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各事業のKPIの達成状況を
4点：100％以上、3点：60％超、2点：30％超、1点：30％未満
として達成点数をつけ、更にその平均点を、
A：４点、B：３点以上、C：２点以上、D：２点未満として
総合評価を行っています。

なお、令和３年度以降に成果が出はじめると設定しているKPI（令和２年
度の目標が0であるKPI）については採点していません。

【各事業の達成点数と評価点について】
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氷見のブランド再構築を通じた交流・関係人口拡大プロジェクト
（計画期間 令和２年度から令和４年度）
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〇氷見きときとファンクラブの構築・運営管理

〇氷見スタディツアーの開催

１ 氷見のブランド再構築を通じた交流・関係人口拡大プロジェクトの概要

ひみの食ブランディング協議会において、本市の豊かな食の魅力を生かし、国内外の様々な地域の
人々との間で、継続的な関わりを持つ交流・関係人口の拡大を目指すことにより、更なる観光の活性化
及び地域産材の消費拡大等を目的とした仕組みを構築し、地域活力の向上を目指す。

令和2年3月30日付けで内閣総理大臣から認定を受けた地域再生計画「氷見のブランド再構築を通じた
交流・関係人口拡大プロジェクト」に基づく地方創生推進交付金を活用した事業等の実施を行うもので
ある。

■事業の概要・目的

認定回 地域再生計画の名称
認定日

（最終変更日）
計画期間

計画認定により活用

した国の支援措置等

55
氷見のブランド再構築を通じた交流

・関係人口拡大プロジェクト
令和2年3月30日 認定日～令和5年3月31日 地方創生推進交付金

○氷見ブランドの新たな価値創出に
向けたプロモーション

○インバウンド誘客拡大に向けた
プロモーション

○着地型の誘客イベントの開催 等

交流・関係人口

食を通じた

交流拡大
豊かな食の魅力を発信

マーケティング
戦略策定・実践

「関係店舗（ツナグ場）」等
を活用した関係人口拡大
首都圏等での氷見産食材を通じた
情報発信・プロモーション 等

■事業内容 氷見きときとファンクラブ等
構築
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２ 令和２年度の取り組みについて

〇委託業者を通じて、首都圏等で氷見産食材を通じた情報発信・プロモーションを実施できる「関係
店舗（ツナグ場）」の調査及び募集、登録を行った。
〇新型コロナウイルス感染症拡大により、首都圏等で緊急事態宣言が発令され、「関係店舗（ツナグ
場）」で企画していたイベント開催はすべて中止となった。

プロポーザルによりマーケティング戦略立案事業者を決定し、首都圏等の専門人材を活用して、その
知見を生かした既存の氷見ブランドの磨き上げと食などの地域資源を生かしたマーケティング戦略の企
画立案を行い、関係人口拡大事業を実施した。

(1)  マーケティング戦略立案事業

(2)  「関係店舗（ツナグ場）」等を活用した関係人口拡大事業

〇委 託 先 ：特定非営利活動法人和塾
〇委託期間：令和２年１０月１日～令和３年３月２２日
〇「関係店舗（ツナグ場）」令和２年度登録実績 ５店舗（冊子「ヒミビミ」掲載のとおり）
○「関係店舗（ツナグ場）」の紹介や氷見の魅力を発信するための冊子「ヒミビミ（氷見美味）」を作成
し、「関係店舗（ツナグ場）」や首都圏にある富山県の関係機関等に配架した。また、「関係店舗（ツナ
グ場）」には、氷見市の観光パンフレットやポスターも配架し、PRにご協力いただいた。

※「関係店舗（ツナグ場）」とは、

氷見市との深い関わりと応援の志を有する店舗を作るこ
とで、氷見ゆかりの人等との交流と交流・関係人口の創出、
魅力的な氷見の食の積極的な発信、氷見の生産者と都市の
消費者をつなぐこと等を促進するものである。
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(3)  氷見きときとファンクラブ構築事業

氷見きときとファンクラブ

ファンクラブＨP、市ＦB等による氷見の最新情報を提供

市イベント等への参加
ふるさと納税 等

人・モノ・コトが出会う「関係案内所」としての機能

＜会員特典＞
〇公共施設等で入館料割引等
○首都圏等で開催するファンクラブの集いや「関係店舗（ツナ場）」等での
イベントの案内（Ｒ２は新型コロナウイルス感染症拡大により中止し、オン
ラインイベントを開催）
○ポイントを貯めてプレミアム会員（ブリ）になると・・・「忍者ハットリ
くんグッズ」プレゼント（登録時限定）、懸賞に応募可、抽選で「べるもん
た乗車券」進呈
〇R3.3.31までの入会で・・・「氷見好き３（スリー）グッズ」（ブリ型メ
モ帳・ しおりセット・氷見の方言番付表）をプレゼント 等

ファンクラブ会員
〇レギュラー会員（フクラギ）
〇プレミアム会員（ブリ）
〇メール会員（キトキト）

＜会員に期待すること＞
●ＳＮＳで本市の魅力を発信してもらうこと・・・市の広報マンに！
●本市への来訪、市内消費してもらうこと
●イベントの参加や、ふるさと納税等を通して、まちづくりに参画
してもらうこと

氷見きときとファンクラブは、氷見市にゆかりのある方や愛着のある市外在住の方が会員となり、氷
見を知り、氷見を訪れ、全国に氷見を発信していこう！という氷見市の公式ファンクラブである。主体：氷見市

ファンクラブ会員数（3/31現在）327名
・ブリ会員 13名
・フクラギ会員 306名
・きときと会員（メール） 8名

＜令和２年１１月２８日 ファンクラブ会員の交流イベントの開催（オンライン）＞

ブリのおつまみと地酒を詰め合わせた特製の「 氷見の 晩酌セット」を楽しみながら、氷見の魅力についてオンライン（Zoom） で語り合った。
（「氷見きときとファンクラブ」と「ひみぶりフェア実行委員会」との共催）
【日 時】 １１ 月 ２８ 日（ 土） 午後５時～７時
【場 所】 番屋亭２階
【参加者】 ２５名（ファンクラブ会員２４名、会員以外１名）

※２０代～７０代の北海道～関西在住者
【内 容】 ブリの解体ショー、交流タイム、プレゼント抽選会 等
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(4)  豊かな食の魅力を発信する事業

事業内容 概 要

①氷見ブランドの新たな価
値創出に向けたプロモーショ
ン事業

首都圏等で開催される食のイベントや、マルシェ等の機会を捉え、氷見産ブランドの食材等に
よる効果的なプロモーションの実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症拡大により、
イベントの中止が相次いだ。
・キッチンカーの活用…貸出実績14件
・首都圏等の空港・主要駅等でのプロモーション等 中止
・東日本連携 大宮高島屋出店 中止
・ブランド支援事業（全国各地の食イベントでのＰＲ等） 実績なし
・東日本連携 East Nippon trip campaing出展 オリンピック開催延期に伴い来年度に延期
…オリンピック期間中のさいたま市（バスケット、サッカー）でのPR「酒と食の発信」

②インバウンド誘客拡大に
向けたプロモーション事業

インバウンド誘客拡大に向けた「台湾」へのプロモーションを実施（交付金対象外）した。
・日程：令和２年１２月５日（土）
・場所：台湾高雄市鼓山区ハマセン貿易商ビル
・「氷見市・高雄市鼓山区 友好交流都市協定締結式」の交流イベントとして、氷見市の日本
酒とうどんを、鼓山区長をはじめ、高雄市長や日本台湾高雄交流協会高雄事務所長ら締結式
出席者４４名へ提供した。また、締結式後、氷見市立博物館長による高雄市民向けのリモー
ト講演会を行い、本市の観光パンフレット等を配布して、ＰＲの機会とした。

観光交流課で実施

③着地型の誘客イベントの

開催及びプロモーション事業

新型コロナウイルス感染症拡大対策事業として、ひみ食彩まつり代替事業の実施及び夜のまちな
かグル巡り（コロナ対策事業分）を実施した。また、海無し県の駅でのポスター掲出を実施した。
・ひみ食彩まつり代替事業

第１弾 「帰ってきた！ヒミデリ」
実施日：10月1日（木）～31日（日）

第２弾 農産物と水産加工品それぞれの詰め合わせの「特設販売」
実施日：11月8日（日）

・夜のまちなかグル巡り
実施日：第1回 7月31日（金）、第2回 9月25日（金）、第3回 11月27日（金）
チケット１枚(600円分)上乗せ販売補助、チケット換金手数料補助

・ポスター掲出（JR金沢駅、岐阜駅、長野駅）掲出期間：令和２年12月1日～令和３年2月8日
・浅野総一郎翁ゆかりの都市等交流促進推進…寒ぶり交流会（川崎市、横浜市）

観光交流課で実施予定だったが、中止
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３ ＫＰＩについて

①観光入込客数 ②観光消費額
③氷見キトキト
ファンクラブ登録
者数

④氷見市プロモーション拠点と
して設ける「関係店舗（ツナグ
場）」で開催する企画（プロ
モーション）等の訪問人数

令和２年度
目標

2,230,000人 14,935,000千円 500人 200人

令和２年度
実績

1,267,000人 11,000,000千円 327人 0人

KPI点数 ２点 ３点 ３点 １点

問題点
（現状）

新型コロナウイルス感染
症拡大により、観光入込
客数が落ち込んだ。

新型コロナウイルス感染
症拡大により、観光消費
額が落ち込んだ。

会員の構成について、当
初は、氷見市民6～7割程、
氷見市外在住者3～4割程
度を想定していたが、氷
見市外在住者に絞って注
力すべきとの庁内検討方
針に基づいたため、ＫＰ
Ｉが伸び悩んだ。

新型コロナウイルス感染症拡大
により、「関係店舗（ツナグ
場）」におけるイベント開催は
すべて中止となった。

対応方針

ウイズコロナ、アフター
コロナ時代に適した観光
客の受けた観光客の受入
体制の構築を進め、安
全・安全な本市の旅行ス
タイルを提案する。

着地型観光プログラムの
造成を通し、観光客の滞
在時間延長と消費につな
がる取り組みを検討する。

氷見に関心を持ってもら
えるような、氷見の魅力
を伝える情報発信に努め
る。また、会員同士の交
流の場を提供するなどし
て、本市との関係性を構
築する。

氷見の豊かな食の魅力発信を行
い、「関係店舗（ツナグ場）」
に来てみたいと思ってくれる人
を増やしていく。また、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響
でイベント開催ができない場合
は、ＷＥＢ等を通じた情報発信
を行う。

R３年度
目標

2,280,000人 14,970,000千円 1,000人 700人

本事業について設定したＫＰＩの達成状況
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(1)  マーケティング戦略策定・実践事業

(2) 「関係店舗（ツナグ場）」等を活用した関係人口拡大事業

〇プロポーザルにより委託業者を選定し、専門人材の知見を副業・兼業人材として活用しながら、首都圏等での氷見の食（既存ブランドの磨き上げ、
新たなブラインドの形成など）に関するマーケティング戦略を策定し、実践する。
・本事業の周知と、関係店舗（ツナグ場）等の広報・宣伝
・首都圏等におけるターゲット、アプローチ方法、具体的な取り組みなどを明示した戦略の策定
・策定した戦略に基づいて、関係店舗（ツナグ場）等を活用しながらの実践
・氷見産食材の魅力発信や食のイベントへの誘客に相乗効果が期待できる食関連WEBサイトを活用した独自の戦略の展開
・氷見市や氷見産食材、関係店舗（ツナグ場）等を紹介する冊子「ヒミビミ（氷見美味）vol.２」の作成
・氷見における食文化体験型ツーリズム等着地型観光（最終年度目標）など都市住民を本市に呼び込むための戦略
・関係人口の構築のために設立した「氷見きときとファンクラブ」と連携した関係人口の拡大に向けた戦略

〇「関係店舗（ツナグ場）」の募集・登録
・関係店舗「ツナグ場」の発掘・登録依頼・・・令和３年度登録目標 １０店舗

〇「関係店舗（ツナグ場）」でのプロモーションの展開
・関係店舗（ツナグ場）において、氷見の食に関する（氷見の食を活用した）プロモーションを兼ねたイベントを企画
・関係店舗（ツナグ場）におけるイベント開催を通じた首都圏等における氷見の食に対するニーズを把握し、戦略に反映
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、イベント開催ができない場合には、関係店舗（ツナグ場）を活用した関係人口の拡大に向けた
方策を考える。

〇「関係店舗（ツナグ場）」の定義

・氷見の食を通じたプロモーションの開催に協力していただけること。
・氷見市との関わりと応援の志を持っていただけること。
・氷見ゆかり人との交流の場として提供いただけること。
・氷見産食材を既に使っているかこれから使ってみようかと思っていること。
・氷見産食材の発信に協力していだたけること。
・氷見と都市との消費者を繋ぐことに積極的に協力していただけること。

※最終年度（令和４年度）目標

令和2・3年年度で首都圏での関係店舗で築き上げた「関係人口」を
活用し、氷見での着地型の誘客促進をはかり、観光振興等につなげる。

４ 令和３年度の取り組みについて 9



(3)  氷見きときとファンクラブ等構築事業

地域の行事や伝統文化などを体験できる機会に参加してもらい、地域への理解や住民への愛着を深めても
らう。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインで「氷見食いしん坊LIVE!」を
実施し、「３」にもつなげる。
＜テーマ＞・氷見稲積梅（６月） ・フィッシュレザー（７月） ・サツマイモ NPO法人速川活性化協議会（９月）

・ブリ（１２月）

地域との繋がり

宣伝/関係作り

令和４年度以降：会員と市が共助の関係を築き、地域課題を探り、解決の一助
となる取り組みを行っていくための体制づくりを行っていく。
（例）・各地区の「地域づくり協議会」に参画する 等

１．氷見の魅力を発信する広報マンを増やす

３．まちづくりに参画するファンを増やす 目標：納税者である会員の３.５割に寄附をしてもらう

２．氷見へ何度も訪れるファンを増やす

ふるさと納税

「信頼関係づくり」「地域との繋がりづくり」をテーマに〝暮らし“や〝まちづくり”の現場に触れる機会を作る。

ふるさと納税の返礼品・使われ方を知ってもらい、寄附行動を促す。
・SNSで各事業者が発信する情報を、市公式アカウントでシェアし、商品や事業者
を身近に感じてもらう。
・会員特典の「抽選会」で、ふるさと納税の返礼品を味わってor体験してもらう。
・市HP等で、ふるさと納税の使われ方を紹介する。（ふるさと納税担当と連携）

関係づくり：会員同士や、市と会員との信頼関係を作る。
・ファンミーティングを開催する。
東京 2回（午前/午後）60名 ※東京の関係店舗
神戸 1回 40名 ※ひみぶりフェアin KOBE協力店舗

目標 ： 会員の3.5割に寄附をしてもらう
現状 ： 28.4％

93名/328名（令和3年3月現在）

目標：SNSを利用する会員数をアンケートで把握し、その5割以上に「＃氷見」の発信をしてもらう
現状：把握できていない

目標：氷見を複数回訪れたことのある会員数を把握し、その会員数の2割アップを目指す
現状：把握できていない

宣伝：情報のシェア・拡散を図る。
・まちの話題や市政情報等をSNSで週2回以上、メール
マガジンで月2回程度発信し、会員に情報を拡散
してもらう。また会員等から発信された「氷見」に
関する情報も積極的に市アカウントでシェアする。

ファンクラブ会員数（8/16現在）459名
・ブリ会員 14名
・フクラギ会員 401名
・きときと会員（メール） 44名

うちR3新規入会者数 132名
・フクラギ会員 95名
・きときと会員 37名

■氷見スタディツアーの開催
氷見市と交流のある川崎市や横浜市等の中学生を対象に、夏休みを利用した「氷見スタディツアー」を開催し、氷見市での

様々な体験や氷見市民との交流を通じて氷見に愛着を持ってもらい、参加した中学生やその保護者等が関係人口となる足がか
りを作る。

10４ 令和３年度の取り組みについて



(4)  豊かな食の魅力を発信する事業

事業内容 概 要

①氷見ブランドの新たな価値創出に向
けたプロモーション事業

首都圏等で開催される食のイベントや、マルシェ等の機会を捉え、氷見産ブラン
ドの食材等による効果的なプロモーションを実施する。

・首都圏等の空港・主要駅等でのプロモーション等
・ブランド支援事業（全国各地の食イベントでのＰＲ等）
・キッチンカーの活用
・東日本連携に係るもの
・東日本連携 East Nippon trip campaing出展

…オリンピック期間中のさいたま市（バスケット、サッカー）でのＰＲ
「酒と食の発信」

等

②インバウンド誘客拡大に向けたプロ
モーション事業

インバウンド誘客拡大に向けた「中国」へのプロモーション及び見本市への出展等
を実施する。 観光交流課で実施

③着地型の誘客イベントの開催及びプ

ロモーション事業

氷見市内での地元食材を活用した食のイベント開催及びプロモーションを実施する。
・ひみ食彩まつり 開催予定日：１０月３１日（日）

予 備 日：１１月 ３日（水・祝）
・夜のまちなかグル巡り 実施予定日：第1回 7月３０日（金）

第2回 9月２４日（金）
第3回 １１月２６日（金）

・浅野総一郎翁ゆかりの都市等交流促進推進…寒ぶり交流会（川崎市、横浜市）
観光交流課で実施

・ポスター掲出（海無し県の駅等）
等

※このほかに事業の提案等があった場合は、事業内容が①②③のいずれかにあてはまり、交流・関係人口の拡大につながる
と協議会が判断した事業を実施していくものとする。

※すべての事業において、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、その都度協議会において実施の判断を行うものと
する。

11４ 令和３年度の取り組みについて



農業を核とした産学官連携による地域再生プロジェクト
（計画期間 令和元年度から令和３年度）
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１ 農業を核とした産学官連携による地域再生プロジェクトの概要

＜事業の背景・目的＞

氷見市の農業は、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。しかしながら、現在の
氷見市の農業は人口減少が進む中で、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。そのため、農業を稼ぐ産業として再生し商工業や観
光業との相乗効果を生み、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。

＜事業内容＞

農業の再生のため、①新たな農業の創出、②農業に係る人材の育成、③研究等に要する施設の整
備の３つの観点から、名城大学、富山県立氷見高等学校、氷見市農業協同組合、民間企業が参画し
ている氷見市・名城大学連携協議会を中心に個別事業を推進していく。また、令和２年７月には氷
見市と名城大学の協定が農学部から全学部に拡大したことをふまえ、農学関係以外の産学連携の可
能性についても検討する。

＜事業をとおして目指す成果（KPI・令和3年度時点）＞
ＫＰＩ① 農業所得者の総所得金額の額 １２４，５３９千円（１３，３００千円の増）

ＫＰＩ② 直売所における農産物の年間販売総額 ３４９百万円（８０百万円の増）

ＫＰＩ③ 新規で青年等就農計画の認定を受けた者の数（累計） 6人（２人の増）

ＫＰＩ④ 農業法人を設立した事業者の数 ３７事業者（１４事業者の増）

13



２ 令和２年度の取り組みについて

プロジェクト 課題・目標 令和2年度進捗

①植物工場の検討 ・公共空地等に植物工場を誘致、
雇用を創出する。

・会員内外の協力をもとに事業モデルの構築を試みたが、採算を合
わせるには多額の投資が必要であることや、販路を持つ事業主体が
重要となることが判明した。

②マコモダケ
6次産業化

・マコモタケの生態解明（成分分
析等）
・歩溜まり率の改善や収穫期間外
の需要をとらえるための保存・技
術の確立

・岐阜大による成分分析を行ったが、特筆すべき栄養成分などは残
念ながら検出されなかった。
・冷凍保存実験も行ったが、品質の劣化が大きく、導入を断念した。
・マコモタケ栽培が盛んである岐阜県瑞浪市に過去のマコモタケに
関する取組をヒアリングした。

③イノシシ肉の活
用方法研究

・イノシシ肉の有効な活用法とし
てイノシシ肉製品（カレー等）の
開発を氷見高校農業科と協力して
行い、事業化を目指す。

・氷見高校生と地元業者の協力でレトルトカレーのレシピが完成し、
試食会を開催した。
・翌年度も活動を継続し、何らかの形でカレーを試験販売すること
を目指すこととなった。

④自然栽培につい
て

・近年注目を集めている自然栽培
農法を研究するため、名城大礒井
教授の土壌研究や自然栽培塾を開
催し、農業者の所得の向上や耕作
放棄地の活用につなげる。

・自然栽培塾には２４名が参加し、自然栽培への関心の高さが判明
した、自然栽培をきっかけに移住する方や副業としての興味を持っ
ている方の存在もアンケートにより判明した
・一方で、生業レベルでの収益をあげるには、生産の安定性課題が
多いことも全国の事例から判明した

イノシシカレー作り 自然栽培塾での実習
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２ 令和２年度の取り組みについて

プロジェクト 課題・目標 令和2年度進捗

⑤もみ殻リサイクル ・㈱北陸テクノが射水市に導入したもみ殻リサイ
クル炉を氷見市にも導入し、燃焼時の熱とシリカ
を含んだ灰を有効活用できないか検討する。

・シリカ灰の飼料への活用を中心としたもみ殻
リサイクル炉を中心とした事業モデルの構想案
について、次年度も継続検討することとなった。

⑥棚田を生かした観
光産業づくり

・棚田の多面的機能等について研究している名城
大平児先生とゼミ生に氷見市を訪問してもらい、
研究内容に基づいた提言をいただく。

・新型コロナウィルスの影響により、氷見に来
訪することはできなかったが、翌年度も訪問活
動を継続することになった。

⑦地元産食材の学校
給食への活用

・生産者側と学校給食側とのマッチングのため、
地場産食材の安定供給体制の確立に向けた会議等
を実施する。

・生産者、ＪＡ、栄養教諭、青果店等の関係機
関にて会議を実施した。また、学校の調理員に
地場産食材を確認いただくなど、食材納入の規
格幅の増加に努めた。

地場産食材の確認
もみ殻リサイクル炉
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３ ＫＰＩについて

①農業所得者の総所得金額 ②直売所における農産物の年間販売総額

令和２年度目標 117,239(千円) 304(百万円)

令和２年度実績 80,584(千円) 275(百万円)

KPI達成点数 ３点 ３点

現状
（課題）

地域農業を担う担い手が、高齢化等
により離農するケースが増えてきて
おり、農業所得の減少につながって
いる。

高齢化による会員数の減少等により、
直売所への納入量が減少傾向にある。

対応方針

県・市の行政機関やＪＡ等の技術
指導により、品質の向上、生産量を
確保し、所得の向上や就農者の増を
目指す。
また、高付加価値化や収量UPを目

指し、6次産業化も見据えて氷見市
の農産物の調査・研究を名城大学等
と連携して行う。

ＪＡと連携し、生産者に市内の直売所
各所への納入の働きかけを実施する。
また、高付加価値化や収量UPを目指し、
氷見市の農産物の調査・研究を名城大
学等と連携して行う。

令和３年度目標 12４,539(千円) 349(百万円)

本事業について設定したＫＰＩの達成状況

16【達成点数平均点：３.25 総合評価：B】



③新規で青年等就農計画の認定を受け
た者の数

④農業法人を設立した事業者の数

令和２年度目標 （累計）4人 （累計）31事業者

令和２年度実績 （累計）5人 （累計）25事業者

KPI点数 ４点 ３点

現状
（課題）

新規に就農したいと相談は複数件あ
るが、実際に青年等就農計画を認定
するまでに至るケースは少ない。

法人化を実施可能な事業者は、すでに
法人化を実施している。また、経営状
況等により、法人へ移行できない事業
者が存在する。

対応方針

県・市・ＪＡが連携し、計画認定に
至るまでの相談、助言等を実施する。
また、若者が魅力を感じ新規就農で
きるような、稼げる農業の可能性に
ついて名城大学等と連携して模索す
る.

税理士、社会保険労務士等の専門家の
助言を要する事業者を把握し、専門家
による経営診断を実施することで、法
人化へ移行可能な事業者を発掘する。
また、経営規模を拡大し法人化を目指
せるような、稼げる農業の可能性につ
いて名城大学等と連携して模索する。

令和３年度目標 （累計）6人 （累計）37事業者

本事業について設定したＫＰＩの達成状況

17３ ＫＰＩについて 【達成点数平均点：３.25 総合評価：B】



４ 令和３年度の取り組みについて

プロジェクト 令和３年度進捗状況

①植物工場の検討 ・植物工場を全国に展開しているバイテックグループの七尾工場を氷見高校生と共同で見学し、植
物事業の成功のポイントについてヒアリングを行った。

②マコモタケ6次産
業化

・昨年度の分析結果を踏まえつつ、新しい産学連携の可能性が見えた場合に検討を再開する予定。

③イノシシ肉の活用
方法研究

・豚コレラの影響でイノシシの捕獲頭数が激減したこともあり、イノシシの代わりに氷見産の放牧
豚を活用したカレー作りに取り組むこととなり、年度内の試験販売を目指して現在氷見高校で試作
を行っている。

④自然栽培の研究 ・今年度も引き続き自然栽培塾を開講し、１２名が参加中。また、栽培塾の講座内容を「自然栽培
の心構え（仮）」として形にすることを検討している
・新型コロナウィルスの影響はあるが、可能な範囲で名城大礒井教授に来訪していただき、自然栽
培を行っている畑の土壌分析を行っている。

⑤もみ殻リサイクル ・大豆製品の生産時の廃棄物であるおからを発酵させたものと、もみ殻を燃焼したシリカ灰をサプ
リとして混ぜた飼料を放牧豚に与える実験を開始し、名城大加藤教授からアドバイスを頂く予定。
発酵おからによる豚の腸内環境改善や多孔質のシリカによる排せつ物の消臭効果がみられることを
期待している。

⑥棚田を生かした観
光産業づくり

・新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、５月の田植えイベントと９月の稲刈りイベントに
ついては、残念ながら今年も名城大学平児准教授とゼミ生が訪問することはできなかった。

⑦地元産食材の学校
給食への活用

・学校給食会議等による話し合いを定期開催し、地場産食材活用に向けた情報交換中。
・学校給食への納入実績のある青果店と連携し、地場産食材のさらなる納入促進を検討中。
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まちなか活性化事業
（計画期間 令和元年度から令和３年度）
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■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。

• 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。

KPI目標 事業開始前
（現時点）

2019年度
（1年目）

2020年度
（2年目）

2021年度
（3年目）

3年間の
KPI

２０２０年度実
績（前年実績
比）

①まちなか新規出店者数 2件 3件 6件 9件 18件 8件(+1)

②商店街の歩行者数 940人 1040人 1240人 1540人 1540人 966人
（+247）

③新規創業者数（継業者） 11件 20件 34件 53件 107件 24件（－3）

④売上拡大事業者割合 0割 0割 5割 7割 7割 １．３割
（+1.3）

目的

事業背景

１ まちなか活性化事業の概要 20



中心市街地への観光客流入による中心市街地活性化と賑わい創出を目指すため、エリアマネージャーを設置し、まちづくりを
進める団体の立上げ、まちづくり団体の組織運営を行う。また、エリア内の既存ストック等の調査、戦略立案、まちづくりの
コミュニティ支援、まちの情報発信、まちの賑わいづくり等、エリアの価値を向上させるための事業を行う。

(1) エリアマネジメント事業について

・中心市街地エリアの調査・分析・戦略立案 ・空き店舗活用を目指した検討・配置計画・事業者誘致
・タウンマネジメント体制の整備 ・既存店舗のまちづくり活動に係るリニューアル指導・支援
・賑わい創出に係るソフト事業の実施 ・新規事業の提案・実施
・エリアマネジメント活動に対する情報発信やプロモーション活動

事業内容

既存個店に対する支援や創業・継業希望者への支援を行うアドバイザーを設置し、新規事業や販路拡大に関するアドバイス
や継業マッチングなどを行い、新産業を創出するなどして、地域経済の強化を図る。

(2) ビジネスサポートセンター事業について

（１）個別経営相談事業

・1回60分を目安とした無料の個別経営相談を実施
・相談者の有する価値を見出し、強みを生かした課題解決策や売り上げ増加策を具体的に提案。
・継続的なフォローを実践し、相談者の目線に立って挑戦をサポート。
・必要に応じて事業者のＨＰ作成・ＳＮＳ活用やデザイン等に関する専門家によるチームを編成し総合的な相談対応。
（２）連携事業
・企業間のマッチング、コラボレーションを促し、新しい産業を創出し、地域経済全体としての生産性の向上につなげる。
（３）啓発事業
・広く事業者等に対し、ステップアップ、課題解決に直結するセミナーや売り上げ増加のポイント、また円滑な創業に係るキー
ポイントを学ぶワークショップの開催、情報発信を行う。

事業内容

21１ まちなか活性化事業の概要



氏名：坂本 是広（さかもと これひろ）３９歳 横浜市在住
職務経歴：株式会社エム・エス・ビルサポートにて、オフィスビル・ホテルの新規事業企画とテナン
ト誘致等のセルサイドのマーケティングに従事。その後、株式会社オークハウスにて、シェアハウス/
ホテル・ホステルの開発責任者として４年間でシェアハウス２５棟（約２０００室）、ホテル・ホス
テルを４棟（約４００床）をオープンさせる。株式会社ファンドクリエーションではベンチャー企業
への出資、地方ホテル・旅館等の再生、地方創生ファンド等の創設と運営に携わる。株式会社Ｌｅａ
ｓｅＴｅｃの代表取締役に就任し、投資商品の企画・立案及び共同出資を行う。

２ 令和２年度の取り組みについて

エリアマネージャー

新規出店希望者支援

中心市街地の活性化と賑わいを創出するため、空き店舗等を活用した新規出店を目指す事業者を支援した。
また、令和３年３月にオープンしたチャレンジショップ「break」の入居者の募集を行った。

空き店舗利活用事業

まちなかに創業や新規出店する機運や機会を創
出するために中央町の空き店舗を借り上げ、
チャレンジショップを整備した。入居者３店舗
は、選考の上決定し、オープニングセレモニー
を開催した。

オープニングセレモニー 令和3年3月27日
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(1) エリアマネジメント事業について



岡田 弘毅（おかだ ひろき）３５歳
広島県呉市出身、事業承継士
北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 修士課程修了。
職務経歴：株式会社船井総合研究所入社。１１年間中小・中堅企業の経営サポートに従事。住宅、

不動産やリサイクルショップ、楽器店、法律事務所など幅広い業種の中小企業経営支援に携わる。

氷見市ビジネスサポートセンター運営状況

氷見市ビジネスサポートセンター長

6月8日に相談開始して以降、10ヶ月の間に相談件数850件、173の事業者より相談を受けた。月の平均
相談件数は85件となっており、1日に4～7件程度の相談に対応している。また、ITアドバイザー、クリエ
イティブアドバイザー、ビジネスコーディネーター等専門知識を有する専門アドバイザーを月1～4回程度
登用しており、より具体的な相談に対応できる体制を整えている。
創業サポートでは、店舗コンセプトやビジネスプランの企画立案、新商品開発やHP・SNSの立ち上げ、

氷見市創業支援事業補助金の申請サポート等、創業に向けてトータルサポートを行っている。その他、創
業に必要な知識を学ぶことができる「創業塾」のセミナー開催や、創業者紹介パンフレット「氷見創業支
援マガジンNEW HIMI」の作成・配布等も行った。

23

(2) ビジネスサポートセンター事業について

２ 令和２年度の取り組みについて



セミナーの開催について

事業者の販路拡大・売上拡大につながる「Himi-Bizセミナー」と、これから新たに創業したい・新事業をスター
トしたい方を対象に、創業までのステップをサポートしていく「アントレプレナー道場」「創業塾」を開催した。
その他にも、都市部在住者と氷見市で後継者を募集されている事業者とをつなぐオンラインイベント「地方で
『働く』について考える～これからの移住と継業～in 富山県氷見市」を地方移住支援雑誌「TURNS（ターン
ズ）」とともに開催する等、事業者の悩みや課題を解決するためのセミナーの行った。（開催回数：23回、総参
加者数：439名）
＜セミナーテーマ抜粋＞
・事業を継続させる秘訣～創業から300年続く老舗菓子店の事業継続に向けた取り組み～
・生産性を向上させるデジタルツールの使い方 など

創業塾in氷見の様子

24
２ 令和２年度の取り組みについて



①まちなかの新規
出店者数

②商店街の歩行者数
③新規創業者数
（継業者）

④売上拡大事業者割合

令和２年度
目標

６件 1240人 34件 5割

令和２年度
実績

8件 966人 24件 1.3割

KPI達成点数 ４点 3点 3点 1点

問題点
（現状）

令和２年度は目標
は達成したものの、
新型コロナウィル
ス感染症の影響に
より、出店の時期
や出店自体を見直
す動きが出ている。

新型コロナウィルス感染
症の影響により、外来者
が減少している。またイ
ベント時は多くの歩行者
数が見られるが、日常的
に商店街を歩いてもらえ
るようなコンテンツが少
ない。

新型コロナウィルス感染
症の影響により、創業希
望者が創業時期や創業自
体を見直す動きが出てい
る。

新型コロナウィルス感染
症の影響により、多くの
事業者の売上が大きく減
少しており、前年対比の
売上拡大が困難である事
業者が多かった。

課題

新型コロナウィル
ス感染症による影
響に対して、どう
やって新規出店へ
の機運を高めるか
が喫緊の課題であ
る。

新型コロナウィルス感染
症による影響で外来者が
減少している中で、周辺
住民が日常的に歩きたく
なるような魅力の創出が
課題である。

新型コロナウィルス感染
症による影響に対して、
創業への機運を高める必
要がある。また、継業に
ついても支援を行ってい
く必要がある。

各事業者の強みを最大限
に活かしつつ、ウィズコ
ロナ、アフターコロナ時
代に適した支援を実施す
ることが課題である。

令和３年度目標 9件 1540人 53件 7割

本事業について設定したＫＰＩの達成状況

３ KPIについて 【達成点数平均点：２.75 総合評価：C】 25



■まちの賑わいづくり事業

・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。

■チャレンジショップ運営業務

・まちなかに創業や新規出店する機運を創出するために昨年度整備したチャレンジシ

ョップを運営し、イベント等を通じて認知度の向上と売上向上の相乗効果を生む。

■ビジネスサポートセンターの設置

・既存個店に対する支援や創業・継業希望者への支援を行うアドバイザーを設置し、

新規事業や販路拡大に関するアドバイスや継業マッチングなどを行い、新産業を

創出するなどして、地域経済の強化を図る。

■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。

(1) エリアマネジメント事業

(2) ビジネスサポートセンター事業

４ 令和３年度の取り組みについて
26



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 令和元年度から令和３年度まで）

27



１ 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３０分（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）

28



２ 令和２年度の取り組みについて (1)  農泊事業の推進

■体験プログラム造成支援・体験付き宿泊事業開発業務

令和２年度は、農山漁村文化を生かした宿泊事業の実施地区として選定された長坂地
区において、本市の様々な地域資源を活用した体験型観光プログラムの作成や、滞在の
目的地となる古民家などを改修した宿泊施設等の拠点整備を図るため、株式会社ＮＯＴ
Ｅに委託し、体験プログラムの造成支援や体験付き宿泊事業開発業務を実施した。

【事業内容】

(1) 古民家等歴史的建築物を拠点とした滞在型観光事業計画の作成

・事業スキームの構築支援

・長坂農村交流センター（センター棟）改修

に係る基本設計

・古民家（宿泊棟）整備に係る基本設計

(2) 長坂地区における農泊推進法人の設立支援

(3) 体験プログラムづくり支援

29



２ 令和２年度の取り組みについて
(2) 訪日観光コーディネーター人材の活用

概要

氷見市がインバウンド市場のメインターゲットと位置付ける台湾からのインバウンド誘
致促進のため、台湾語（中国語）及び日本語、更に英語の能力を備えた訪日観光コー
ディネーター１名を令和元年５月８日（水）より配置し、台湾インバウンドの誘致を
図った。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、台湾を訪問しての誘
客プロモーションはできなかったが、情報通信技術等を活用したプロモーションを実施
した。

30

■主な活動内容
・台湾高雄市鼓山区と氷見市における友好交流都市協定締結に係る連絡調整
・台湾国立中山大学西湾学院リモート授業の実施
・高雄市立歴史博物館での氷見市ＰＲグッズ販売
実施

・台湾高雄市で開催された濱線祭における氷見市
ＰＲブース出展

・観光パンフレット（氷見エリアガイド、
るるぶ氷見など）をはじめ、観光プロモー
ションに係る情報発信ツールの翻訳など

濱線祭（台湾高雄市）の氷見市ＰＲブース
（スタッフは鼓山区職員）



２ 令和２年度の取り組みについて (3) 観光広報強化事業

■首都圏メディア等を活用した効果的なプロモーション、観光資源を生かした情報

発信力の強化及び観光振興ビジョンの進行管理等を行うことで、戦略的かつ持続

的な観光広報の強化による交流人口の拡大につなげる取り組みを実施した。

31

【主な活動内容】

〇マスメディア取材協力

全国放送番組取材協力、映画写真ロケ地協賛、観光素材撮影提供等

〇広告宣伝

ひみぶりフェア告知、観光施設ＰＲ等

〇番組制作・TV放映等

TUT（夏の行楽大事典、生活ナビ）、西部６市番組、ＦＭ長野ラジオ番組等



■調査の経緯

・2017年（平成29年）に、観光庁「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」を活用して、通年
の観光客動向調査をスタートし、2018年（平成30年）からは、市内の観光施設や宿泊施設の協力
を得て、市単独事業として調査を継続し、引き続き観光客の動向（属性、目的、同行者、満足度
等）の把握に取り組んでいる。

■調査手法等

・市内７０の観光施設にＱＲコード付きのカードを設置し、観光客にＷＥＢ上で回答してもらう手
法で実施。設問項目には「氷見市観光振興ビジョン」の数値目標 （「消費単価」「滞在時間」
「立寄箇所数」等）が含まれる。

令和２年の調査期間は令和２年４月～令和３年３月３１日。回答数は1,461票

２ 令和２年度の取り組みについて (4)  観光地マーケティング調査

（参考）
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２ 令和２年度の取り組みについて
(5)  新型モビリティ及び携帯向けアプリケーションの導入

■市内回遊のための新型低速モビリティの導入
・ 中心市街地を、本市の発展を牽引する「賑わい・交流・活力」を生み出す場所とし、観光客

の市内滞在時間の延伸のほか、潜在的な観光客の発掘をするため、魅力的な新型低速モビリ

ティ「まちなか回遊促進モビリティ ヒミカ」をひみ番屋街やＪＲ氷見駅を起点に導入した。
①令和２年７月２７日 「氷見市新型低速モビリティ（仮称）デザイン」コンペ完了

②令和２年８月３１日 「氷見市まちなか回遊促進モビリティ」愛称（ヒミカ）の決定

③令和２年９月１８日 ４台納入完了 （ひみ番屋街２台、ＪＲ氷見駅２台）

④令和２年９月２６日 「まちなか回遊促進モビリティ ヒミカ」出発式（於 ひみ番屋街）

⑤令和２年９月２７日 運行開始

北日本新聞（令和２年９月２日付） 北日本新聞（令和２年８月２９日付） 北陸中日新聞（令和２年８月２９日付）
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■「まちなか回遊促進モビリティ ヒミカ」実証運行及び連携アプリケーションの導入

・ ひみ番屋街や氷見駅を起点にヒミカ実証実験を行った。また、ヒミカの予約システムと連動

して、観光拠点の情報等を一元的に提供する携帯電話向けアプリケーションを開発した。
①令和２年９月２７日 運行開始（一般社団法人 氷見市観光協会に運行業務委託：ひみ番屋街２台、氷見駅2台）

運行実績：9月４台 10月25台 11月22台 3月19台（雨天運休）（冬季運行停止 １２月１日～３月１０日）

②令和３年３月３１日 携帯電話向けアプリケーション「ココシルひみモビ」製作委託業務完了

ＪＲ氷見駅前 待機写真

氷見駅構内 デジタルサイネージでＰＲ

携帯電話向けアプリケーション「ココシルひみモビ」

２ 令和２年度の取り組みについて
(5)  新型モビリティ及び携帯向けアプリケーションの導入 34



■新型低速モビリティの格納庫設置（ガレージ）

夜間及び非運用時に新型低速モビリティを保管および充電するため、２か所（JR氷見駅及びひみ番屋街周辺）の格納
庫の整備した。 ＪＲ氷見駅 車庫

ひみ番屋街 車庫

車庫収納時
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２ 令和２年度の取り組みについて
(5)  新型モビリティ及び携帯向けアプリケーションの導入



＜成果＞

・「オーセンティックな農山漁村」の価値の再構築と広域観光・インバウンドを視野に入れた滞在
型観光の拠点施設として、棚田１００選に選定されている長坂地区を中心とした農泊事業推進の体
制づくりや体験プログラム作成を行った。

・訪日観光コーディネーター人材の活用により、台湾を中心に一層のインバウンドの交流・誘致活
動を行い、国際的な交流の基盤作りを行った。

・観光広報強化事業により、マスメディア（ＴＶ番組放送・新聞掲載等）を通じて大都市圏や近隣
県及び県内への効果的なＰＲを行った。

・観光地マーケティング調査の結果をみると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きく、５
月以降の外国人宿泊実績はゼロとなった。宿泊実績は対前年比▲３４．９％となり、５年連続の減
少となった。本市を訪れるランキング１位の中部地方を引き続き重要なエリアとしながら、コロナ
禍の収束後のためにその他の国内エリア・インバウンドの集客に向けた対策を行っていくことが求
められる結果となった。

・「まちなか回遊促進モビリティ ヒミカ」をひみ番屋街や氷見駅を起点に導入し、ヒミカ予約シ
ステムと連動した観光拠点情報を一元的に提供する「ココシル ひみモビ」アプリを開発した。

引き続き、観光客の滞在時間を延ばす取り組み（日帰り客の滞在時間の延伸、宿泊客の維持・拡
大）のほか、アフターコロナを見据えて県内はもとより県外客及び訪日外国人の多様化する観光
ニーズをとらえた体験プログラム造成の取り組みが求められていると考える。

２ 令和２年度の取り組みについて 36



３ ＫＰＩについて

①観光入込数(人)
②外国人宿泊者数

(人)
③平均滞在時間

④農山漁村における新規
プログラム数(個)

令和２年度
目標

2,250,000 13,000 2時間59分 3

令和２年度
実績 1,267,000 461 2時間59分 ７

KPI点数 ２点 １点 4点 4点

問題点
（現状）

新型コロナウイルス感
染症拡大の影響が顕著
に現れ、緊急事態宣言
に伴う各種イベントや
行事の中止に伴い大き
く減少した。

国地域別の内訳は、台湾
が約8割を占める。新型
コロナウイルス感染症拡
大の影響で、５月以降は
市内の外国人宿泊実績は
０人だった。

観光客の滞在時間延伸に直結
する宿泊客数は、令和２年が
１22,8００人（対前年比
△34.9％）と5年連続の減少
となった。

体験プログラムを宿泊に有
機的につなげる段階まで
至っていない。

課題

ウィズコロナ、アフ
ターコロナ時代に適し
た安心安全な宿泊施設
の整備をはじめとする
観光客受入態勢の構築
や、マイクロツーリズ
ムの推進が課題である。

アジア圏を中心としたプ
ロモーションの推進の強
化が求められる。

依然として「通過型観光地」
としての傾向があることを踏
まえ、着地型観光プログラム
を造成することが重要である。

氷見市ならではといえる着
地型観光プログラムとして
体験を磨き上げ、宿泊動機
につなげる工夫が必要であ
る。

令和３年度
目標

2,300,000 15,000 3時間14分 8.00

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。

37
【達成点数平均点：２.75 総合評価：C】



＜令和３年度実施内容＞

(1)  農泊事業推進

①古民家等歴史的建築物を拠点とした滞在型観光事業計画・体制づくり

②体験プログラムづくり支援

(2)  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流通チャネルづくり

③観光プロモーションの推進

(3)  観光広報強化のためのプロモーション

①首都圏メディア等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

(4)  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

(5)  「まちなか回遊促進モビリティ ヒミカ」及び「ココシル ひみモビ」アプリの運用

①ヒミカ実証実験

②ヒミカ利用促進・情報発信

４ 令和３年度の取り組みについて 38



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）

39



１ 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。

40



２ 令和２年度の取り組みについて 41

(1)  北日本新聞に「氷見市潮風ギャラリー」の特大記事掲載

潮風ギャラリーの指定管理者である北日本新聞の新聞紙面において、６面に渡る潮風ギャラリー
をはじめとする「氷見市 藤子不二雄Ⓐまんがワールド」の特集記事が掲載された。この新聞記事
を活用し、例年開催されているエコバッグ教室については、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り見送りとなった。

(2)  謎解きラリー「ひみぼうずくんのハッピーチャレンジ」を開催

令和元年度に続き、藤子Ⓐ先生のまんがキャラクターを活かした謎解きラリーイベントを開催
しました。謎解きラリーはまちなかに設けられた４箇所のラリーポイントを巡り、謎解きを行う
ものと、ＡＲアプリをスマートフォンにダウンロードして各ラリーポイントでかざすと、実際の
街を映した映像の中にキャラクターの画像が現れ、キャラクターとの記念撮影も楽しむことがで
きるデジタル技術を使ったラリーの２本立てで行いました。

開催期間：９月３日～翌３月３１日 ２１０日間

ラリーポイント

潮風ギャラリー、漁業文化交流センター

ひみ番屋街、潮風ギャラリー

参加人数：約３，０００人

掲載日：４月２３日

掲
載
紙
面



42

(3) 市内初となるキャラクターベンチ「喪黒福造のスマイルベンチ」を設置
本町交差点近くに、藤子Ⓐ先生のブラックユーモア作品の代表作である「笑ゥせぇるすまん」

の主人公・喪黒福造が座っている本市初となるキャラクターベンチを設置した。

披露日：令和３年１２月５日

(4) 潮風ギャラリースポーツをテーマに複製原画の展示替え
「スポーツ」をテーマに、３０点の高品位複製原画（プリマグラフィ）の入替えを行った。（新
忍者ハットリくん「テニス忍法さか手打ちでござる」や「プロゴルファー猿「左きき（サウス
ポー）」など）また、新コンテンツとして、「潮風ミラジュリオン」も加わりました。

展示替え日：令和３年３月２５日
複
製
原
画

潮
風
ミ
ラ
ジ
ュ
リ
オ
ン

ス
マ
イ
ル
ベ
ン
チ

除
幕
式
の
様
子

２ 令和２年度の取り組みについて



(5)  まんがロードの延伸

・氷見の玄関口であるＪＲ氷見駅からまちなかに観光客を誘導するため、駅前通りに４体のモ
ニュメントを設置した。設置したのは、「怪物くん」に登場する主人公の怪物くん、ドラキュラ、
オオカミ男、フランケンの４体である。デザインには、海のまちである氷見と怪物ランドの要素
を取り入れ、氷見らしさを感じられるものとした。除幕式は、キャラクターのイメージに合わせ
ハロウィーンに行った。

・披露日：令和２年１０月３１日

43

除幕式の様子

設置したモニュメント

２ 令和２年度の取り組みについて



＜成果＞

潮風ギャラリーでは、新聞紙面６面に渡る特集記事を掲載し、ギャラリーを含む「氷
見市 藤子不二雄Ⓐまんがワールド」の魅力を広く発信した。また、ギャラリーの展示
物充実として、複製原画の展示替え及び新コンテンツの制作を春休み前に行うことで、
入館者増加に努めた。

まんがワールド全体では、平成３１年度に続きまちなかのまんが関連スポット等を周
遊するラリーイベントを開催し、まちなかのにぎわい創出を図った。また、商店街には
市内初となるキャラクターベンチを設置し、観光客のまちなか散策の立ち寄りスポット
とすることで、平均滞在時間延伸を図った。

44２ 令和２年度の取り組みについて



３ 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

令和２年度
目標

333,500 18,700 10,000 1.76

令和２年度
実績

127,000 9,794 461 1.81

KPI点数 2点 2点 1点 4点

問題点
（現状）

新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により、
緊急事態宣言に伴う各
種イベントや最低行事
の中止に伴い大きく減
少した。

新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により、
ギャラリーの臨時休館
や入場制限の影響で著
しく減少した。

新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う渡
航制限などにより著
しく減少した。

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
グを図ることが必要で
ある。

展示内容の充実及び
「氷見市 藤子不二雄Ⓐ
まんがワールド」の取
組みの情報発信などを
行うことが必要である。

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
ことが必要である。

平均立寄箇所数は増
加したが、未だ２箇
所未満であるため、
更にまんがを生かし
たまちづくりを推進
する必要がある。

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。

45【達成点数平均点：２.5 総合評価：C】



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）

46



１ 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、
R3.4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＞（カッコ内は令和4年度時点目標値）

KPI① 氷見産木工製品売上高 2, 5００，０００円 （ 7 5, 7 0 0, 0 0 0 円 ）

KPI② 施設入園料収入 5, 5５０，０００円 （ 1 0, 4 5 0, 0 0 0 円 ）

KPI③ 自然体験プログラム料収入 ０円 （ 5, 5 0 0, 0 0 0 円 ）

KPI④ 入園者数 4 ５，０００人 （ 5 5, 0 0 0 人 ）

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）



２ 令和2年度の取り組みについて

(2)  内装木質化空間整備

海浜植物園のエントランス、ホール部分について、氷見産材を活用した内装木質化リニューアルを行った。

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

(1)  組織構築のための外部人材招聘
令和元年度に引き続き、組織運営や木工体験等を推進する人材を外部人材として招聘した。

事業期間 令和2年4月から令和3年3月まで
事業費 1 0, 0 0 0, 0 0 0 円

48



３ 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

令和2年度
目標

2,500千円 5,500千円 0千円

令和2年度
実績

182千円 11,027千円 747千円

KPI点数 1点 4点 4点

問題点
（現状）

氷見産木工製品が無いため、
まずは商品開発と作り手の確
保から取り組んだ。商品、作
り手は確保でき、海浜植物園
の指定管理者が販売を行う体
制となったため、今後販売を
促進したい。

リニューアルとともに、施設の
入園料設定を見直したほか、年
間パスポートを導入したことに
より、コロナ禍で入園者数は伸
び悩んだにもかかわらず、入園
料収入は目標値よりも5,527千
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

令和2年度から海浜植物園にて
販売を開始したが、新型コロ
ナウイルス感染拡大に伴い、
消費者の需要が落ち込んでい
る。

令和2年4月にリニューアルオー
プンしたが、コロナ禍で入園制
限を行わざるを得ない状況にあ
る。

令和2年度から自然観察ガイドツアー
を無料で実施している。有料では各種
木工体験を実施しており、来園者の人
気を集めている。

令和3年度
目標

海浜植物園のリニューアルにより施設の魅力が向上し、コロナ禍で入園制限を行っているにもかかわらず、
入園者数、入園料収入は増加傾向にある。氷見産材で開発した木製電車「ひみレール」がウッドデザイン賞
を受賞した他、ガイドツアー、木工体験の実施によりリピーター獲得につながっている。今後は4月から運
営を開始した指定管理者のもと、入園者数増加に向けた取組を行ってまいりたい。

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。

49【達成点数平均点：３ 総合評価：B】



ＡＬＬとやま農林水産業の成長産業化プロジェクト
（計画期間 令和２年度から令和４年度）
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51１ ＡＬＬとやま農林水産業の成長産業化プロジェクトの概要

富山県氷見栽培漁業センター改修（クロダイ増産）に伴うブランド化、
水産業の生産性向上、栽培漁業に結び付くソフト事業の実施

（1）氷見のおさかな給食推進事業

<概要・実績>

市内の保育園及び小中学校の給食に氷見の魚を提供することで、氷見の魚に対する好奇心
や味覚を形成し、魚離れの改善、魚価の向上、健康の増進を図るため、食材費を助成する。

提供した魚種 ： クロダイ、サゴシ、シイラ、フクラギ

９月のシイラ給食では、園児にシイラ１尾を見せて説明し、「カレー揚げ」を給食に提供
した。

園児からは「実際の大きさにびっくりした」や「給食がおいしかった」といった感想があ
り、好評であった。

※広域事業のため、氷見市独自のKPIはなし
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（２）氷見の魚を知ろう事業（※新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

<概要・実績>

氷見市内の８つの小学校にブリを１、２本提供し、氷見を代表する魚であるブリにつ
いての学習や、プロの調理人によるさばき方を見学し実際に試食することにより、魚食
文化についての知識を深め、ブリの美味しさを実感してもらい、地産地消の推進を図る
こととしていたが、さばき方の見学で密になる、生である刺身の試食をするという事情
があったため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から学校との協議の結果、中止
とした。

１ ＡＬＬとやま農林水産業の成長産業化プロジェクトの概要
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（３）漁村活性化推進事業（お魚さばき方教室、水産加工体験教室分）

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止

<お魚さばき方教室 概要・実績>

18歳以上を対象とし、講師から鮮魚の上手なさばき方や取扱いのコツを学ぶことで、
魚に対する理解を深め、魚離れの改善を図る予定であったが、新型コロナウイルス感染症
の影響で、委託先である氷見鮮魚商組合との協議の結果、中止とした。

<水産加工体験教室 概要・実績>

市内小学生親子が協力し干物を作る体験をとおして、魚食に親しむ機会を創出する予定
であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、委託先である氷見水産加工業協同
組合との協議の結果、中止とした。

※お魚さばき方教室参考写真（令和元年度実施） ※水産加工体験教室参考写真（令和元年度実施）

１ ＡＬＬとやま農林水産業の成長産業化プロジェクトの概要



54２ 令和３年度の取り組みについて

（1）氷見のおさかな給食推進事業

<R3取組>

５・６月に「ひみのクロダイday」と題し、市内の小学校の給食にクロダイを提供し、合わ
せて

「氷見の魚を知ろう事業」でクロダイについて学習も行う。

また１１月には、シイラを給食で提供し、市内の子どもたちにより魚に対する好奇心を形成

することを目的とする。

（２）氷見の魚を知ろう事業

<R3取組>

令和３年度からは、クロダイも魚を知ろう事業の対象魚種に追加する。

クロダイの学習については、希望のある学校で実施する。

ブリについては、今秋に学校と協議し、冬のブリのシーズンに実施できるかを判断。

（３）漁村活性化推進事業（お魚さばき方教室、水産加工体験教室分）

<お魚さばき方教室>春と秋の２回開催予定。 （新型コロナウイルスの感染状況をみて判断）

<水産加工体験教室>秋季に開催予定。（新型コロナウイルスの感染状況をみて判断）



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 令和元年度）
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１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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２ 令和元年度の取り組みについて

(1)  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業務を実施した。公募型プロポーザルにより事業者を選定した。

事業期間 平成31年4月から令和元年９月まで
事業費 26,190,000 円

(4)  氷見市海浜植物園リニューアル工事・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した。

事業期間 令和元年9月から令和2年3月まで
事業費 469,775,672円

(2)  氷見市海浜植物園展示庭園解体工事

大温室・展示庭園エリアのリニューアルのための解体工事を実施した。

事業期間 令和元年７月から令和元年９月まで
事業費 8,985,600円

(3)  氷見市海浜植物園リニューアル工事監理業務委託

大温室・展示庭園エリアのリニューアルのための工事監理業務を実施した。

事業期間 令和元年9月から令和2年3月まで
事業費 14,740,000円
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３ ＫＰＩについて

①事業を通じた施設への来訪

者数

②事業を通じた女性の就職、

創業者数

③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

令和2年度目標 26,700人 ０人 ０人

令和2年度実績 41,382人 ０人 172人

KPI点数 4点 ‐ 4点

問題点
（現状）

令和元年度に第一弾のリ
ニューアルが完了し、大型遊
具や研修室の整備を行った。
令和2年4月からオープン予定
だったが、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により開園
時期が遅れた他、コロナ対策
として入園制限をせざるを得
ない状況にある。

ワークライフの充実に向けた意
識改革や仕事と家庭の両立、就
業・創業の促進といったテーマ
のもと、９月以降の講座の開催
を目指し、内容の検討を行って
いる。

氷見市及び地域おこし協力隊によりリカ
レント講座「1＋1」を9回開催した。ま
た、リカレント研修室を活用したワーク
ショップや様々なイベントを組み合わせ
た座談会を開催した。令和3年10月から
地域活性化起業人を招聘し、プログラム
の充実化を図る予定としている。

課題

リニューアルエリアへの来訪
者数目標値は達成することが
できた。今後は来園者満足度
の維持のため、いつ来訪して
も楽しめる、常に変化のある
施設を目指してソフト面を強
化していく必要がある。

個人事業の持続化や多様な働き
方が求められている中、ニーズ
を捉えながら多くのターゲット
に訴求すべく、リニューアル施
設を活かした座談会やワーク
ショップ等、幅広い形式の講座
を開催する必要がある。

子育て世代が集う施設特性を活かし、仕
事の意識改革等に関して多くの潜在層を
取り込みたい。特にコロナ禍において働
き方に対する関心が高まっていることか
ら、そのニーズを読み解きながら講座設
計を行うことで、多くのターゲットを取
り込んでいきたい。

今後の関連施策
の目標

61,600人（R5末） 41人（R5末） 3,200人（R5末）

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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観光×生物多様性保全を目的とした「ひみ発アクアツーリズム」
検討プロジェクト

（計画期間 令和３年度から令和５年度まで）
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１ 観光×生物多様性保全を目的とした「ひみ発アクアツーリズム」
検討プロジェクトの概要

日本農業遺産に認定された「氷見の持続可能な定置網漁業」や国指定天然記念物の淡水魚「イタセ
ンパラ」は、地域資源としてのポテンシャルは高いが、観光資源として十分活用されているとは言
い難い。この２つを中心とする氷見の豊かな自然環境や地域資源を守り続けていくため、地域資源
の保全や保全活動に関心を持つ人を増やすとともに、地域資源自体が人や資金を呼び込める魅力を
持つよう価値を磨き上げ、PRしていく取組が必要である。

背景

概要

目標
（KPI)

60

①地域資源を活用した商品開発
「イタセンパラ」を活用したアクアツーリズム（イタセンパラの生息河川や周辺地域を観光資源と
する）や地域資源を活用した観光商品（アクアツアー、関連商品、イベント等）を新たに開発する。
②新たな事業主体の掘り起こし、ガイド人材の育成、生物多様性保全に関心をもつ人の獲得
定置網漁業やイタセンパラなどの地域資源、生物多様性や里山里海保全にかかる体験型イベントな
どを実施する団体等の事業費の一部を補助する。また、ガイド人材の獲得のためのガイド育成ツ
アーを実施する。
③ひみラボ水族館を拠点とした氷見水域ＳＤＧｓ環境教育
これまでのふるさと教育にＳＤＧｓの観点を盛り込み、イタセンパラが生息する水循環システムを
はじめとした水資源の重要性、環境保全について学ぶ氷見版ＳＤＧｓ環境教育の展示やイベント等
を実施する。
④定置網漁業、イタセンパラをはじめとした地域資源、氷見の生物の多様性、イベント、保全活動
等の周知
地域資源の知名度、価値を高めるため、定置網漁やイタセンパラ、氷見の生物多様性を周知するた
めのホームページを作成する。また、パンフレットやシンボルマークの作成を行い、情報発信力の
強化を行う。

事業をとおして目指す成果（令和６年度時点）
KPI① 平均滞在時間 ２２１分（２０分の増）
KPI② 里山里海における新規イベント数・ツアー数 ２０件（２０件の増）
KPI③ ひみラボ水族館来館者数 ９，３００人（２，１２６人の増）
KPI④ アクアツーリズムツアーへの参加者数 ６０人（６０人の増）



２ 令和３年度の取り組みについて 61

令和３年度
事業

①地域資源を活用した商品開発
「イタセンパラ」を活用した観光商品等（アクアツアー、

関連商品、関連イベント）を新たに検討する。ひみラボ水族館
を拠点としたコース、イタセンパラの生息河川を拠点とした
コースなどを検討し、イタセンパラを取り巻く生息環境、
地元の暮らしや淡水魚食文化についての内容を盛り込んだ
「ひみ発アクアツーリズム」の検討のため、現地調査を実施する。

②新たな事業主体の掘り起こし、ガイド人材の育成、生物多様性保全に関心をもつ人の獲得

③ひみラボ水族館を拠点とした氷見水域ＳＤＧｓ環境教育
これまでのふるさと教育にＳＤＧｓの観点を盛り込み、イタセン

パラの生息河川と水田間の水循環システムをはじめとした水資源の
重要性、環境保全について学ぶ氷見水域ＳＤＧｓ教育のための
淡水魚等の展示や親子教室、市内小学生等へのイベントを開催する。

定置網漁やイタセンパラなどの地域資源、生物多様性や里山
里海保全（海岸のごみ拾い、植林、藻場等の清掃など環境保全
等に寄与するもの）にかかる体験型イベント、ツアー型イベン
ト、ガイドツアーなどを実施する個人や団体の事業費の一部を
補助する。また、ガイド人材の獲得のためのガイド育成ツアー
を実施する。

④定置網漁業、イタセンパラをはじめとした地域資源、氷見の生物多様性、イベント、保全
活動等の周知
氷見の豊かな生物多様性や定置網漁業やイタセンパラをはじめとした地域資源を周知し、

里山里海の保全活動や体験ツアー・体験イベントの予約ができる機能をもたせた特設ホーム
ページを製作する。


