
移住定住促進事業
（計画期間 平成２８年度から平成３１年度）

資料２
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〇移住定住促進事業について
 IJU応援センターを民間委託により運営し、移住定住のための取り組みを推進した。
 委託にあたっては、受託事業者の取り組みで人口が増加した場合に成果報酬を支払う、成果連動型の支払方法
を用いることで、より民間の知恵を引き出すことを企図している。

〇 きっかけ
づくり

〇移住支援

〇定着支援

〇情報発信
・Webサイト、Facebook、Instagramの運営管理
・パンフレットの作成

〇体制の整備、発展
・IJU応援センターの運営
・移住・定住に関する情報
の調査および広報
・市内関係団体との連携

〇首都圏での個別相談会への参加
・東京、大阪等で開催される移住フェア、定住セミナーへの出展

〇暮らし体験ツアー
・氷見市への移住に強い関心を持つ人を対象とし、一人一人のニー
ズに合わせた体感ツアーを計画し実施。

〇住居支援
・空き家情報バンクの管理運営
・空き家の診断調査

〇なりわいづくり支援
・自らのなりわいづくりや副業をつくる動機付けを後押しする
「小さな仕事づくり塾」を開催し、若者等の創業支援を行った。
・事業を行いたい移住希望者と、事業を継いでほしい市内事業者と
のマッチングを図った。（事業承継・担い手探しサポート）

〇移住後の不安解消
・IJU応援センターで継続的にサポートするとともに、移住者同士
で交流できるイベントを開催した。

〇ふるさとワーキングホリデー
・関係人口の増を企図し、夏・冬に５名ほどの大学生等に参加して
もらい、氷見市での暮らしを体験してもらった。
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○平成３０年度の取り組みについて

■氷見市IJU応援センターWebサイト・ Facebookページ・Instagramアカウントの管理運営
今年度よりInstagramアカウントの運用も開始し、それぞれのツールの特性を活かした情報を掲載する
とともに、相互に誘導するように配慮して相乗効果も挙げた。
Webサイトのページ閲覧数は前年度より57％増加し、Facebookのフォロワー数は32%増加した。
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○平成３０年度の取り組みについて

■東京、大阪等での移住フェアや定住セミナーへの参加
ふるさと回帰センター・JOIN・富山県などが主催する移住
フェアや定住セミナーなどに参加して、移住を考える方々の
相談を受け、移住へのきっかけづくりに努めた。
条件が合えば、といったケースもあるが、数年後を見据えた
情報収集として来場しているケースもある。年代によって
ニーズにある程度の傾向があるように見受けられるものの、
実際は様々であった。

■「暮らし体感ツアー」の企画・実施
氷見市への移住に強い関心を持つ人を対象とし、それぞれのニーズに合わせた体感ツアーを計画し実施
した。
３０年度はツアーに４４組７７名の参加があり、その中から移住に至った方は６組１３名に上っている。
このイベントに参加したことだけで移住に至ったのではなく、前段階もあってのものかと考えるが、移
住へのプロセスにおいて大きな役割があるといえる。また、昨年度も同様なツアーに参加した方が今年
度も引き続き参加されるケースもあり、その関心を維持しつつ移住に結び付けたい。
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○平成３０年度の取り組みについて

■「ふるさとワーキングホリデー」の実施
都市部の若者などを対象とし、氷見市で２週間～１ヶ月程度働きながら暮らしを体感し、交流を深めて
もらう。都市部に戻った後にも「第２のふるさと」として氷見を応援してもらったり、将来的な移住に
つなげることを目的としている。
夏・冬の各１回、計２回実施し、それぞれ５名、計１０名の参加があった。多くの参加者から「また来
たい」という声があり、氷見での暮らしに満足してもらったところであるが、東京で開催した交流イベ
ントにワーキングホリデー参加者が参加するなど、事業趣旨に沿う結果が既に現れている。

磯波風（宿泊業）
業務内容：客室係、旅館全般の裏方業
務

ファーム中田（農業）
業務内容：イチゴ栽培、さつまいも苗床作
り、除草

Beer café ブルーミン（飲食業）
業務内容：販売業務、ビールの販促業務
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○平成３０年度の取り組みについて

■住宅支援
・空き家情報バンクの管理運営
移住に向けた様々な課題のうち、住居に関するものが大きなウェイトを占めており、気に入った住居が見つか
ることで移住に至るケースも多く見受けられる。

・空き家の診断調査
空き家の物件化までに、物件化に向けての補修を行うかどうかが大きなハードルとなっているため、空
き家情報バンクの登録候補となりえる空き家について、宅建協会に委託して診断調査を行った。
３０年度は１４件の診断を行い、物件化への流れを作った。

移住定住希望者に魅力
的に映るような記事の
掲載に心がけ、「庭付
き」「畑付き」「眺望
重視」などのこだわり
検索や、物件紹介文か
らのフリーワード検索
も可能にしている。
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○平成３０年度の取り組みについて

■「なりわい」づくり支援
・移住氷見市への移住者または移住希望者を対象として、氷見市における自らの生業や副業をはじめる
ことを後押しする「小さな仕事づくり塾」を開催した。
受講生が企画した内容については、情報提供や関係各所への接続など、継続的なサポートを行う。
参加者は１３名で、１２～２月の毎月１回、計３回

・継承者のいない市内の事業所と、移住とともに事業を始めたいと考えている移住希望者のマッチング
を図ることで、事業承継のサポートに取り組んだ。
３０年度中に余川「いわさきストア」、中央町「旧トロイカ」の２件を配信中である。

・氷見市の仕事情報の発信として、「氷見らしい」働き方をテーマとした記事を作成し、Webサイトに
掲載した。

■移住後の不安解消
・移住者が定着しやすくなるよう、地域住民・移住者・移住希望者が出会う場として「まちのタマル
場」でのイベント開催を支援した。

（開催イベント）
・氷見に移住したヨガインストラクターによる、ヨガ体験会
・氷見出身者による、ドローンセミナー
・ 氷見在住の「小さな仕事づくり塾」受講者による、破れた衣類などを色鮮やかに刺繍で繕う「ダーニ
ング」体験会 など
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○ＫＰＩについて

①IJU応援センターを経由した移住者の数 ②住まいの提供としての空き家登録件数

平成３０年度
目標 年間35人 年間20棟

平成３０年度
実績 25人 38棟

問題点
（現状）

・氷見市への移住に対して強い興味を持つ人が
思うように増えていない。
・空き家情報の不足やミスマッチにより、移住
希望者のニーズに合った住まいの提供ができな
い場合がある。
・移住にあたっての諸課題を解決するための専
門的な知識やサポートが不足している。

・空き家があっても所有者が不明であったり、
連絡がつかない場合が多い。
・空き家情報バンクに登録しようにも、直ちに
売却や賃貸をできるような状況にないことが多
い。

課題

・移住は中長期的な継続支援が必要
・移住希望者のニーズに応えられるだけの空き
家情報の蓄積

・空き家の所有者に対し、空き家情報バンクへ
登録することの動機づけ
・空き家を流通（売却、賃貸）できる状態にす
るための支援策及び仕組みづくり

平成３１年度
目標 年間35人 年間20棟

本事業について設定したＫＰＩの達成状況
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■移住定住連絡会議の開催

○平成３１年度の新たな取り組みについて

移住希望者の移住にあたって解決しなければいけない様々な課題について積極的にサポート
するとともに、移住した方を継続的にサポートすることを目的に、以前より支援いただいて
いる観光・商工・不動産に加え、福祉・子育て・教育の分野の実務担当者の方々に参加いた
だいて、IJU応援センターの持つ事案を共有し、支援に専門的な立場で協力していただく。

■空き家情報バンクの充実
・積極的に空き家の所有者とコンタクトを取って空き家情報バンクを紹介し、登録への働き
かけを行う。
・すぐに売買や賃貸になり難い空き家については、宅建協会に委託して実施している空き家
診断を積極的に行い、空き家物件化のきっかけとする。
・成約実績を上げることが、移住だけでなく、新規の登録にもつながるとして、登録物件を
魅力的に紹介するとともに、移住希望者に対してのマッチングを積極的に行う。
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ひみ食文化推進事業
（計画期間 平成２９年度から平成３１年度まで）
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○ひみ食文化推進事業について

事業所数の
維持

雇用者数の
維持・増加

賃金の向上
※費用の低減と相反

労働の魅力の
向上

（やりがい、
労働条件等）

利益の確保

売上の向上
（消費の拡大）

費用の低減
※賃金の向上と相反
する部分あり

担い手の確保
（事業承継、新規参
入、業態転換）

顧客数の
維持・増加

顧客あたり
単価の増加

目指すもの＝
魚のまちで
あり続ける

＜目標に至るまでの過程＞

＜魚食文化リーディングプロジェクトとは＞
市内の水産関連の事業者数が減少すると考えられる中、「魚食文化をリードするまち氷見」の実現をより確実、
強固なものにし、10年先、100年先も氷見が魚のまちであり続けるために、市内の水産関連業等を振興するため
の方策を考えるもの。
魚食文化の普及による氷見市内の水産関連業等の産業振興≒売上の拡大（消費の拡大）を考える。
※厳密には、「売上－市外からの調達が必要な原材料の原価」の拡大
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○平成３０年度実施事業について

■高速バスを活用した貨客混載による特産品の販路拡大実現可能性調査
氷見市からの毎日複数便出発している名古屋行き高速バスの空きスペースを活用した、氷見の特産物の定
期的な販売（物流）の可能性を調査するとともに、実現に向けたモデルを構築した。

事業期間 平成３０年７月１９日～平成３１年３月１5日

＜成果＞ 物流フロー、受け渡し、鮮魚の梱包・内容状況ともに大きな問題はなかった。
課題点として、夏場の品質の担保、冬場の緊急連絡のフローテストの実施、冷蔵品の到着までの
温度キープ等があげられた。

＜販路拡大のための取り組み＞
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■ひみ特産品テストマーケティング

「高速バスを活用した貨客混載による特産品の販路拡大実現可能性調査」によって可能性が見出された
協力店に氷見の特産品の販売実店舗を開設するとともに、そこでの販売（テストマーケティング）を通
して、今後の販路拡大の可能性を探った。

事業期間 平成３０年１１月１日～平成３１年３月３１日
業務場所 愛知県名古屋市内等「氷見旬鮮屋」
＜成果＞ 商品の入れ替えを頻繁に行い、「年間を通して売れる商品」を発掘し、「氷見旬鮮屋」の

目玉商品をつくることで、土日祝日の来店者が多いタイミングで新規の顧客の獲得に努める
ことを目指した。

○平成３０年度実施事業について
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○平成３０年度実施事業について

■展示会・商談会への出展
氷見の様々な食材の可能性を追求し、新たな販路を開拓することで消費拡大を図り関連産業の振興につなげる
ことを目的として、大都市圏や北陸新幹線沿線都市での展示会・商談会に出展し、氷見の食をアピールした。
事業期間 ①平成３０年 ９月１３日 Ａ・Ｄ・Ｏ北陸合同商談会 金沢市金沢流通会館

②平成３０年１０月２３日～２４日 第13回地方銀行フードセレクション 東京ビッグサイト
③平成３１年 ２月 ６日 農と食の展示・商談会 さいたまスーパーアリーナ

＜販路拡大のための取り組み＞

＜成果＞ 商談数 ①計１１社 ②計１２社 ③計２７社

＜成果＞ 氷見の水産加工品に関心を示すバイヤー約50名と接触することができ、今後の取引成立をめざし、
各々商談を継続した。

■シーフードショーへの出展
氷見の特産品の水産関連業界への販路拡大のため、東京ビックサイトで開催された第２０回ジャパンインター
ナショナルシーフードショーへ出店しバイヤーとの商談成立を目指した。

14



○平成３０年度実施事業について

■氷見ぶり寿司（鰤加工品）の開発
「氷見ぶり寿司」を富山の「ます寿司」に並ぶブランドに育てるとともに、氷見市民のソウルフードを目指
した。また、ひみ食彩まつりや氷見旬鮮屋にて試食会を実施した。

■氷見いわし唐揚げ（鰯加工品）の開発
「広辞苑」に載るほど有名な「氷見いわし」を氷見特産の「ハトムギ」を使用した唐揚げ粉で唐揚げした
「氷見いわし唐揚げ」を開発し、氷見番屋街などの観光スポットでの人気テイクアウトメニューや市内の飲
食店での人気メニューとなることを目指した。
また、ひみ食彩まつりにて試食会を実施し、また、有磯ＳＡ上り、道の駅雨晴でテスト販売を実施した。

＜新商品の開発＞
平成２９年度から３ヵ年を事業期間として、氷見水産加工業協同組合へ委託のうえ商品開発を開始。
平成29年度の試作品の評価をもとに、試作品の改良と商品化に向けた課題を整理し、事業化を目指した。

事業期間 平成３０年６月１９日~平成３１年３月２２日
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○平成３０年度実施事業について

■ひみ食彩まつりのＰＲ
市内特産品の消費拡大を推進するために開催するイベント「ひみ食彩まつり」をポスター掲示やマスメディアへの広告掲載等を

とおしてPRすることにより、市内はもとより県内外からの観光客を誘客し、一層の消費拡大をめざした。
事業期間 平成３０年 ６月２９日～平成３１年３月２２日
開催日 平成３０年１１月 4日（日）
場 所 氷見市漁業文化交流センター周辺

＜成果＞ 予想を上回る約2万7千人の来場者で賑わい、来場者アンケートでは９割以上の方が、次回も参加したいとの回答を得た。

＜域内消費キャンペーン＞
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■「夜のまちなかグル巡り」の開催
・市内飲食店（中心市街地）で、氷見の特産品を用いた料理を提供するイベント「夜のまちなかグル巡り」を開催し、氷見の食文
化の発信により賑わいを創出し、地域内消費につなげた。

事業期間 平成３０年７月５日から平成３０年１２月２６日まで（月１回 計３回実施）
実施内容 中心市街地の飲食店（２４店舗）で使用可能な３,０００円（５枚綴り）のチケットを販売し、氷見の食文化

をテーマに魅力あるメニューを提供しました。

売上額 総額 2，４３３，０００円（３，０００円×８１１組）

＜成果＞ 多くの飲食店で、本イベントに合わせて新しいメニューを提供するなど、お客様のニーズを探りながら店の魅力アップ
を図った結果、新規客が来店することで客数・売上額が増加し、域内消費拡大につなぐことができた。
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○平成３０年度実施事業について

■キッチンカーを活用した移動料理教室の開催
魚食離れが進行し、家計に占める魚介類の消費額が減っているという調査結果もある中、魚食文化の伝承

のためには子供たち、保護者を対象とした地道な魚食文化・食育活動を行うことが重要となっていることか
ら、保育園児や親子等を対象として、キッチンカーを活用した出前講座を開催した。
事業期間 平成30年6月27日から平成31年3月6日
開催場所 市内保育園、いきいき元気館ほか
開催回数 15回

<成果> 子供たちは五感を使い試行錯誤する事で多くの発見をしながら、達成感と自信を得ることが出来
た。また、料理を通じて氷見市の食材や文化の素晴らしさ学ぶことで魚食の普及につながっている。

＜地域内消費拡大のための食育推進＞
■小中学校、保育園等の給食への氷見の魚を供給できる体制を整えるため、鮮魚商、水産加工業者のマッチ
ングを図り、魚の購入、加工、保存、納入の流れの構築に取り組むとともに、食材費のかかり増し経費助成
を行い、氷見の魚に対する好奇心や味覚を形成し、魚離れの改善や消費拡大を図った。

■お魚さばき方教室、水産加工体験教室、親子お魚
料理教室を開催し、地元水産物のＰＲと併せて魚の
調理方法を普及することで魚食の消費拡大につなげた。
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○ＫＰＩについて

①事業を通じた新製品・
サービスの開発件数

（過去に事業に携わった
先を含む）

②事業を通じた事業承
継の件数

③地域内の産品を積極
的に買っていると回答し
た消費者
（市民アンケート）

④事業を通じた試行実験、
地域商社または協議会や各
種団体を通じた商品の販売
額

平成30年度
目標

23件 1件
（平成３１年度以降に目標設定）

24.6％ 11,000千円

平成30年度
実績

13件
氷見ぶり寿司、氷見いわし唐揚げ（ハトム
ギ粉を使用）、氷見牛すじ豆腐、牛スジの
ビール煮込み、氷見産タコのトマト煮、地
魚の漬け丼、特製野菜スティック、魚介の
セビーチェ（マリネ）、カニ味噌豆腐カニあ
んかけ、天使の海老と氷見産とれとれ魚
の香草パン粉焼き、氷見牛すじの塩煮込
み、真だこ入りすりみ揚げ、昆布しめ鯖、

0件 23.3％

8,995千円

ＨＰ「極み！とれとれ氷見」････4,699千円
夜のまちなか巡り････････････2,433千円
加工組合加入者の販路拡大等による販売額

･･･1,863千円

問題点
（現状）

・製品開発数は目標値に達し
ているものの、市場に出回っ
ているものは少ない。

－
・市民の域内消費に対する意
識の向上は見られるが、目
標には達していない。

・平成３０年度の目標値は達成して
いるが、平成３１年度末の目標に
向けて更なる販売額の拡大が必
要となっている。

課題
・流通ルートの確保
・消費者ニーズに合った商品
開発

－

・地域内消費意欲の向上の機
運を高めること。
・氷見の特産品等を買ったり、
食べたりする機会を増やすこ
と。

・販路の多様化・拡大

平成31年度
目標（累計）

35件 4件 26.6％ 31,000千円

本事業について設定したＫＰＩの達成状況は次のとおりです。
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○平成３１年度の取り組みについて

域内消費キャンペーン
○ひみ食彩まつりのＰＲ事業をとおし、市内・県外の消費者に対して氷見の特産品をＰＲし、消費の
拡大につなげる。
○「夜のまちなかグル巡り」を開催し、市内中心部へ消費者を誘導し、市内飲食店の魅力を再発見し
てもらうことで消費の活性化を図る。

■域内消費拡大のための食育推進
○小中学校、保育園等の給食への氷見の魚を供給できる体制を整えるため、鮮魚商、水産加工業者の
マッチングを図り、魚の購入、加工、保存、納入の流れの構築に取り組むとともに、食材費のかかり
増し経費助成を行い、氷見の魚に対する好奇心や味覚を形成し、魚離れの改善や消費拡大を図る。
○お魚さばき方教室、水産加工体験教室、親子お魚料理教室を開催し、地元水産物のＰＲと併せて魚
の調理方法を普及することで魚食の消費拡大につなげていく。
○平成３０年度に引き続き、保育園児等に対しキッチンカーを活用した魚食普及のための出前講座を
検討する。
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○平成３１年度の取り組みについて

販路の拡大
○平成３０年度に引き続き、「第２１回ジャパンインターナショナル・シーフードショー」等に出展し、氷見
の水産加工品をＰＲしバイヤーとの商談成立を目指す。
○市外の店舗内のキッチンスタジオを利用し、氷見の食材を使った料理教室を開催する。
〇キッチンカーを市外で稼働させ、プロモーションを兼ねた氷見の食材販売を行う。

■市内事業所数の維持（事業継承）
○ひみ食文化推進事業をとおして、市内水産関連業の売上拡大、利益拡大へとつなげることで市内の事業所の
維持（承継）へとつなげる。

■観光消費キャンペーン
○食に関する体験型観光のプログラム（釣り等）のプロモーションを検討する。
○名古屋市内のホテルか飲食店で、氷見の食材を使った氷見フェアの開催を行う。

新商品・サービス開発へ向けた取り組み
○「氷見ぶり寿司」「氷見いわし唐揚げ」の開発を継続し、試作品の改良、商品化へ向けた課題を整理
し、商品化を目指す。
〇有名シェフを招聘し、氷見の食材を使ってメニュー開発や既存商品のブラッシュアップを行う。
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まんがのまちづくり推進事業
計画期間 平成30年度から令和２年度まで
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事業の概要

【まんがワールドプロジェクトの推進】

藤子スタジオや小学館集英社プロダクションと連携し、平成２７年から氷見市の中心市街地（まちなか）で展開
している「氷見市 藤子不二雄Ⓐまんがワールド」のクオリティアップを図り、藤子不二雄Ⓐ先生のふるさと・氷
見市ならではの取組み（拠点施設である潮風ギャラリーでの藤子Ⓐ先生ゆかりの品々の展示等による展示内容の
充実、プロのまんが家による描き方教室等のカルチャー関連企画の推進、藤子Ⓐ先生考案の氷見市オリジナル
キャラクターの活用、藤子Ⓐ先生の生家近くの中心市街地のまんがロードのモニュメント等充実など）を展開す
る。このことにより、まんがのまちとしてのブランディングを図るとともに、まんがを生かして新たな観光コン
テンツを創造し、新たな客層を呼び込んでいく。

【潮風ギャラリーの拠点性と認知度の向上】
氷見市潮風ギャラリーの指定管理者（北日本新聞社）と連携し、「日本のアニメ聖地８８」に選定された優位性
を生かした効果的なイベント（「忍者ハットッリくん」や「怪物くん」のキャラクターグリーティングの実施、
藤子Ⓐキャラクターがデザインされた新聞を使用したエコバッグ教室の開催、潮風ギャラリーと市内飲食店等へ
の誘客を促進するバスツアーの実施など）やＰＲ（新聞等のメディア、アニメツーリズム協会のネットワークや
イベント等を活用）を通じて、アニメ聖地である潮風ギャラリーのある「まんがのまち・氷見市」を国内外に発
信していく。
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平成３０年度の取り組みについて

■氷見市潮風ギャラリーの展示内容充実
・東京で行われた藤子不二雄Ⓐ展に関連づけた展示として、 「ブラックユーモア・こわいもの」
をテーマに特別展示コーナーの展示替えを行い、藤子スタジオ（東京）が所有する、貴重なコレク
ションの一部を展示した。（「帰ッテキタせぇるすまん」や「ブラック商会 変奇郞」等のブラッ
クユーモア代表作など ）

7・10月 計2回
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■藤子不二雄Ⓐ先生のふるさと・氷見市の全国発信
・２０１８年10/19（金）～２０１９年1/6（日）実施の「藤子不二雄Ⓐ展 」東京会場内に氷見市
ＰＲコーナーを設置し、藤子不二雄Ⓐ先生のふるさととしての発信を行った。

■カルチャー関連事業の充実
・7月29日に「夏休みまんがチャレンジ！！」と題して、月刊コロコロコミック」で「100％パス
カル先生」を連載中の永井ゆうじ先生を講師に招き、まんがをテーマにした体験教室（まんがの描
き方教室、魚釣り、まんがかまぼこづくり、オリジナルキャラづくり等）を開催。市内外の小中学
生の親子２９人が参加した。

平成３０年度の取り組みについて
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■ＷＥＢサイトの更新
・「氷見市 藤子不二雄Ⓐ まんがワールド」ホームページの更新を行った。

■新聞エコバッグ教室の開催
・特集紙面を使ってエコバッグ作りの体験教室を「潮風ギャラリー」と夏休み期間中は三井アウト
レットパーク北陸小矢部でも実施し、氷見市のＰＲコーナーも設けた。
・実施日 平成３０年４月２１日～平成３１年２月１１日の期間中に計１９日

平成３０年度の取り組みについて
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■キャラクターグリーティングの開催
・通常のキャラクターグリーティングに加え10月のハロウィーンには「怪物くん」がハロウィン
マントを身につけるキャラクターグリーティングを行った。
実施日 平成３０年４月２８日～平成３１年３月１０日の期間中に計３４日

平成３０年度の取り組みについて
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平成３０年度の取り組みについて

バスツアーの実施
・関西に拠点をおく旅行会社の企画担当を招いたモニターツアーを県西部で行い、計１５社１８人
が氷見市を訪れ、「潮風ギャラリー」や「まんがロード」の散策を行った。又、県内のアニメ聖地
を巡る北日本新聞バスツアーが行われ県内各地から参加した３２人が同ギャラリー」を訪れ「忍者
ハットリくん」とのキャラクターグリーティングを楽しんだ。
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＜成果＞
・行楽シーズンや夏休みを中心に、 「夏休みまんがチャレンジ！！」や「潮風ギャラリー」の展
示替えを行ったほか、新聞エコバッグ教室、キャラクターグリーティングなど、年間を通して楽し
めるイベントも開催した。また、七夕やクリスマスなど、季節のイベントも実施し、入館者数増を
図った。又、「藤子不二雄Ⓐ 展」では東京会場内に氷見市ＰＲコーナーを設置し、藤子不二雄Ⓐ
先生のふるさととしての発信を行った。
平成30年度の入館者数は、17,598人。７,8月の天候不順（猛暑、大雨）もあり、前年同月の入館
者数を下回ったが、年間で見ると３年連続で17,000人を超えた。
今後も更に藤子不二雄Ⓐ先生のふるさと・氷見市の発信を行い、「まんがを生かしたまちづくり」
を推進し、新たに観光コンテンツを創造するとともに、まんがのまちとしてのブランディングを図
り、交流人口の拡大等による地域の活力の向上を目指す。

平成３０年度の取り組みについて
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・ＫＰＩについて

①まちなかへの観光
入込数

②氷見市潮風ギャラ
リーの年間入館者数 ③外国人宿泊者数 ④平均立寄箇所数

平成３０年
度
目標

332,500 18,400 9,000 1.74

平成３０年
度
実績 326,800 17,598 7,017 1.82

問題点
（現状）

観光客の約5割がひみ
番屋街に立ち寄ってい
るが、すぐに次の市外
への目的地へと移動し
ており「まちなか」に
回遊していない。

まんがのまちとしての認
知度が低く天候不順（猛
暑、大雨）による入館者
数の減少

「美味しい魚が食べられ
る」というイメージは強い
が、「まんが」のイメージ
は弱い。

まんがのまちとしてのイ
メージが弱く、立寄箇所候
補となっていない。

課題

「氷見市 藤子不二雄
Ⓐまんがワールド」の
クオリティアップ及び
まんがロードの延伸を
行うことでまんがのま
ちとしてのブランディ
ングを図ること。

展示内容の充実など、
「氷見市 藤子不二雄Ⓐ
まんがワールド」のク
オリティアップと藤子Ⓐ
先生のふるさと・氷見市
ならではの取組みを推進
していくこと。

訪日外国人旅行客受入体
制の整備及びまんがのま
ちであることのＰＲをし
ていくこと。

平均立寄箇所数は増加し
ているが、未だ２箇所未
満であるため、更にまん
がを生かしたまちづくり
を進めていくこと。

平成３１年
度
目標

332,500 18,400 9,000 1.85

本事業について設定したＫＰＩの達成状況は次のとおりです。
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平成３１年度の取り組みについて

■まんがロード延伸
・北の橋架け替えに伴い、その４本の親柱に「忍者ハットリくん」「怪物くん」「笑ゥせぇるすま
ん」「プロゴルファー猿」のモニュメントを設置し、まんがロードの延伸を行うとともに、ひみ番
屋街から中心街への新たな人の流れづくりを図る。

■ＡＲラリー
・藤子不二雄Ⓐ先生のキャラクターを活用したまちなかを回遊するAR機能を活用したウォーキン
グラリーを実施する。ひみ番屋街から中心市街地に観光客を誘導してまちなかの活性化につなげる。

■藤子不二雄Ⓐ先生のふるさと・氷見市の全国発信
・２０１9年10/6（日）～２０１９年12/22（日）開催の「藤子不二雄Ⓐ展- Ⓐの変コレクショ
ン」富山会場内に氷見市ＰＲコーナーの設置し、県内外からの観光客に対し藤子不二雄Ⓐ先生のふ
るさとである氷見市の全国発信を行う。

■潮風ギャラリーと市内飲食店等への誘客を促進するバスツアーの実施
・「訪れてみたい日本のアニメ聖地８８」に選定された優位性を生かし、より多くの観光客に訪れ
て貰えるような「まんがのまち・氷見市」づくりを推進していく。

10

31



ひみの木しごと創生事業
（計画期間 平成３０年度から令和２年度）
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○ひみの木しごと創生事業の概要
ひみの木しごと創生事業は、林業6次産業化によるしごと創生、観光振興による人の流れづくり、

子育て・教育支援及び多世代交流といった、木育の効果を継続して発揮するような拠点及び組織を、
H33.4までに氷見市海浜植物園につくることを目指すもの。

＜実施内容＞
１．氷見市木育ビジョン策定及び事業推進組織の設立

氷見市木育ビジョンを策定する他、今後設立を目指す木育の拠点場所である海浜植物園の園長として、木育推
進組織のマネージャーとして外部人材を招聘し、ビジョンを実現するための事業推進組織の設立を目指す。

３．拠点場所の整備及び運営試行実験
海浜植物園内に氷見産材を活用した屋内空間、木製玩具を整備するほか、氷見の自然を活かした体験プログラ

ムを実施する等、運用に向けた試行実験を行う。

＜事業をとおして目指す成果（令和２年度時点）＞
KPI① 氷見産木工製品売上高 ７５，７００，０００円
KPI② 施設入園料収入 １０，４５０，０００円（４，９５０，０００円の増）
KPI③ 自然体験プログラム料収入 ５，５００，０００円
KPI④ 入園者数 ５５，０００人（１０，０００人の増）

２．木工製品開発及び販売体制の整備
設立した民間組織を中心に地元大学などと連携した商品開発の試行実験を行い、地域内で継続して商品開発が

できる仕組みづくり、また商品を消費者へ販売していくための仕組みづくりを目指す。（商品は氷見産材を使用
した家具・玩具などの木工製品、移動・組立式の内装木質化空間の開発等を想定）
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○平成30年度実施事業について

■木育会議の実施・氷見市木育ビジョン策定
木育を切り口とした林業6次産業化及び子育て支援、交流拠点整備による地方創生を実現するため、

行政、林業、子育て関係者等によるトップ会談として、木育会議を2回実施した。
事業期間 平成30年6月27日から平成31年1月31日まで
事業費 3 8 8，8 0 0 円
＜成果＞
・市町村では全国初となる木育ビジョンを策定し、今後目指すべき方向性について、関係機関による合意形成を図った。

■地域産材の高付加価値化に向けた試行実験
平成29年度に実施した「ひみ里山杉アイディアコンテスト」の受賞作品6点について、東京おもちゃ美術館のデザイナーによる

商品化に向けたブラッシュアップを実施した。また、ひみ里山杉活用協議会に委託し、富山大学芸術文化学部と連携した「こども
の家具」3点の商品開発を実施した。

事業期間 平成30年7月20日から平成31年3月22日
事業費 2, 3 9 6, ２0 0 円
＜成果＞
・9点の氷見産木工製品を開発した。

■組織構築のための外部人材招聘
組織をマネジメントする外部人材を都市部の民間企業から招聘した。また、氷見産木工製品の開発に向け、木工製品開発に長け

た専門人材を招聘した。

＜成果＞
・内閣府のプロフェッショナル人材事業を活用し、都市部の大手商社からマネージャーを招聘することに成功した。現在は海浜
植物園の園長として、リニューアルに向けた体制構築を進めている。また専門人材については、大手玩具メーカー出身の玩具設
計士を短期雇用し、玩具開発に向けた人材育成、ノウハウを伝える塾を開催。現在、受講生が中心となり、コンピューター制御
による木材加工の修得に向け、練習を重ねている。

事業期間 平成31年1月1日から平成31年3月31日まで
事業費 2, 7 5 7, 0 0 0 円
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○平成31年度実施事業について

■地域産材の高付加価値化に向けた試行実験
平成30年度に引き続き、氷見産木工製品の商品開発を実施する。委託先は一般財団法人氷見市花と緑のまちづくり協会。平成30

年度は玩具、家具分野に取り組んだが、平成31年度は内装木質化製品など、大型商品の開発も視野に入れ、検討を進める。
事業期間 令和元年6月から令和2年3月まで
事業費 7, 0 0 0, 0 0 0 円

■自然体験プログラムの開発、試行実験
招聘したマネージャーを中心に、一般財団法人氷見市花と緑のまちづくり協会が12月に木育キャラバンを開催。このイベントに

合わせ、屋外の自然海岸や松林等を活用した自然体験プログラムを開発する。
事業期間 令和元年6月から令和2年3月まで
事業費 2, 5 0 0, 0 0 0 円

■組織構築のための外部人材招聘
平成30年度に引き続き、組織をマネジメントする外部人材を園長として雇用する。また、マネージャーをサポートするため、自

然体験プログラムの開発やWebサイト構築を支援する職員を雇用する。

■プロモーションのためのWebサイト構築
継続したPR体制を整えるため、海浜植物園のWebサイトの強化を図る。

事業期間 令和元年6月から令和2年3月まで
事業費 3, 0 0 0, 0 0 0 円

事業期間 平成31年4月から令和2年3月まで
事業費 1 0, 0 0 0, 0 0 0 円
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○ＫＰＩについて

①氷見産木工製品売上高 ②施設入園料収入 ③自然体験プログラム料収入

平成３０年度
目標 0千円 5,500千円 0千円

平成３０年度
実績 0千円 6,700千円 0千円

問題点
（現状）

氷見産木工製品が無いため、商
品開発と作り手を確保すること
が必要となる。また出来た商品
をどこで、どのように販売して
いくかも含め、ゼロからの立ち
上げとなる。

KPIの基準とした平成28年度以降、
海浜植物園が子ども向けイベント
を中心に展開したことにより、目
標値よりも1,200千円上回った。

現在でもガイドツアーをイベント等と
合わせて実施しているが、無料で行っ
ている。有料の自然体験プログラムを
開発し、収入を確保するとともに、展
示にとどまらない変化のあるコンテン
ツにより、リピーター確保につなげた
い。

課題

平成30年度に9点の氷見産木工
製品を開発した。今後木育拠点
施設としてリニューアルする植
物園にて販売する予定だが、作
り手の体制が整っておらず、す
ぐに販売は開始できない。

当初はリニューアル後に集客力を
発揮し、入園料収入も上がる見込
みだったが、拠点整備交付金の採
択を受け、一部リニューアルが先
行することに伴い、平成32年度も
増収になる見込み。

平成31年度は現在の指定管理者である
財団が主体となり、12月に木育キャラ
バンを実施する予定である。この機会
を中心に、屋外を活用した体験プログ
ラムの開発を進めたい。

平成３１年度
目標 0千円 5,500千円 0千円

本事業について設定したＫＰＩの達成状況は次のとおりです。
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農業を核とした産学官連携による地域生成プロジェクト
（計画期間 平成３１年度から令和３年度）
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○農業を核とした産学官連携による地域生成プロジェクトの概要
＜事業の背景＞
氷見市の農業は、農業従事者の減少及び高齢化や、農業産出額の低迷や耕作放棄地の増加など
様々な課題を抱えている。
人口減少が進む本市においては、各地域の仕組みや運営、用排水路などの社会資本の整備、獅子
舞などの文化芸能など、様々な分野において地域の基盤として根差してきた歴史がある農業を稼
ぐ産業として再生し、地域経済を活性化することで、本市の持続性を確保していく必要がある。

＜目的等＞
・新たな農業の創出
・農業に係る人材の育成
・研究等に要する施設の整備
これらの目的を達成するため、平成３０年９月に名城大学農学部、
富山県立氷見高等学校、氷見市農業協同組合、民間企業の参画を得て
設立した、氷見市・名城大学農学部連携協議会を中心に事業を推進し
ていきます。

＜事業をとおして目指す成果（令和3年度時点）＞
ＫＰＩ① 農業所得者の総所得金額の額 １５１，３４２千円 （１２，７００千円の増）
ＫＰＩ② 直売所における農産物の年間販売総額 ３３８百万円（７０百万円の増）
ＫＰＩ③ 新規で青年等就農計画の認定を受けた者の数（累計） ７人 （２人の増）
ＫＰＩ④ 農業法人を設立した事業者の数 ４０事業者（１４事業者の増）
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○農業を核とした産学官連携による地域生成プロジェクトの概要

＜平成３１年度実施内容＞
○農業を核とした産業の創出に向けての産学官連携の取り組みの基盤づくり
（１）産学官の連携による産業おこし
①氷見市独自の野菜等の品種開発
②大学による新たな農業の研究指導等及び自然栽培マニュアルづくり等
③棚田を生かした産業づくり開発研究

（２）名城大学農学部と富山県立氷見高等学校との共同研究
①イノシシ肉の軟化等やＬＥＤによる植物栽培等の共同研究
②富山県立氷見高等学校での大学教授等による出前講座の開催
③名城大学農学部における富山県立氷見高等学校生の研究・実験

（３）市民を対象とした農業者の育成
①市民向け出前講座の開催
②名城大学農学部での市民向け農業実習等の開催

（４）名城大学の学生からの助言の活用
①学生等の若者の考えを農業等に反映する、氷見市でのゼミ等の開催支援

（５）名城大学農学部等の研究及び活動等の拠点の整備・運営
①名城大学氷見市連携推進センターの整備・運営
②名城大学農学部の教授や学生等が氷見市において活動するための拠点の整備・運営
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氷見の物語を伝える農山漁村の地域資源を活用した滞在型観光
推進事業

（計画期間 平成３１年度から令和３年度まで）
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○氷見の物語を伝える農山漁村の地域資源を活用した滞在型観光推進事業の概要

＜事業の背景＞
氷見市は、豊かな里海と里山に囲まれており、縄文の昔から人々の生活が営まれ、自然・歴史・
文化等の地域資源が集積している。
これらの地域資源を「農山漁村の物語」として読み解き、「オーセンティックな農山漁村」の価
値を再構築して広域観光・インバウンドを視野に入れた滞在型観光を展開し、発信していくこと
で農山漁村における雇用の創出、交流人口の増加を通じた地域活性化を図り、「地域間競争の中
で、目的地として選ばれる観光都市」及び「市民が地域に誇りを持ち、地域経済効果を実感でき
る観光都市」を目指す。

＜目的等＞
・新幹線の開業効果の薄れによる観光入込客数の減少の抑止
・新たな観光マーケットの開拓
・観光客の市内滞在時間の延長
・「おいしい魚を食べられるまち」以外の地域イメージの確立

＜事業をとおして目指す成果（令和3年度時点）＞
ＫＰＩ① 観光入込客数 ２，３００，０００人（１４０，０００人の増）
ＫＰＩ② 外国人宿泊者数 １５，０００人（５，６３０人の増）
ＫＰＩ③ 平均滞在時間 ３時間（０．３９時間の増）
ＫＰＩ④ 農山漁村における新規体験プログラム数 ８件（８件の増）
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○氷見の物語を伝える農山漁村の地域資源を活用した滞在型観光推進事業の概要

＜平成３１年度実施内容＞
○「氷見市漁業文化交流センター」の再構築
（１）映像体感スペースの整備
（２）学習コーナーの整備
〇事業スキーム検討のための調査
（１）古民家等歴史的建築物利活用計画作成
（２）地域関係者連絡協議会、先進地事例勉強会の開催
〇訪日観光コーディネーター人材の招請
（１）地域の魅力掘り起こしと磨き上げ
（２）観光商品や広域観光ルートの造成
（３）流通チャネルづくり
（４）観光プロモーションの推進
〇観光広報強化のためのプロモーション
（１）国内外のメディアを活用した効果的な観光プロモーションの展開
（２）広域での観光情報発信
〇観光地マーケティング調査
（１）狙うべき客層、顧客ニーズを把握した上で、地域資源を生かした商品開発や戦略的なプロモーション

を行うための観光客の動向を把握するためのアンケート調査の実施
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まちなか活性化事業
（計画期間 平成３１年度から令和３年度）
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○まちなか活性化事業の概要

【事業の背景】

■氷見市は富山県北西部に位置し、北西南の三方が山で囲まれ、東は海に面しており、氷見漁港にあがる「ひみ寒ぶり」をはじめとした食を目
玉として、民宿等の観光産業が発展してきた。

■中心市街地近郊に、道の駅「ひみ番屋街」が平成２４年にオープンし、年間１２０万人の集客を誇る県内でも有数の観光スポットとなっている。
これまで、藤子不二雄Ⓐ先生（氷見市出身）のキャラクターモニュメントを設置するなどして、「ひみ番屋街」から中心市街地の商店街へ観光客
を呼び込むための施策を講じてきたが、商店主の高齢化や後継者不足による廃業などにより、中心市街地の魅力が低下しており、観光客の流
入が少なくなってきている。また、現在 中心市街地商店街の約３割は空き店舗となっているが、後継者不足等の理由により、このままでは１０年
後には５割以上が空き店舗となることが予想される。

既存事業者への支援、創業支援などにより、空き店舗対策を進め、まちの新陳代謝を促進し、中心市街地への観光客流入増加と既存事業
者の事業拡大を促進し、雇用増加と新たな仕事の創出を目指す。

■＜目的等＞

• まちなかへの調査・分析・戦略立案によりまちなかへの観光客の増加やまちなかへの新規出店を増やす。

• 既存商店へのサポートにより事業継続（継業など）を促す。

• 事業開発や販路拡大等の支援をすることにより意識改革を促し、地域経済の拡大に寄与する。

■＜事業をとおして目指す成果＞

①KPI まちなか新規出店者数 ３件(Ｈ31)→ ６件（H32）→ ９件（H33）

②KPI 商店街の歩行者数 +100人（H31）→ +200人（H32）→ +300人（Ｈ33）

③KPI 新規創業者数（新規を含む） 20件(Ｈ31)→ 34件（H32）→ 53件（H33）

④KPI 売上拡大事業者割合 5割(Ｈ31)→ 6割（H32）→ 7割（H33） 創業サポート窓口（創業・継業支援）
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○まちなか活性化事業の概要
【平成３１年度実施内容】

＜エリアマネジメント事業＞

■エリアマネージャーの設置

・専門人材の募集選考に強い企業に人材募集や選考を委託し、地域にあった高度専門人材を獲得する。

■まちの賑わいづくり事業【実証実験】

・地域経済活性化やまちなか居住を推進できるようなまちの賑わいをつくるイベントを行い、市民自らがま
ちづくり活動行う地域団体を育成するとともに、潜在的創業者のコミュニティづくりを行う。

■まちの情報発信事業【実証実験】

・エリアマネジメント活動に対する理解を広めるため、ホームページや広報誌による情報発信やプローモー
ションを行う。

＜ビジネスサポートセンター事業＞

■ビジネスサポートセンターの設置

・人材募集、選考業務

・アドバイザー研修業務

・センター運営業務

■専門家人材派遣業務

事業開発、ＩＴ支援、デザイン、広報、集客、人材育成など相談者の様々な問題に的確にアドバイスできるよう、専
門家の人材を派遣し、サポートを行う。

■人材発掘事業

潜在的創業者や事業承継希望者などを発掘するイベントや仕組みづくりを行う。

■創業・継業支援事業

創業や継業に関するマッチングイベントや支援を行う。

うみのアパルトマルシェ（賑わいづくり）

なりわい塾（人材発掘）
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ひみ自然体験・こども「遊」発型働き方改革推進拠点整備計画
（計画期間 平成３1年度）
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○ひみ自然体験・こども「遊」発型働き方改革推進拠点整備計画の概要

氷見市海浜植物園を改修し、テレワーク導入支援やリカレント研修のための施設と、子どもの遊
び場が共存する環境を整備する。これにより、子育て世代が日々の子育てを楽しみながら仕事の充
実につながるスキルアップが図れる場を創出し、女性の就業・創業を促進するとともに、地域にお
ける企業の魅力向上、特に農林水産業6次産業化に向けた人材育成を戦略的に推進することで、働
き方改革の推進と産業振興を目指す。また交流人口の拡大や着地型観光の推進を図るなど地方創生
に向けて多方面に、継続した効果を発揮する拠点となることを目指す。子どもを中心に置いた政策
間連携により地方創生の実現に向けた好循環を生み出す、こども「遊」発型の働き方改革推進拠点
を整備する。
＜実施内容＞
１．各種セミナーの開催やテレワーク導入支援およびICTを活用した遠隔授業が行われる

リカレント研修施設の整備
魅力的な職場づくりに向けた企業向けセミナー、個人向けのスキルアップや就業、創業を支援する各種セミ

ナーの開催、テレワークの導入支援、またICTを活用した遠隔授業が行われるリカレント研修施設を整備する。

＜事業をとおして目指す成果（令和５年度時点）＞
KPI① 事業を通じた施設への来訪者数 ６．５万人（６．１６万人の増：大温室、展示庭園部分）
KPI② 事業を通じた女性の就職、創業者数 ４１人（４１人の増）
KPI③ 事業を通じたセミナー、リカレント教育等プログラムの女性受講者数 ３．２千人（３．２千人の増）

２．雨天時でも子どもが安心して遊べる場および子どもを遊ばせながら働ける環境の整備
大温室や展示庭園に、現在植栽されている植物を活用した、全天候型の特色ある遊びの空間を整備することに

より、市内外の子育て世代に強いニーズがある、雨天の多い北陸でも安心して子どもが遊べる環境をつくる。
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○平成3１年度実施事業について

■氷見市海浜植物園リニューアル実施設計業務委託
平成31年3月に答申された氷見市海浜植物園のあり方に関する基本方針に基づき、海浜植物園の大温室・展示庭園エリアについ

てリニューアルに向けた設計を実施する。公募型プロポーザルにより事業者を選定する。
事業期間 平成31年4月から令和元年7月まで
事業費 2 9, 7 0 0, 0 0 0 円

■氷見市海浜植物園リニューアル工事・監理委託
設計に基づき、大温室・展示庭園エリアのリニューアル工事を実施する。

事業期間 令和元年9月から令和2年3月まで
事業費 4 9 4, 7 8 0, 0 0 0 円

48


