人富山県防災士会 防災士　江尻泰将）
　　　　　R2.2　防災講演会　※コロナの影響で開催中止
　【R2】R2.7　防災講習会（講師:特定非営利活動法人 富山県防災士会　理事　吉澤 実）
　　　　　R3.2　防災講演会　※コロナの影響で開催中止

(2)災害備蓄
　隣接市の住民の避難に際し、市域を超えた避難所への受入れを行うとともに、各市が最大規模で被災することを想
定して作成した災害備蓄計画を基に、圏域の災害備蓄計画を策定し、食料品以外の資機材の連携備蓄を図る。
　【これまで】各市の備蓄計画に基づき必要物資を備蓄
　【H29】圏域の備蓄計画の策定の検討を実施したが、各市の備蓄計画に基づくことで決定
　　　　　いつでも連絡が取れるよう緊急連絡体制の整備
　【R1】災害時に必要な資機材や生活必需品等の備蓄
　【R2】災害時に必要な資機材や生活必需品等の備蓄

0 12,553 16,365 13,932 22,417

(3) 地
域振興
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目的 事業の概要
H28
決算

H29
決算

H30
決算

H31
/R1
決算

R2
予算

連携する取組 連携事業

24 有害鳥獣対策事業

　農林水産物被害の減少を図るため、圏域各市による鳥獣被害対策の情報交換により、先進的な取り組みをＰＲ
し、対策事例の共有化や事前対策に活用するなど、圏域全体で被害対策に取り組む体制を整備する。
・協議会（主体団体※鳥獣被害防止対策協議会、有害鳥獣対策協議会）と市が連携して講習会を開催
　【H29】H29.6　イノシシ等による農作物被害防止対策講習会（西日本農業研究センター　江口　祐輔・堂山
宗一郎）
　　　　　高岡市で被害防止対策協議会の結成（H29予算は高岡市の分）⇒６市全てで協議会の結成
　【H30】６市の各鳥獣被害防止対策協議会にて事業を実施
　　　　　H30.6　県主催の地域実践リーダー育成研修に参加（西日本農業研究センター　江口　祐輔・堂山　宗
一郎）
　【R1】R1.8　嶺南地域有害鳥獣処理・加工施設を視察
　　・焼却施設（H24供用）説明:若狭町農林水産課 …嶺南６市町で利用　処理頭数 7,503頭(H30)
　　・食肉加工施設（H25供用）説明:（有）音海興産 …若狭町のみ利用　処理頭数 69頭(H28)
　【R2】R2.6 捕獲イノシシの処理方法に関する情報共有及び意見交換

0 9 0 0 60

25 庄川左岸地区洪水対
策連携事業

　砺波平野｢庄川左岸地区｣の農地防災事業による放水路・排水路・洪水調整池の整備（国営事業:H32.3
完了予定、県営事業:H36.3　完了予定）に伴い、関係市と土地改良区が連携し、雨天時の洪水対策の一元
化を図る。
　【H29】工事中
　【H30】H30.6　国営事業のシステム管理が完成し農水省補助（操作体制整備型、管理体制整備型）を活用
　　　　　H30.11　国営事業の完工式
　【R1】農水省の補助（管理体制整備型）を活用し運用
　【R2】農水省・基幹水利施設仮事業を活用し運用

0 0 40 10 17,934

26 環境と共生する社会
経済形成事業

　圏域の山から海に至る環境保全活動（啓発・学習活動、体験活動、成果還元活動等）を推進する。

(1)環境フェアへの出展
　【H28】H28.10　とやま環境フェア2016に６市ブースを出展
　【H30】H30.10　とやま環境フェア2018に６市ブースを出展
　【R2】R2.12～R3.1　とやま環境フェア2020 in Web　に6市で出展

(2)呉西圏域フォーラム・環境啓発ツアー
　【H28】H29.3　（高岡）県西部６市をまわる環境保全・啓発ツアー
　【H29】H30.3　（射水）フォーラム『富山湾と環境のつどい』
　【H30】H31.3　（南砺）エコヴィレッジ、ペレット見学ツアー
　【R1】R1.8　（氷見）環境保全体験ツアー　※行程は氷見～射水～高岡
　　　　　　　　　　ひみラボ水族館～コマツ氷見工場～ひみ番屋街～内川～能作
　【R2】（砺波）　※コロナの影響で催行中止

537 639 229 228 608

27 生活関連機能相互連
携事業

(1)一般廃棄物処理連携（施設の相互応援体制の構築）
　各市の廃棄物処理計画の現況について調査、課題抽出し、６市で構成する運営会議で検討する。将来的には、
一般廃棄物処理連携協定（災害廃棄物や緊急修繕が発生時の処理）の締結を目指す。
　【H29】過去５年分のゴミ量、種別などのデータとりまとめ
　【H30】コンサルへ委託し、報告書のとりまとめ（ゴミ、し尿の現状把握、課題の抽出）
　【R1】R1.12 担当者による検討会開催（⾧期メンテや故障時の施設相互利用・連携協定に向けた研究）
　【R2】R2.8、R3.2（予定）１期の総括と２期の展開について意見交換

(2)下水道整備の促進
　未整備幹線（小矢部砺波幹線、高岡庄川幹線）の早期事業化を図るため、関係市で具体的な次期事業計
画範囲、整備順序及び問題点を整理し、要望活動を行う。
　【H29】県にて下水道計画を改定
　【H30】H30.11　各市においても下水道計画を改定（下水道法の改正に伴い）

(3)消費生活相談業務連携
　消費者被害の防止や注意喚起等の啓発活動を６市で共同して実施することや、消費生活相談について情報共
有を行うための体制構築に向けた調査・検討を行う。
　【H30】各市ホームページ等で消費生活相談の多い事案等の紹介による注意喚起
　【R1】R1.10 新たに「とやま呉西消費生活ニュース」を発行（10月・１月）
　【R2】 「とやま呉西消費生活ニュース」を発行（４月・７月・10月・１月）

0 519 3,413 868 539
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28 地域公共交通活性化
事業

　圏域住民の日常生活の足として利用される地域公共交通の課題整理や調査・研究等を実施する。
・万葉線利用促進（IC化導入に向けた仕様検討、電停のバリアフリー化）
・あいの風とやま鉄道利用促進
　【H28】ICOCAの導入検討
　　　　　万葉線のラッピング（アイトラム、ドラえもん電車）
　　　　　H28.8　高岡駅の万葉線乗り場の広告看板の設置
　　　　　H28.10～H29.3　レトロ電車記念乗車券の販売
　　　　　H28.11　県内各ケーブルテレビ番組「ローカル沿線ちょい下車探訪」　の制作
　【H29】ICOCAの導入検討
　　　　　H29.7　万葉線・新吉久電停の島式電停バリアフリー化
　　　　　H30.3　万葉線・海王丸駅舎の老朽化に伴う改修
　【H30】鉄道むすめを活用した万葉線利用促進
　　　　　H31.3　万葉線・越ノ潟駅舎の老朽化に伴う改修
　【R1】 鉄道むすめを活用した万葉線利用促進
　　　　　鉄軌道安全対策整備事業（西新湊変電所更新、庄川・内川橋梁⾧寿命化、安全対策補助等）
　【R2】 鉄道むすめを活用した万葉線利用促進
　　　　　鉄軌道安全対策整備事業（車両冷房化、安全対策補助等）

33,760 25,400 122,840 180,212 117,656
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目的 事業の概要
H28
決算

H29
決算

H30
決算

H31
/R1
決算

R2
予算

連携する取組 連携事業

30 職員人事交流・統一
的な職員研修

　圏域６市の職員による人事交流や職員個々の素養やスキルアップにつながる研修を統一的に実施する。
(1)各２市との間でのそれぞれ１年間の人事交流
　【H29】高岡と氷見、小矢部と砺波、南砺と射水
　【H30】高岡と砺波、氷見と南砺、小矢部と射水
　【R1】高岡と小矢部、氷見と射水、砺波と南砺
　【R2】高岡と南砺、射水と砺波、氷見と小矢部

(2)各市の研修担当者による連絡会議及び職員研修の合同実施
　【H29】H29.11　富山県巡回アカデミー「地元の資源を生かした魅力ある地域づくり」（47人）
　【H30】H30.11　地方公務員等研修支援事業「政策形成能力向上セミナー」（46人）
　【R1】R1.11　「政策形成能力向上研修（Simulation熊本２０３０）」（58人）
　【R2】R2.11 政策形成能力向上研修（SDGs de 地方創生）（45人）

0 600 12 96 600

31 公共施設マネジメント
推進事業

　圏域における既存公共施設の総量適正化及び類似施設整備の抑制に向けた体制・仕組みを構築する。
・各市が保有する公共施設の現状・課題について情報共有、意見交換
・公共施設の相互利用及び共同設置に関する方針の策定
（対象施設の条件設定、既存対象施設の抽出、相互利用や共同設置に関するルールづくりなど）
　【H29】検討
　【H30】検討
　【R1】R1.10　「とやま呉西圏域公共施設マネジメント推進事業の取組方針」を策定
　【R2】R2.9 情報共有及び意見交換

0 0 0 0 0

32 権限移譲に係る調
査・研究

　将来にわたる圏域活力の維持や住民サービスの向上の観点から、連携中枢都市圏として必要となる、中核市レベ
ルの権限移譲（保健所、児童相談所等）について調査・研究を行う。
　【H30】H30.11　検討会を開催（事案が発生した場合に招集する会議へと変更）

0 0 0 0 0

33
地図情報システムデジ
タル航空写真共同撮
影事業

各市で実施しているＧＩＳデジタル航空写真撮影及びデジタルオルソ画像作成の業務を共同で実施
　【R1】～R2.2 高岡、射水、砺波、小矢部、南砺の５市で共同撮影を実施
　　　　※次回撮影はR4年度予定として調整

39,490 0

ウ 生活関連機能サービスの向上 42,161 73,105 179,441 279,115 205,582

ア＋イ＋ウ（決算または予算） 51,956 278,780 378,203 463,194 411,540

予算化事業数 24 27 30 29

ウ
 

圏
域
全
体
の
生
活
関
連
機
能
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

Ｃ 圏域マネジメン
ト能力の強化に
係る政策分野

(1)（仮称）移住サポートステーション事業
　都市圏との交流推進や圏域内への定住・移住に関する総合的支援の展開を図る。６市における企業情報、物産
情報等の取りまとめ及び情報交換。その他、ＰＲイベント（移住セミナー等）の開催。
　【H28】H29.1　呉西合同PRイベント「つながるとやま 富山WEST」（日本橋とやま館を活用）
　　　　　H29.3　地方移住に関するインターネット調査の実施
　【H29】さいたま市（大宮駅付近）でサポートステーションの設置を検討　⇒　断念
　　　　　H29.12　とやま呉西圏域情報発信サイト内に事業の特設ページの開設
　　　　　H30.2　６市で合同出展「にいがた・ながの・とやまUIJターン応援イベントin東京」
　　　　　H30.3　６市ＰＲグッズの作成（チラシ、ポスター等）
　【H30】H30.前半・後半で各市１回ずつ　富山くらし・しごと支援センター出張相談会
　　　　　H30.4　６市ＰＲグッズの作成（のぼり旗、ジャンパー等）
　　　　　H30.9　ふるさと回帰フェアへブース出展
　【R1】R1.前半・後半で各市１回ずつ　富山くらし・しごと支援センター出張相談会
　　　　　R1.9　ふるさと回帰フェアへブース出展
　　　　　R2.1　JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア2020　６市共同出展
　　　　　R2.2　ふるさと回帰支援センターにて「とやま呉西圏域しごと・子育てセミナー」開催
　【R2】R2.10 ふるさと回帰フェアへ6市共同出展（オンライン）
　　　　R3.1 オンライン移住座談会の開催
　　　　R3.1 とやま暮らしオンラインセミナーへ6市共同出展
　　　　R3.3（予定）　JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア2021　６市共同出展（オンライン）

(2)地域おこし協力隊員ネットワーク形成事業
　①地域おこし協力隊ネットワーク協議会の設立　②研修会開催
　【H29】H29.8　協議会設立総会、第1回研修会（氷見市、地域活性化支援ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 布目大剛）
　　　　　H30.2　第2回研修会（砺波市、南砺市地域おこし協力隊　井上）
　【H30】H30.8　第3回研修会・地方創生フォーラム（高岡市、内閣府地方創生推進事務局 太田裕之）
　　　　　H30冬　第4回研修会（射水市、南砺市）
　【R1】 H30.6　実務担当者による打合せ
　【R2】R3.3予定　JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア2021　６市共同出展（オンライン）

(3)空き家情報バンク共同運営事業
　共有のホームページを構築し、統一フォーマットによる掲載情報を作成
　【H29】H30.3　とやま呉西圏域情報発信サイト内に事業の特設ページの開設
　【H30】全国空き家・空き地情報バンクに登録（(株)アットホーム【6市全市で加入】、(株)LIFULL【任意加入】に
登録）

(4)都市と農村漁村の交流推進（グリーンツーリズム）
　①実施事業計画を策定　②統一のPRポスターを作成する。
　【H29～R1】事業検討

4,864 1,726 2,294 3,7634,578
定住・移住トータルサ
ポート事業29
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