
資料No.3-1
呉西圏域ビジョン懇談会

とやま呉西圏域連携中枢都市圏　連携事業概要及びR4事業内容

目的 事業の概要
R3予算

（参考）

R4予算

(案)

R4事業内容

(案)

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。

〔主な事業〕

・とやま呉西圏域都市圏ビジョンの策定・推進

・圏域の産学金官民の関係機関・団体等で構成するビジョン懇談会の実施

2,710 2,584

・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

・R3年度事業評価

・とやま呉西圏域としての県への要望活動

・呉西圏域ビジョン懇談会の開催

・その他、ホームページによる情報発信等、圏域ＰＲの実施

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。
1,995 1,995

・ゼミ型式の講座「とやま呉西圏域共創ビジネス研究所」の運営（R4.7～R5.2を予定）

・共創研同窓会（研修会及び交流会）の運営

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・関連情報の発信に

取り組む。

〔主な事業〕

・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）

・事業承継対策に係る普及・啓発

931 969

各市の創業講座と連携して創業者向けの導入的セミナーの開催

・セミナーは先輩創業者等、創業者にとって参考となる事業所を訪問するツアー形式での開催を想定。

・コロナの感染状況を踏まえてリアルとオンラインのハイブリット開催を想定。

・専門家による講演等に加え、６市の好事例から、直接、現場で学ぶ機会を作ることにより、創業に向けた具体的なイメージの

構築と創業意欲の高まりを促進する。

・更に、ツアーでは参加者の交流を促し、創業者の広域的なネットワーク作りを推進する。

・また、参加者のフォローアップにより、各市の創業講座等の支援に繋げていく。

・広報誌やHPを活用した事業承継の意識啓発を行う。

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創出を推進す

る。

〔主な事業〕

・展示会への共同出展、企業への出展補助

6,780 8,221

異業種交流会「メッセナゴヤ」への共同出展、企業への出展支援

・メッセナゴヤに６市で共同出展する。（２小間）

・メッセナゴヤの出展ブースの借上げ、小間料・オンライン出展料の支払い（２０小間）、出展事業所を公募する。

（高岡市・射水市６小間、氷見市・砺波市・小矢部市・南砺市２小間）

855 884

(1)セミナー

・研究機関の施設紹介、研究開発の事例紹介、次世代技術活用の事例紹介、支援施策の紹介等を行うセミナーを開催す

る。

201 203

(2)相談会

・富山県立大学、富山大学、富山高等専門学校、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等の産学

連携センターと企業による技術課題等に関する相談会を実施する。

6 伝統産業連携ＰＲ事業

圏域内における伝統産業を一体でＰＲする。

〔主な事業〕

・各市の伝統産業を扱う施設等で圏域内の伝統産業製品の展示・販売、ＰＲの実施

919 982
・県内の国指定伝統的工芸品産業を支援する高岡地域地場産業センターにおいて、伝統的工芸品の魅力を伝える体験イベ

ントを開催し、伝統的工芸品の普及と魅力発信を実施する。

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。
2,527 2,982

〇学校給食事業

・圏域内の農林水産物を含む共通の献立を学校給食で提供する。(R4.11を予定）

〇直売所地産地消事業

第１期のステップアップとして、マッチング事業で開発した商品や関係市の農産物を圏域内で周知するとともに新たな販路確保

の機会を農業者に提供することで、圏域内の地産地消を推進し、ブランド育成の土壌を育む。

・圏域内の直売所等を紹介する直売所マップの作成及び配布を行う。(R4.9頃を予定、農業祭等のイベント情報の掲載も検

討）

・各市の農業祭等イベントで他市の農畜水産物をＰＲ、販売する。（９月～11月）

・圏域の直売所に他市農畜水産農家や業者を紹介する。（６月～３月）

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。
34,000 29,600

①ワーケーション等のコロナ禍における観光レクリエーションの考えを取り込んだ旅行商品の造成を行う。

②北陸新幹線敦賀開業を見据え、関西圏からの誘客を狙った観光プロモーションを実施する。

③県西部6市によるアフターコロナを見据えたメディアタイアップ事業を実施する。

④ビッグデータを活用し、コロナ禍前後での観光客の動向確認を含めた様々な人流分析を実施する。

・わくライナー負担金（高岡市、氷見市）　　　 9,600千円

　（富山県も補助金を支出　4,800千円）

・世界遺産バス補助金(高岡市、南砺市）　　　　5,000千円

　（富山県も補助金を支出　5,000千円）

ア 経済成長のけん引 50,918 48,420

9 高度な医療サービス連携事業

がんや循環器疾患、脳卒中、さらには糖尿病など生活習慣病に代表される慢性疾患など、様々な

疾病に対する高度な医療サービスの提供に向け、公的機関や民間病院などが連携し、それぞれの

機能に合わせた役割分担を図りながら、サービスの維持・向上や人材の育成・確保につなげる。

20,948 20,844

【高岡市】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などを配置し、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。

【砺波市】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。

10
広域的公共交通ネットワーク強

化事業

安全で持続可能な公共交通の実現に向け、将来のまちづくりに資する城端線・氷見線の線区のＬ

ＲＴ化など新しい交通体系の検討を進めるとともに、城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成

計画等に基づく各種施策の展開により、鉄道を骨格とした公共交通ネットワークの活性化を図る。

118,565 108,741

城端線・氷見線沿線地域公共交通計画推進事業

・城端線増便試行

・べるもんたおもてなし事業

11
広域的な課題解決に向けた大

学との連携の推進

圏域内の広域的な課題又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。

2,625 2,625

○調査研究しやすい環境づくり

　・広域的な課題又は共通する課題の連携窓口の設置

　・地域課題解決に向けた取組に係る地域と大学等との連携の調整

　・圏域における大学等の調査研究の場の提供の調整

○とやま呉西圏域調査研究事業補助金

　・呉西圏域をフィールドとして実施する地域課題解決に資する調査を支援

　　申請に基づくもの（６市で審査の上決定する）

　　１件当たり、500千円までの補助金を交付

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。

〔主な事業〕

・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

・高機能素材分野における研究開発拠点の誘致推進

1,000 1,000

富山大学「富山の素材産業リバイバルに向けた産官学共創拠点」の研究開発支援

・研究開発に資する調査研究等（アルミスクラップに係る不純物調査等）

・各種会議等への出席

イ 高次都市機能の集積・強化 143,138 133,210

ア＋イ 194,056 181,630
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5 ものづくり開発人材育成事業

圏域内にある高度専門的な研究機関と企業による共同研究・開発の促進を図るとともに、Ｉｏ

Ｔ・ＡＩ・５Ｇといった次世代技術に係る人材育成を図ることで、ものづくり開発人材の育成強化

につなげる。
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目的 事業の概要
R3予算

（参考）

R4予算

(案)

R4事業内容

(案)
連携事業

13 看護人材確保事業

圏域の地域医療に貢献できる資質の高い看護人材を確保するため、富山県高岡看護専門学校

の定員を充足し、できるだけ多くの卒業生が圏域内で看護師として働くことができるよう支援する。ま

た、圏域内外を問わず大学・専門学校等で学ぶ看護学生に対して、圏域内の医療機関に就職で

きるよう支援する。

12,303 11,583

○就学資金制度の見直し

　・他の奨学金制度との整合性を取りながら、併給が可能かどうか

　・他の看護師養成校の学生を対象とできるかどうか　　　など

○看護学生の圏域内の医療機関への就職支援

　・圏域内の公立・公的病院などの医療機関のＰＲ活動やマッチング等を検討する。

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。 274 270 人間ドック及び特定健康診査の啓発活動（ポスター、チラシの作成）

15
呉西地区成年後見センター運

営事業

圏域の中核機関として、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運営するとと

もに、各市の社会福祉協議会や関係団体等との連携を強化し、ネットワーク体制を整備する。
8,109 8,041

・相談業務

・市民後見人養成講座（実務研修）

・フォローアップ研修

・法人後見業務

(1)こども医療費助成制度

　圏域住民が６市の「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。（令和４年４月から県内全域に拡大予定）

1,829 2,411

(1)こども医療費助成制度

　６市の医療機関を受診する場合の子ども医療費助成方法として、引き続き、現物支給による給付について、継続して実施

する。

(2)児童発達支援に係る人材育成

　研修会や派遣を通じ、児童発達支援に係る人材育成を図るとともに、施設運営のあり方や供給

量について検討する。

551 558
(2)児童発達支援に係る人材育成

　発達支援講座を開催する。（年間５回）

17
ＩＣＴ教育環境に関する調

査・研究

ＩＣＴを活用した双方向授業を実現するための環境整備を進めるに当たり、各市の検討状況や

先進事例等の有用な情報を６市間で共有するとともに、各市がＩＣＴ環境整備や有効に活用す

るための研修について調査・研究を進める。

100 100

○連絡会議（情報交換会）

「ICT環境整備の進捗状況や今後の計画」「研修の進め方及び今後の研修の在り方」「オンライン授業などICTを活用した授

業の在り方」等についての情報交換会を年に２回開催する。（各市のICT活用推進担当者による会議）

○講演会

信州大学 教育学部 教育学科 助教授　佐藤和紀先生によるタブレットPCを活用しての実技を伴った講演会を開催する。

（各市の教員から参加者を募って実施）

18 歴史文化の学び交流事業
圏域の歴史・文化を相互に学ぶ機会を創出するため、交流講座の実施や合同企画の検討を行

う。
0 0

・「交流講座担当者会」を通じた歴史・文化担当者の情報交換、相互交流を行う。

・各市の講座担当者が他市の生涯学習講座等に出講する交流講座を実施する。

・事業５年目（Ｒ７）に開催を計画する合同企画の検討を行う。

19
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、大学等の合宿を誘致し、スポーツ施設や宿泊

施設の相互の活用、地元の子ども達との交流を図る。

〔主な事業〕

・スポーツ合宿の誘致活動

・圏域住民のスポーツ振興に寄与する事業や取り組み

500 500

・合宿パンフレット更新（内容の充実）

・スポーツツーリズムに関する講演会開催

・近隣のスポーツ合宿先進地視察や合宿ｴｰｼﾞｪﾝﾄ等への働きかけ

・合宿補助要綱の作成（９月頃までに骨格作成を目指す）

・ランニングコース等の検討

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。

〔主な事業〕

・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

1,260 1,173

※景品＋送料（各市で予算計上） 78 78

8,054 8,056
(1)とやま呉西圏域ビジネス交流交歓会開催事業

　　開催場所は東京都内、参加企業数125社、参加者数250名を見込む。

1,911 1,914
(2)企業立地動向調査事業

　　ビジネス交流交歓会の開催と連動した形で企業の立地動向やニーズ把握のためのアンケート調査実施を行う。

22 就業マッチング支援事業

・Web等の新たな手法を取り入れた圏域による企業と新卒学生など求職者のマッチング機会の創

出

・Ｕターン・Ｉターン就職支援による圏域定着の促進

・圏域内企業に対する総合的な求人サポート（雇用情勢に対応したテーマの企業向けセミナーの

開催等）

5,803 5,803
・Web/対面によるハイブリッド形式による就業マッチングイベントの開催（地元就職・UIJターン就職促進）

・企業向けセミナーの開催

(1)防災士育成事業

　圏域内で連携し、地域の防災リーダーとなる防災士などを育成し、地域防災力の要となる自主防

災組織の活動の支援・活性化と防災力の強化を図る。

385 376
(1)防災士育成事業

　防災士を対象とした防災講習会(5月)と防災士や自主防災組織のリーダーを対象とした防災講演会(2月)を開催する。

(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。

7,011 8,797

(2)災害備蓄

　６市におけるそれぞれの被害想定に基づき、災害時に必要な食料品以外の資機材等の備蓄を行う。

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。

60 60

・　情報交換会を開催する。（R4.9を予定)

・　市民を対象とした講習会等を開催する。（６箇所、R4.7～11を予定）

　　※講習会開催に係る費用は、各市の鳥獣被害防止対策協議会予算から支出

        講習会で配布する資料のＭＧ料は本事業から支出

・　イノシシ対策の先進事例視察研修を実施する。（R4.11を予定)

25
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。
160 510

環境保全・啓発ツア－の実施

・自然に対する関心を高め、自然の大切さを理解し、景観や環境を守るための保全活動や長きにわたって受け継がれてきた伝

統産業を見学する。

・構成市6市の市民を対象とし、圏域内の複数市を廻ってもらうことで、圏域が一つに繋がっていることを実感してもらう。

26 生活関連機能相互連携事業

圏域各市の生活関連機能・サービスに係る相互連携の推進を図る。

〔主な事業〕

・一般廃棄物処理に係る情報共有

0 0
・一般廃棄物処理に係る各市の現状や課題等について情報共有する。

・重点テーマについて意見交換する。

27 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あり方・存続に向けた課題整理や調

査・研究等を実施する。
159,926 159,600

万葉線利用促進事業

　・万葉線対策協議会負担金

　・IC導入に向けた仕様検討事業

　・鉄軌道安全対策事業補助

　・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（車両検査）

　・車両冷房化事業

　・庄川橋梁架け替え詳細設計

　・庄川橋梁架け替え用地測量

28
定住・移住トータルサポート事

業
圏域内への移住・定住や都市部との交流推進に関する総合的支援の展開を図る。 5,008 5,008

とやま呉西圏域への定住・移住を推進するため、移住セミナーの実施やイベントへの共同出展等により、首都圏に対して切れ目

のない圏域のＰＲを図る。

　① 移住セミナーの開催（年４回）

　　 〈内訳〉現地セミナー２回、オンラインセミナー２回

　② 移住イベントへの共同出展（年２回）

29
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。
600 600

(1)職員人事交流事業

　高岡市と氷見市、砺波市と小矢部市、南砺市と射水市の間でそれぞれ１年間の人事交流を行う。

(2)統一的な職員研修

　・各市の研修担当者による連絡会議を実施

　・職員研修の合同実施

30 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。
0 0

・公共施設マネジメント推進事業の取組方針に基づき、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

換等を実施。

31
地図情報システムデジタル航空

写真共同撮影事業

ＧＩＳ（地理情報システム）デジタル航空写真撮影及びデジタルオルソ画像を作成することによ

り、土地及び家屋の現況について、正確かつ効率的に把握し、税務行政の適正化及び住民サービ

スの向上を図るとともに、航空写真撮影等の各市の費用負担を軽減することを目的に業務を実施

する。

0 48,943 ・デジタル航空写真撮影及びデジタルオルソ画像を作成する。

ウ 生活関連機能サービスの向上 213,922 264,381

ア＋イ＋ウ 407,978 446,011

元気とやまかがやきウォークとの連携による健康づくり事業の実施

　・アプリ内でのミッションの設定による健康づくりの実施

　・呉西圏域住民を対象としたキャンペーンによる景品贈呈（2回程度）

　・6市ウォーキングマップ紹介による地域間交流の促進

　・呉西圏域住民に向けた健康情報のプッシュ配信（県と実施の可否を協議中）

　・とやま呉西圏域健康ポータルサイトの活用による健康意識の醸成
ウ
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16 こども福祉支援相互連携事業

20 呉西圏域ポイントサービス事業

21 企業誘致の一体的推進

圏域における企業誘致を促進するため、立地環境のＰＲ活動や企業ニーズ把握のための調査、

域内外の企業間のマッチング等に一体的に取り組む。

〔主な事業〕

・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

・企業の立地動向やニーズ把握のためのアンケート実施、企業ニーズに対応した立地環境のＰＲ

・適地調査実施に係る協議

23 広域防災連携事業
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