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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２年度以降に成果が出はじめると設定しているKPI（令和元年
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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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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○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、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個別事業を推
進していく

＜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）
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○令和元年度の取り組みについて

（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や氷見市の特徴的な農産物の

生産性向上の研究

人工光を用いた完全閉鎖型の植物工場において

野菜の効率的な発芽などの栽培技術の試験を行った。

期間：令和元年12月～令和2年3月 事業費：2,129千円

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

名城大学による自然栽培に関するセミナーの開催や自然栽培をしている畑の土壌分析、

自然栽培農家の栽培、販売の現状について訪問調査を行った

期間：令和元年9月 事業費：400千円

③棚田を生かした産業づくり開発研究

名城大学農学部生が田植え・稲刈り体験に参加すると

ともに地区住人や棚田オーナーへのアンケートを実施した。

期間：令和元年5月、9月 事業費：405千円
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○令和元年度の取り組みについて

（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

氷見高校農業科学科（食品製造専攻）の生徒を対象に、

イノシシ肉を使った加工品づくりとしてベーコンの製造や

LEDの光の色の違いによる成長の差に関する研究を行った。

期間：令和元年5月～令和２年２月 事業費：341千円

②大学教授等による出前講座の開催

「お肉はもともと筋肉だった！？～ハム・ソーセージが

固まる仕組み～」と題した氷見高校農業科学科の生徒を

対象とした出前講座を実施した。

期間：令和元年5月 事業費：47千円

（3）名城大学農学部等の研究等の為の拠点の整備・運営

名城大学の教授や学生等が氷見市において活動するための

拠点である「名城大学氷見市連携推進センター」にエアコン

を整備し、運営を行った

期間：令和元年5月～９月 事業費：2,030千円
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○ＫＰＩについて 【達成点数平均点：3.25 総合評価：B】

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数

令和元年度
目標

112,739千円 279百万円

令和元年度
実績

97,606千円 263百万円

KPI達成点数 ３点 ３点

現状
（問題点）

夏の天候不順の影響により農産物の
作付けや生産量に影響が出たと考え
られる。

暖冬による豊作のため、単価が安く
なった。また、生産者が別の販路を設
けたことにより、直売所への納入量が
減った。

対応方針
（課題）

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、農業所得の向上を目指す。
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。

R2年度
目標

102,106千円 288百万円

本事業について設定したＫＰＩの達成状況
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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

令和元年度
目標

（累計）4人 （累計）27事業者

令和元年度
実績

（累計）4人 （累計）24事業者

KPI達成点数 ４点 3点

現状
（問題点）

新規に就農したいと相談はあるが、
実際に青年等就農計画を認定するま
でに至っていない。

法人化を実施可能な事業者は、すでに
法人化実施している。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
（課題）

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。

R2年度
目標

（累計）4人 （累計）28事業者

本事業について設定したＫＰＩの達成状況
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○令和２年度の取組について

＜令和２年度実施予定内容＞

（１）産学官の連携による産業おこし

①氷見市の特徴的な農産物の生産性向上の研究等の実証

②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

④産学官連携研究結果による製品化検討

⑤異業種とのビジネスマッチング・コーディネート【新規】

⑥学校給食への氷見産食材使用率向上に向けた体制づくり【新規】

（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大学教授等による出前講座の開催

（３）市民を対象とした農業者の育成

①自然栽培の方法について学ぶひみ自然栽培実践塾の開催【新規】

②市民向け出前講座の開催

（４）名城大学農学部等の研究及び活動等の拠点の運営

①名城大学氷見市連携推進センターの運営
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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年度まで）
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○まちなか活性化事業の概要

■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

２０１９年度
実績

①まちなか新規出店者数 2件 3件 6件 9件 18件 ７件(+5)

②商店街の歩行者数 940人 1040人 1240人 1540人 1540人 ７１９人（-
221）

③新規創業者数（継業者） 11件 20件 34件 53件 107件 26件（+15）

④売上拡大事業者割合 0割 0割 5割 7割 7割 0割（+0）

目的

事業背景
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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。

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。

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

○まちなか活性化事業の概要
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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。

選考状況

募集期間：令和元年６月２７日から令和元年７月２４日（応募数：２２９名）
最終選考会：令和元年９月７日（土） 選考審議会：令和元年９月１１日（水）

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Ｌｅａｓｅ
Ｔｅｃ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。

○令和元年度の取り組みについて

エリアマネージャーの採用

エリアマネジメント事業を実行するための知識や経験のある高度人材募集に特化した企業に委託し、全国公募
を行った。1次選考では書類選考を行い、1.5次選考では東京への面談やオンラインでの面談を行った。最終
選考では4名が今後の事業についてのプレゼンテーションをしていただき、審査の中からエリアマネージャー
を採用した。

プロフィール
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開催時期

令和２年2月２2日（参加者数：37名）

○令和元年度の取り組みについて

まちの賑わいづくり事業【実証実験】

市民自らがまちづくり活動を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目的
のため、
現在のまちづくりや創業に関わるプレイヤーをゲストに
登壇していただくトークイベントを行い、まちなかのま
ちづくりコミュニティを形成の可能性を探った。
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成果

・特集記事1件
・インタビュー記事6件
・コラム記事2件
・空き店舗情報1件

○令和元年度実施事業について

まちの情報発信事業【実証実験】

氷見市のまちなかへの新規出店候補者を
メインターゲットとし、まちなかへの店
舗へ訪れるお客様をサブターゲットにし
たまちなかの魅力を伝えるコンテンツを
定期的に配信するホームページを作成。
Instagram・twitter・facebookのSNSア
カウントも作成し、連動して情報発信し
ていけるように運営。
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○令和元年度の取り組みについて

創業支援業務

「創業サポート室設置による相談」
創業相談員を2名配置し、創業希望者や創業初期の方の相談サポートを行った。
相談者数：76名（創業済：42名、準備中：23名、検討中：11名）

「創業塾」
税理士、社労士、中小企業診断士を講師に招き、経営者としての心構え、経営計画策定等、基本的な知識を習得。
日本政策金融公庫、市内金融機関の方にもお越しいただき、資金調達に関する紹介もしていただいた。

□事業期間
【第1回 7月30日（火）～8月８日（木）18:00～21:00（全４回）】 参加者：27名
【第2回 11月30日（土）・12月7日（土）９:00～16:00 （全２回）】 参加者：19名

「創業実践塾」
創業期の方に対して実践的に活用できるカリキュラムを専門家を招聘し、サポートを行った。

□事業期間
【会計ソフトを使って簡単会計講座 10月10日（木）18：30～20：30】 参加者：11名
【手描きPOP・簡単イラストで販促強化 11月7日（木）18：30～20：30】 参加者：6名
【広報力UP! プレスリリース＆SNS入門 12月5日（木）18：30～20：30】 参加者：9名

「創業スタートアップセミナー」
漠然と創業を考えている方から具体的なプランを考えている方までを対象に、各自の掘り下げと創業プランの磨
き上げを目指すことを目的に月1回程度6カ月の期間で行った。

□事業期間
10月25日（金）、11月22日（金）、12月20日（金）、1月10日（金）、1月24日（金）、2月14日（金）

参加者：22人
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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。

募集期間：令和元年６月1７日から令和元年７月２2日（エントリー数：316名、応募数：133名）
最終選考会：令和元年９月1日（日）

岡田 弘毅（おかだ ひろき）３５歳
広島県呉市出身、横浜市在住。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。

○令和元年度の取り組みについて

選考状況

氷見市ビジネスサポートセンター長の採用

「Bizモデル」を再現するセンター長を採用するという観点からBizモデルそのものや、セン
ター長の候補となりうる人材が偏在する層、彼らが興味を持つ媒体や広告内容、必要な能力を
見極める選考の手法等に精通している企業に選考業務を委託し、全国公募を行った。
1次選考では書類選考を行い、最終選考では5名が現地で実際に市内の事業者の相談対応を行う
スタイルの実践型の面接を行い、審査の中からセンター長を採用した。

プロフィール

17



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

令和元年度
目標

3件 1,040人 20件
0割

（Himi-Bizオープン
していないため）

令和元年度
実績

7件 719人 26件 0割

KPI達成点数 ４点 ３点 ４点 ―

現状
（問題点）

令和元年度は順調に目
標は達成したものの、3
月からの新型コロナ
ウィルス感染症の影響
により、新規出店予定
だった方々が延期に
なっている。

イベント時になると歩
行者数が多くなるが、
まだ日常的に商店街に
歩いてもらえるような
コンテンツが少ない。

令和元年度は順調に目標
は達成したものの、3月か
らの新型コロナウィルス
感染症の影響により、創
業希望者が減少している。

対応方針
（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。

番屋街の観光客をいか
に商店街へ回遊してい
ただける仕組みやコン
テンツを増やしていく
かが課題。

新型コロナウィルス感染
症による影響に対して、
どうやって創業への機運
を高めるかが喫緊の課題
である。

令和2年度の6月から
Himi-Bizがオープンして、
今後どう成果をだしてい
くか。

R2年度
目標

6件 1,240人 34件 5割

本事業について設定したＫＰＩの達成状況

○KPIについて 【達成点数平均点：3.67 総合評価：B】
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○令和2年度の取り組みについて

■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。

■まちの情報発信事業

・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。

エリアマネジメント事業

ビジネスサポートセンター事業

19



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）

20



○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）

21



○令和元年度の取り組みについて＜氷見市漁業文化交流センター再整備①＞

■氷見市漁業文化交流センター（愛称：ひみの海探検館）のリニューアル

・氷見の伝統ある漁業や漁村文化に対する理解と伝承、その文化的価値を高めることを目的に再整
備した。氷見の魚を「もっと知りたくなる」「もっと食べたくなる」、そして氷見に「もっと滞在
したくなる」をコンセプトに、滞在型観光推進拠点施設の機能を担う。総事業費は９７,１９２千
円（国費＝地方創生交付金充当額４８,５９６千円）

＜整備内容＞

（１）エントランス…案内カウンター／案内サイン／事務スペース等

（２）VRシアター…映像システム（スクリーン、プロジェクター等）／VRコンテンツ（本編２本、待機画面１本）

壁面大型グラフィック（５種類）

（３）ARストリーム…氷見のサカナプレート（１００枚）／氷見お魚AR図鑑（９種類）／ARアプリ（１本）

（４）ハンズオンひみ…ひみディスカバリーTV／魚さかな推理チャレンジ／ひみ寒ぶり解体ショウ／大漁旗ジグソーパズル／

ひみの魚の箱メガネ！

（５）解説プレート及びグラフィック…ひみの漁業（船の用途と漁具の開設）／ひみの食文化（郷土料理の開設等）

まち歩きマップ、ドライブマップ／博物館と文化財センターの案内

（６）館内ロゴマーク及びブリのぼり
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○令和元年度の取り組みについて＜氷見市漁業文化交流センター再整備②＞

■館内の再整備の特徴

VRシアター…正面の大型スクリーン、両サイドのスクリーン、床面に「天然のいけす富山湾」と「氷見

の漁師体験」をテーマにした２本のVR映像を投影することで、来館者はあたかも海中や

船上にいるような体験することができる。

ARストリーム…氷見漁港で揚がる多彩な魚たちの実物大グラフィックプレートを吊り下げる。

ARマーカーのあるプレートにスマートフォンを飾すと画面に魚の解説を楽しめる。

また、スマートフォンでブリとの記念撮影

ができる効果を取得できるコーナーがある。

ハンズオンひみ…５つの体験展示スペースで、富山湾の豊かな海洋資源や漁法に関する情報を、多彩なハ

ンズオン演出に置き換えて楽しく伝える。

（左から）ひみディスカバリーTV、船上仕分け体験、ひみ寒ぶり解体パネル、大漁旗ジグソーパズル、漁法観察の箱メガネ
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○令和元年度の取り組みについて＜農泊事業のスキームの構築①＞

■株式会社ＮＯＴＥとの連携協定の締結（R１.６.７）

・令和元年６月に、全国各地で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再生事業
等に携わっている株式会社ＮＯＴＥ（兵庫県丹波篠山市）と連携協定を締結し、氷見市内の古民家
を活用した宿泊拠点の整備や体験型観光プログラムの作成など、官民連携によって農山漁村資源を
生かした事業に取り組んでいくことで合意した。
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○令和元年度の取り組みについて＜農泊事業のスキームの構築②＞

■先進地事例勉強会の開催（R１.７.１６）

・株式会社ＮＯＴＥの藤原岳史代表取締役

らを講師に招き、ＮＯＴＥが運営している

兵庫県丹波篠山の宿泊施設「集落丸山」

や、集落全体をホテルに見立てた「城下町

ホテルＮＩＰＰＯＮＩＡ」などの観光事例に

ついて学んだ。

■先進地事例視察（R１.９.２４）

・株式会社ＮＯＴＥが運営している宿泊施設「集落丸山」と「城下町ホテルＮＩＰＰＯＮＩＡ」を
視察し、氷見市における歴史的資源等を活用した地域活性化の可能性について考えた。
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■事業実施地区の選定（R２.２.２７）

・氷見市と株式会社ＮＯＴＥの連携協定に基づく農山漁村文化を生かした宿泊事業の実施地区とし
て、氷見市長坂地区を選定した。今後は、宿泊事業を運営する法人を住民参画で立ち上げ、地区内
の古民家を改修し、１０人から１２人程度が宿泊できる施設を整備する。市は管理棟にあたる施設
を整え、事業を後押しする地域おこし協力隊を委嘱する。ＮＯＴＥは運営ノウハウを含め全面的に
支援することとし、２０２１年度の開業を目指して事業を進めていく。

○令和元年度の取り組みについて＜農泊事業のスキームの構築③＞ 26



○令和元年度の取り組みについて＜訪日観光コーディネーター人材の活用＞

 概要

氷見市では近年、台湾との交流を進めており、市長が訪日外国人旅行者（インバウンド）の誘致活動の一環として、
台北を訪れたり、台湾政府（台湾日本関係協会）幹部と面会するなどトップセールスを行った。こうした取組みを一
層進めるため、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。

27

■主な活動内容
・富山県で開催された「日台観光サミット」や「世界で最も美しい湾クラブ世界総会 in 富山」の夕食交流会の市長
随行通訳及びエクスカーションでの氷見市ＰＲ
・富山県西部6市インバウンド事業 日本情報発信誌「秋刀魚」への掲載に係る資料作成及び取材同行、校正等
・高雄国際食品見本市出展に係る輸出関連資料の作成及び市長の随行等
・氷見市立博物館と高雄市立歴史博物館 友好協定締結の事前準備
・観光パンフレットなどの翻訳など



○令和元年度の取り組みについて＜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ていく。

28

【主な活動内容】

〇マスメディア取材協力

（朝乃山ちゃんこ企画＜新聞＞、飲食店取材協力、観光素材映像提供等）

〇広告宣伝

（長野駅・岐阜駅ポスター掲出、祇園祭り・ひみまつり新聞掲載、ひみぶり

フェア告知等）

〇番組制作・TV放映

ひみぶりフェアinKOBE、テレビ埼玉「マチコミ」、TBS「ひるおび」等

〇連携強化

全国おかみさん交流サミット、大宮鉄道ふれあいフェア、横浜寒ブリ交流会



■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、観光客の動向（属性、目的、同行者、満足度等）を把握
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。

令和元年の調査期間は令和元年７月～令和２年３月３１日。回答数は１０１４票

調査カード

デザイン

○令和元年度の取り組みについて＜観光地マーケティング調査＞ 29



＜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氷見市漁業文化交流センターを整備したほか、株式会社ＮＯＴＥとの連携
協定の締結や同協定に基づく宿泊体験事業の実施地区として長坂地区を選定するなど、滞在型観光
を推し進めていく体制づくりを行った。

・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）やイベントを通じて大都
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、令和元年の平均立寄個所数は１.６２箇所で、平成
３０年の１.82箇所を下回った。平均滞在時間でみると、令和元年は３時間２１分で、平成３０年
の３時間１１分を上回ったものの、令和元年の宿泊者数は前年より６.６%減少の１８８,９００人
となっており、依然として「通過型観光地」の傾向があると言える。同行人数は「２人」が最も多
く４５％であり、次いで「３人」が１３％、「４人」が１２％となっており、団体客よりも小規模
旅行客が多いことが見て取れる。「情報提供の満足度」は「満足」・「やや満足」が約５割と十分
な結果とはいえず、さらなるてこ入れが必要だと言える。

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、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。

○令和元年度の取り組みについて 30



○ＫＰＩについて 【達成点数平均点：3.33点 総合評価：B】

①観光入込数 ②外国人宿泊者数 ③平均滞在時間
④農山漁村における新規

プログラム数

令和元年度
目標

2,200,000人 11,000人
2.73時間

（2時間44分）
0

令和元年度
実績 2,170,000人 8,723人

3.18時間
（3時間11分）

0

KPI達成点数 ３点 ３点 4点 ー

現状
（問題点）

訪問施設は、魚が楽
しめる施設か藤子不
二雄Ⓐ氏に関する施
設が多い傾向にあり、
その他の文化施設に
は立ち寄りが少ない。

国地域別の内訳は、台湾
が約６割、韓国が約２割
を占める。訪日外国人の
受け入れ実績のある宿泊
施設は３５施設中１６施
設に留まった。

観光客の滞在時間延伸に直
結する宿泊客数は、令和元
年が１８８,９００人（対前
年比△６.６％）と４年連続
の減少となった。

体験プログラムとなり得る
観光資源についての洗い出
しができていない。

対応方針
（課題）

氷見市藤子不二雄Ⓐ
まんがワールド」の
拡充及び氷見市漁業
文化交流センターの
整備を契機とし、市
中心部への周遊を推
し進めることが重要
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。

氷見市ならではと言える
ような着地型観光プログ
ラムの造成や担い手の育
成支援を行う必要がある。

令和２年度
目標

2,250,000人 13,000人
2.98時間

（2時間59分）
3件

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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＜令和２年度実施内容＞
○農泊事業推進主体法人の設立

（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

（２）農泊事業推進主体法人の設立

（３）体験プログラムづくり支援

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

○令和２年度の取り組みについて 32



ひみ食文化推進事業
（計画期間 平成２９年度から令和元年度まで）
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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＞

＜本事業で推進する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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域内消費キャンペーン
＜ひみ食彩まつり＞
 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、一層の消費拡大を目指した。
【実施者】「ひみ食彩まつり」実行委員会 【事業期間】令和元年７月１０日～令和元年年１２月２０日
【開催日】 令和元年１１月３日（日・祝） 【場 所】 氷見市漁業文化交流センター及び周辺

○令和元年度実施事業について

【結 果】 前年の２７，０００人を上回る２８，０００人の来場者で賑わい、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。また、新企画として、当日氷見駅前で、ＪＲ氷見線を利用し氷見駅を訪れた人に、
ひみ食彩まつりで使える200円割引券を配布し。会場への誘客を図った

＜夜のまちなかグル巡り＞
 市内飲食店（中心市街地）で、本市の特産品を用いた料理等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、域内消費拡大につなげた。
【実施者】 氷見商工会議所
【事業期間】令和元年６月７日～令和元年１２月２０日
【実施期間】計３回 第１回目：６月２８日（金） 第２回目：８月３０日（金） 第３回目：１０月２５日（金）
【場 所】中心市街地の飲食店 2３店舗
【内 容】3,000円（1組5枚綴り）のチケットを使って、氷見の食文化をテーマに魅力あるメニューを提供
【チケット販売実績】 2,310,000円（3,000円×770組）

＜氷見おもてなし観光パスポートの作成＞
 氷見市内の参画店（宿泊施設や飲食店、特産品販売店等）を募集して、各店の概要と提供する

特典を冊子（パスポート形式）にまとめた「氷見おもてなし観光パスポート」を作成・配布し
て来氷のきっかけを作り、域内消費の拡大を図った。

【実施者】 氷見商工会議所 【事業期間】令和元年１２月１３日～令和２年３月３１日
【参画施設】84施設 【発行部数】１０，０００部
【配布先】 参画店や市内道の駅、公共施設等
【特 典】 ①パスポート提示により各加盟店の提供する特典を受けられる。

②スタンプラリー形式で加盟店の印を集め、抽選で景品が当たる。
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域内消費拡大のための食育推進

＜魚食文化伝承のための移動料理教室＞
■ 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こと

から、子どもたち、そして保護者を対象とした魚食文化・食育活動を地道に行い、魚を食べ
る習慣付けをすることが重要である。このことから、食育を推進するために保育園児や幼稚
園児等に対して出前講座を行った。

【実施者】 キトキトごはん氷見
【事業期間】 令和元年５月８日から令和２年３月２７日
【開催場所】 市内保育園・幼稚園、いきいき元気館、創作工房ひみほか
【実施回数】 計 １０回

○令和元年度実施事業について

＜海の幸おいしい給食＞
■ 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、生産者（鮮魚商及び

水産加工業者）と給食担当者と連携し、食材の発注、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、児童・生徒に対して、氷見の魚に対する
好奇心や味覚の形成を促し、魚離れの改善や消費拡大を図った。
【実施者】 氷見市水産多面的機能発揮対策協議会

【実施期間】 平成３１年４月１日～令和２年３月２７日

【実施場所】 市内小中学校、保育園等

【実施月】 ４～２月

○氷見市の海の幸を給食で味わう「ひみ寒ぶりｄａｙ」
【開催日】 令和２年１月２８日（火）

市内全小中学校の児童生徒が、「ひみ寒ぶり」の柚庵焼き、地元産小松菜と切り干し大根、油揚げ
のお浸し、沢煮椀のメニューを楽しんだ。窪小学校では、６年生約７５人と市や氷見漁協、鮮魚商、
農産物生産の関係者が会食した。
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＜お魚食べようフェス＞
■ 親子お魚料理教室、お魚さばき方教室、水産加工体験教室を開催し、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。

○親子お魚料理教室
地元水産物を使った、手軽にできる簡単な料理を親子で学んだ。

【実施者】 キトキトごはん氷見
【開催日】 令和元年９月２８日（土）
【開催場所】 創作工房ひみ
【参加人数】 親子７組 １７名

○お魚さばき方教室
魚食文化の普及を図るため、フクラギやカマスなど、氷見で獲れた新鮮な魚のさばき方を教わった。

【実施者】 氷見鮮魚小売商組合
【開催日】 令和元年１０月１９日（土）
【開催場所】 氷見水産センター２階調理室
【参加人数】 一般１４名

○水産加工体験教室
氷見市内の小学生とその保護者が参加し、フクラギをお刺身まで処理加工する方法、カマスを背開きで干物

用にさばく方法、カワハギを皮をはぎ処理する方法などを学んだ。
【実施者】 氷見水産加工業協同組合
【開催日】 令和元年１０月２６日（土）
【開催場所】 氷見市魚市場内 氷見水産加工業協同組合倉庫（共同集配施設）
【参加人数】 親子１０組 ２３名

○令和元年度実施事業について

＜女性のお魚さばき方教室＞
■ ２０代から４０代の女性を対象とした「女子力アップ倶楽部HIMI×BSM+」とタイアップし、その第5回

講座として女性のお魚さばき方教室を実施した。フクラギ、カマス、アジ等8種類の魚をさばき、さばいた
魚を使って寿司の作り方まで学んだ。
【実施者】 氷見鮮魚小売商組合
【開催日】 令和元年１1月９日（土）
【開催場所】 創作工房ひみ
【参加人数】 一般１8名
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販路拡大のための試行実験の実施
＜シーフードショー出展＞

■ 氷見水産加工品の都市圏への販路を拡大させるために、展示会に共同出展し、バイヤーとの
商談成立を目指した。

【実 施 者】 氷見水産加工業協同組合
【参加期間】令和元年８月２１日（水）～令和元年８月２３日（金）
【参加イベント】第２１回ジャパンインターナショナルシーフードショー
【会 場】東京ビッグサイト 南展示棟
【実施内容】①氷見市の水産加工品のＰＲ、商談を行う。

②バイヤーとの直接交渉を通じて、新たな販路を開拓する。
③バイヤーとの交渉を通した商品の改善ポイントや新商品開発のためのアイディアを把握する。

【実施結果】・ 名刺回収数は、１３６事業者分を回収。
・ 氷見水産加工品に関心を示すバイヤーと接触を図ることができ、 今後の商談成立につなげる
機会となった。

○令和元年度実施事業について

＜ひみ特産品テストマーケティング＞
 平成３０年度に、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つい
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したが、そこでの販売（テスト
マーケィング）を通して、今後の販路拡大の可能性を探った。

【実 施 者】㈱ジェック経営コンサルタント

【事業期間】平成３１年４月１日～令和２年１月３１日

【業務場所】愛知県名古屋市内 マックスバリュグランド千種若宮大通店内「氷見旬鮮屋」

【成 果】常設店として運営したことにより、一般消費者だけでなく、一部事業用

の購入も見受けられた。また、他の小売店舗との連携案件も生まれた。

消費者の多くの方々が氷見に関心を持っていただき、お店に寄っていただけたが、

日常的な購買には中々結びつかなかったというのが実態であった。

氷見旬鮮屋は令和元年１２月２２日をもって閉店し、今後は、このテストマーケ

ティングをきっかけにした中京圏での氷見の魚の流通を探っていく。
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＜名古屋市内のﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ千種若宮大通店内キッチンスタジオでの料理教室開催＞

【実 施 者】 氷見クッキングスマイル
【実施場所】名古屋市内のﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ千種若宮大通店内 キッチンスタジオ
【実施日・講座名】令和元年７月８日（月） 「氷見のブリ」で時短・本格イタリアン

令和元年11月13日（水）「氷見のブリ」で“ぶりしゃぶ”と“ぶり寿司”
【参加者のｺﾒﾝﾄ】・ぶりがこんなに美味しいと思っていなかった。

・ぶりのいろいろな料理方法が聞けて良かった。
・ぜひ氷見へ行ってみたい。

■ 名古屋市内のﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ千種若宮大通店内に昨年開設した地元産品の販売拠点施設「氷見旬鮮
屋」をより多くの人に知ってもらうため、同店と連携して、店内で取り扱っている商品を使っ
て料理教室を開催した。また、合わせて氷見の紹介を行った。

○令和元年度実施事業について

＜キッチンカーを活用した氷見産食材の首都圏販売ＰＲ＞
■ 氷見市が所有するキッチンカーを活用し、東京都渋谷区で開催される「Farmer’s Market」

で氷見産食材の試験販売を行い、氷見のＰＲと氷見産食材の販路拡大を目指した。

【実施者】 Bed&Kitchen SORAIRO 澤田典久氏
【実施日】 令和元年１０月１３日（日）

＊令和元年１０月１２日（土）は、台風１９号の影響のため、イベント中止。
【実施場所】東京都渋谷区 国際連合大学前広場 「Farmer’s Market」会場
【販売実績】氷見ぶりバーガー ９３個、ぶりカツ １９個
【来場者の感想・以後の展開】

・氷見市出身（富山県内に知人がいる）なので、氷見市の名前を見て嬉しく思い、買いに来た。
・青山ファーマーズマーケットのインスタを見て、興味を持って来た。
・とても美味しかった。また出店して欲しい。
・その後の市内イベントや県内イベントでの出店時に、ぶりカツバーガーを販売し、好評を得た。
・商品の定番化を目指し、市内パン屋等へ提案中。
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＜台湾高雄国際食品見本市出展＞

【実施者】 魚食文化リーディングプロジェクト協議会
【事業期間】令和元年１０月２４日（木）～令和元年１０月２７日（日）
【実施場所】台湾高雄市 高雄展示覧館

■ 氷見市と同じ港町で、古くから浅野総一郎翁と深い繋がりがある台湾高雄市で開催される
「高雄国際食品見本市」に出展した。

今回は、氷見水産加工業協同組合の水産加工品を出品し、氷見市の質の高い食を台湾へ発信
して販路開拓を図るとともに、観光ＰＲブースを設け、インバウンドや双方の今後の交流に繋
がる機会とした。

【出展状況】
・来場者数２.３万人（新聞報道）。
・世界の１３か国から７５６ブースの出展があり、氷見市は日本の自治体から
は唯一の出展であった。
・試食は、ぶりハム、ぶりジャーキー、氷見イワシみりん干しを一口サイズに
カットして、４日間で約４５００食を提供。いずれも好評で、どこで購入でき
るか等の問い合わせがあり、今回は試食のみと伝えると残念がる人が多くいた。
・ぶり型パンフレット、飛び出しパンフレット、じゃらんを設置。大漁旗、観
光ポスターを掲示。ノベルティとして、ぶり型しおり、コースターを配布。
記念撮影コーナーには、ぶり帽子やフォトプロップスを設置した。
・氷見の知名度は低く、氷見と高雄と深い繋がりがある浅野総一郎翁を紹介す
ると、強い関心を示し、ぜひ一度氷見を訪れたいと感想を述べていた。

○令和元年度実施事業について 40



商品開発の試行
＜開発商品（鰤・鰯加工品）の改良及び販路開拓＞

【事業内容】・ぶり寿司パッケージデザイン・ＰＲツール、いわし商品ＰＲツール（飲食店向けのテーブルテント、
三角ＰＯＰ、ＰＲチラシ）を作成した。
・氷見水産加工業協同組合ＨＰ内に「氷見ぶり寿司プロジェクト」のページを作成し、ぶり寿司販売開始等の情報を
掲載。広く情報発信を実施した。
・首都圏事業者に対して、ぶり寿司・いわし加工品の商品ＰＲ・商品提案を行った。
・各種イベントでぶり寿司の販売を行った。
・外食チェーン店を展開する「ビー・ワイ・オー」に対していわし加工品のＰＲを行い、メニューとして「いわし唐
揚げ」が採用された。
・道の駅「雨晴」で、「いわし＆チップス」と「いわし丼」をメニュー提供した。

【実施者】 氷見水産加工業協同組合
【事業期間】令和元年９月２日～令和２年３月１９日

■ 平成２９年度から、氷見水産加工業協同組合へ委託し、「氷見ぶり寿司」と「氷見いわし
唐揚げ」の商品開発を行ってきた。本年度は、昨年度までに行った試作品の評価をもとに、
商品改良を行うとともに、販路開拓を行い、鰤・鰯加工品の普及拡大を目指した。

○令和元年度実施事業について

＜シェフ招聘＞
■ シェフが自ら市内の水産物や農産物の生産者を訪れ、品定めした食材を使った素材の美味し

さを引き立てる料理を氷見市内の宿泊施設や飲食店の料理人と試作・試食し、各店舗の今後の
新メニュー創作に繋げた。

【実施者】 Villa Della pace 平田明珠（ｳﾞｨﾗ ﾃﾞﾗ ﾊﾟｰﾁｪ ﾋﾗﾀ ﾒｲｼﾞｭ）氏
【事業期間】 令和２年２月１２日（水）
【実施場所】 食育クッキングスタジオ かむかむSmile（氷見市窪）
【参加者】 市内宿泊施設及び飲食店の料理人 計１０名
【メニュー】 シェフが事前に氷見市内の生産者や店舗などをまわり、厳選した食材からメニューを考案した。

①槍烏賊 ラルド 柚子 キウイフルーツ ナガラモ
②煮干しリゾット 鰯 稲積梅 生姜 菜の花 芹 柚子の香り
③牡蠣 海水 春菊ピューレ
④豚 稲藁 稲積梅
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観光消費キャンペーン
＜羽田空港国際線ターミナル内における五地域イベントの開催＞

【実 施 者 】 株式会社羽田未来総合研究所、氷見まちづくり株式会社

【事業期間】 令和元年１１月３０日（土）～令和元年１２月１日（日）

【実施場所】 羽田空港国際線ターミナル５階 お祭り広場

【参加自治体】青森県つがる市、香川県三豊市、くま熊本県上天草市、

島根県津和野町、 氷見市

【実施内容】・氷見まちづくり株式会社を通じて、氷見市の特産品である水産加工

品等の試食品を選定し、提供を行った。

・食を通じた氷見市の観光ＰＲを行い、氷見市の黄色いショルダー

バッグに氷見市観光パンフレット（氷見エリアガイド、ひみぶりフェ

ア、ふるさと納税、まんがロード）を入れて来場者に７００部配布し、

氷見への観光誘客に結びつけた。

■ 日本最大の交通結節点(国内外ともに)である羽田空港を活用し、主にツーリストを対象として
プロモーションを行うことで、異なる地方の各地域の認知度向上や交流人口の増加に資した。

単独自治体による“点”でのイベントではなく、複数自治体の共通項を活かした“面”でのイベン
トを展開することで、連携による広告宣伝効果や事業予算の効率化を図った。

○令和元年度実施事業について
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○ＫＰＩについて【達成点数平均点：2点 総合評価：Ｃ】

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

令和元年度
目標

38件 4件 26.6％ 31,000千円

令和元年度
実績

6件 1件 29.2％ 16,371千円

KPI達成点数 1点 1点 4点 2点

現状
（問題点）

・令和元年度の目標値
に達しておらず、市場
に出回っているものも
少ない。

・担い手の確保
が難しい

・令和元年度の目標値
には達しており、市民
の域内消費に対する意
識の向上が見られる。

・令和元年度の目標値に
は達成しておらず、更な
る販売額の拡大が必要で
ある。

対応方針
（課題）

・流通ルートの確保
・消費者ニーズに合っ
た商品開発

・事業継承のた
めの情報提供

・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

令和２年度
目標

本事業の成果等を踏まえ、今後も継続していく事業を見極めるとともに、交流・関係人口を
拡大させる新たな取り組みを取り入れ、来年度以降につなげていく必要があると考えている。

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。
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まんがのまちづくり推進事業
～藤子不二雄Ⓐ先生のふるさと・ひみによるまんがワールドプロジェクト～

（計画期間 平成30年度から令和２年度まで）
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○まんがのまちづくり推進事業の概要

【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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○令和元年度の取り組みについて

■スクールバスとタクシーにキャラクターステッカーを貼付

市内のスクールバス15台とタクシー5台に４大キャラクターとひみぼうずくんが描かれたステッ
カーを貼り付けました。

■樫本学ヴ先生の「キトキトまんがチャレンジ！！」を開催

「月刊コロコロコミック」で、「学級王ヤマザキ」や「コロッケ」を連載した樫本学ヴ先生を講
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、まんがかまぼこづくり、オリ
ジナルキャラづくり等）を氷見市漁業文化交流センターで開催しました。市内外の小中学生や保
護者２９人が参加しました。

開催日：９月１４日

運行開始日：8月27日
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○令和元年度の取り組みについて

■「藤子不二雄Ⓐ先生のふるさと・氷見市」の全国発信
富山県立高志の国文学館で「藤子不二雄Ⓐ展ーⒶの変コレクションー」が開催され、氷見市が協賛
して「藤子Ⓐ先生のふるさと・氷見市」コーナーを設置しました。
また、エコバッグ教室や展示品の貸与など、氷見市潮風ギャラリーからも協力を行い、同館と連携
して市の魅力を来場者にＰＲしました。

開催期間：１０月６日～１２月２２日
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○令和元年度の取り組みについて

■謎解きラリー「忍者ハットリくん 獅子丸捜索大作戦！」の実施

藤子Ⓐ先生のまんがキャラクターを生かし、まちなかに設けられた４箇所のラリーポイントを巡り
ながら、ラリーシートに記載された４つの謎を解くとクリア賞を受け取ることができる謎解きラ
リーイベントを開催しました。また、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新たな取組みも実施しました。

開催期間：令和元年11月3日～令和2年3月31日 152日間

48



○令和元年度の取り組みについて

■まんがロードの延伸

・まんがロードの延伸と新たなフォトスポットの創出によりまちなかへの来訪促進を図るため、
「北の橋」の四隅の親柱上に「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」のブロンズ製のモニュメントを設置し、12月15日の開通式にお披露目しました。
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＜成果＞

潮風ギャラリーでは、 藤子Ⓐ作品の展示替えや夏休み、七夕、ハロウィン、クリスマ
ス等の季節のイベントにあわせ新聞エコバッグ教室やキャラクターグリーティングなど
年間を通してイベントを数多く開催した。

まんがワールド全体では、シルバーウィーク期間中に子どもたちを対象にまんがをテー
マにした体験教室「キトキトまんがチャレンジ！！」を開催したり、まちなかへの回遊
を目的とした謎解きラリー「忍者ハットリくん 獅子丸捜索大作戦！」を長期的に開催
した。また、12月に開通した「北の橋」の親柱上にブロンズ製のモニュメントを4体設
置し、まんがロードの延伸とまんがワールドの充実を図った。

謎解きラリー「忍者ハットリくん 獅子丸捜索大作戦！」 の開催以降、潮風ギャラリー
の入館者数は前年度比月平均200人増となり、平成31年度の入館者数は、19,122人で
過去最高の入館者数となった。

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。
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○ＫＰＩについて 【達成点数平均点：3.25点 総合評価：B】

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

令和元年度目
標

332,500人 18,400人 9,000人 1.85箇所

令和元年度実
績

325,000人 19,122人 8,723人 1.62箇所

KPI達成点数 3点 4点 3点 3点

現状
（問題点）

観光客の5割以上がひ
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
の認知度が低い。ま
た、天候不順（猛暑、
大雨等）により入館
者数が減少した。

「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」のまち
としてのイメージ
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
（対応方針）

「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。

ひみ番屋街からまち
なかへ誘導する案内
看板等が不足してい
るため、新たな看板
等を設置して回遊促
進を図ることが必要
である。

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。
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○令和２年度の取り組みについて

■まんがロードの充実と延伸

ＪＲ氷見駅から伊勢大町交差点までの歩道に新たに「怪物くん」をはじめとするキャラクターモ
ニュメントを4体設置するとともに、まんがワールド充実のため市内で初となるキャラクターベン
チを整備する。

■ＡＲラリー

平成３１年度に続き、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アプ
リによる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

全国の首都圏を会場に毎年開催される藤子不二雄Ⓐ先生の展覧会において、「藤子不二雄Ⓐ先生
のふるさと・氷見市」のコーナーを設置し、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。

■カルチャー関連企画の充実

プロのまんが家を講師に招いたまんが教室や、かまぼこ絵付け体験など氷見ならではの体験がで
きる企画を実施する。
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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、
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）
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○令和元年度実施事業について

■木育拠点運営および自然体験プログラム実施に向けた試行実験

（一財）氷見市花と緑のまちづくり協会が中心となり、木育キャラバンのイベントを開催。木製玩具を集めた場の運営と、野
外では自然体験プログラムを提供し、次年度以降に向けた試行実験とした。

事業期間 令和元年12月5日から令和元年12月8日まで
事業費 2, 3 9 3，4 9 1 円

＜成果＞
・令和3年4月にリニューアルオープンする木育拠点運営に向けた試行実験としたほか、クラフト作家等との協働によるものづく
り体験や自然体験プログラムの企画、実践を行った。

■地域産材の高付加価値化に向けた試行実験

（一財）氷見市花と緑のまちづくり協会が中心となり「ひみレール」「ひみモビール」「内装木質化キット」「富
山木象嵌スマホカバー」「お店屋さんキット」の5点を開発した。

事業期間 令和元年6月27日から令和2年3月25日
事業費 6, 9 3 4, 0 5 7 円

＜成果＞
・5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のほか、木育・自然体験プログラム推進やWeb担当職員を、外部人材として招聘した。

＜成果＞
・招聘した外部人材を中心に組織運営、木育・自然体験プログラムを推進したほか、海浜植物園のHPをリニューアルした。

事業期間 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
事業費 9, 2 1 5, 0 0 0 円

■プロモーションのためのWebサイト構築
海浜植物園HPをリニューアルした。

事業期間 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
事業費 2, 6 2 7, 0 0 0 円
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○令和2年度実施事業について

■内装木質化空間整備

氷見産材を使った内装木質化空間を整備し、令和3年4月の内装木質化リニューアルオープンを目指す。

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

■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する。

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

内装木質化リニューアルイメージ（プロポーザルで選定された事業者によるイメージ）
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○ＫＰＩについて 【達成点数平均点：4点 総合評価：A】

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

令和元年度
目標

0千円 5,500千円 0千円

令和元年度
実績

0千円 7,611千円 0千円

KPI達成点数 ー ４点 ー

現状
（問題点）

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。

令和元年度に第一弾のリニュー
アルが完了し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、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。

令和2年度から自然体験プログラムを
開始しているほか、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。

対応方針
（課題）

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2,111千円
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。

令和2年度
目標

2,500千円 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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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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○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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○令和元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

■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

■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

■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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○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

令和元年度
目標

0人 ０人 ０人

令和元年度
実績

0人 ０人 0人

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。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、
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。

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。

対応方針
（課題）

リニューアル後の来園者満足
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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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年度まで）
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〇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ついて

全国ブランドの「ひみ寒ぶり」をはじめ、「氷見のうどん」、「氷見牛」、「氷見米」など、全国から認め
られている本市の豊かな食の魅力を生かし、氷見市民が国内外の地域や地域の人々との多様な交流を拡大することに
よって、交流・関係人口の拡大を図り、地域の活力を高めるような仕組みをALL氷見で構築する。

当市では、進学や就職を機に首都圏等へ転出するケースが増加し、人口減少、地域づくりの担い手不足とい
う課題に直面している。本市の魅力である「食」のポテンシャルを最大限に生かし、多方面でのネットワークの活用を
図りながら、国内外からの人の流れを拡大させ、自立的で持続的な地域づくりの実現を目指すものである。

目 標

背景・概要

○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

主な取組み

交流・関係人口

食を通じた

交流拡大

豊かな食の魅力発信
氷見きときと

ファンクラブの構築

マーケティング
戦略立案

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

【１年目】
氷見市の認知度を高めるため、国内外

で氷見の特産品等を通じた様々な交流を
図る

【２年目】【３年目】
１.２年目で実施し効果があった事業を継続して行い、更なる磨き

上げを図り、交流・関係人口の拡大につなげる

スケジュール
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＜マーケティング戦略立案事業＞
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、その知見を活用した既存の

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
拡大事業につなげる。

＜豊かな食の魅力を発信する事業の実施＞
・「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」

…東日本連携、ブランド支援事業 など
・「インバウンド誘客拡大に向けたプロモーション事業」…台湾高雄市でのイベント出店 など
・「着地型の誘客イベントの開催及びプロモーション事業」

…ひみ食彩まつり、夜のまちなかグル巡り など

〇令和2年度実施事業について

＜氷見きときとファンクラブ構築事業＞

氷見に関心を持つ人々の組織「氷見きときとファンクラブ」を設立し、会員募集のためのサイトを構築

する。 また、会員に向けた情報発信やプロモーション等を行う。

＜関係店舗（ツナグ場）等を活用した関係人口拡大事業＞
首都圏等での氷見の情報発信・プロモーションの拠点となる「関係店舗（ツナグ場）」の調査及び登録、

「関係店舗（ツナグ場）」を通じた氷見の食の魅力を発信するためのイベント等を企画・実施し、交流・
関係人口拡大をめざす。

※ 令和2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえて、可能な範囲で実施していく。
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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年度まで）
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○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

保育園及び小中学校の給食に氷見の魚を、食材費助成し提供することにより、
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。

また、クロダイの提供を加え、栽培漁業の理解、ブランド向上等を図る。
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（２）氷見の魚を知ろう事業

１、２本のブリを小学校に提供し、鮮魚商にその場で捌いてもらい、その刺
身を小学６年生に試食してもらう。

令和３年度からクロダイも実施する。

（３）漁村活性化推進事業費のうちのお魚さばき方教室及び水産加工体験教室分

魚のさばき方教室２回（うち１回はクロダイ）及び水産加工体験教室を開催する。

○ALLとやま農林水産業の成長産業化プロジェクトの概要 67




