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いきいきと働き続けることが
できる仕組みづくり

1

雇用定住ワーキンググループ

かっこわくさい
グループ



提案の概要

高齢者の就業促進
→ 急速な少子高齢化・人口減少により就労人口を減少
させないために高齢者がいきいきと働き続けることが
できる仕組みを構築するとともに、高齢者の心身機能
の低下を防ぎ、要介護者・認知症の増加を防ぐ
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

シルバー人材センター 介護予防教室



氷見市の現状と課題

就労人口の減少、人手不足
シルバー人材センター会員数の減少
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

７０歳以上は労災などいろいろな
問題がでてくる

Ⅰ.氷見市の高齢化率は３０％以上

Ⅱ.近年は６５歳以上まで働かれる人が多い
定年後 再雇用（社内労働市場） ３～４割
転職を繰り返し ５～６割



課題解決のためのビジョン
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

2.孫のための貯金だけでなく、自分の「貯筋」を増やす

高齢者の就活
1.「働く」の意識改革
働くこと＝介護状態になりにくい、喜び

3.自分の知識・技能を「教えたい」という欲求を刺激する
シルバー人材プロフェッショナル部門

4.リカレント教育の推進
リカレント教育とは⇒フォーマルな教育の修了後，生涯、
教育と他の諸活動（労働，余暇など）を交互に繰り返す
教育システム

人生100年
時代なので・・・



提案する施策 と 想定される事業効果

① 高齢者がいきいきと働き続ける
ことで健康寿命の延伸が期待できる

② 地域の経済活動が活発になる
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

人材バンク的な仕組みづくり

施 策

効 果



施策の具体的な内容

受入企業への働きかけ、説明会・
マッチングフェアの開催
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

介護予防・認知症予防のための就労セミナーの開催

例）日光で高齢者が上手にガイド
してくれた。ガイド料は高かった。

氷見市役所でシニア限定の合同就職説明会の開催
（富山県のシニア人材バンクが年１回実施している）

観光サービスとのマッチング



若者・高校生のコミュニティ
による地域の人材育成
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雇用定住ワーキンググループ



提案の概要

若者のコミュニティの場を通じたひとづくり
→ 市内各地域の若者が集い、自分たちの未来を語り合う
とともに、親睦を深める交流や地域課題と向き合う主体
的な活動等を行うことができる場・仕組みを提供する。

氷見高校生による現場での学び・地域活動の
促進
→ ふるさと氷見の価値や魅力を現場で学び・理解し、
維持発展させていくための自主的な取り組みを促進する。
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容



若者の意見 いろいろ詮索されたくない。
うるさく言われたくない。
みんな忙しい。

大きなお世話になる可能性「大」

氷見市の現状と課題

若者のつながりが薄い
若者のコミュニティの欠如

現代版「青年学級」の実現
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容



課題解決のためのビジョン

若者が魅力を感じ、参加したくなる仕組み・きっかけ
づくり

現代版「青年学級」
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

本社

ダンスパーティー

ドライブ

キャンプなど

・やりたいことができる
よう活動内容を任せる。
若者・高校生の自主性を
尊重
・楽しみながらやる。
・高校の文化祭の延長
でよい。

氷見ににぎわいを創出する
イベントの企画・運営



提案する施策 と 想定される事業効果

現代版「青年学級」の実現
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

グループ内の絆が深まり、居場所ができることで氷見
への愛着が高まる

若者のコミュニティ活動が活発化し、地域を担う人材
が育ち、地域に活気が生まれる

地域課題に対する若者の関心が深まる

企画・イベント等に主体的に参画することで、男女の
出逢いの場が生まれ、結婚へとつながる



施策の具体的な内容

都会的な香りがするイベント・場は必要
例）マルシェ、満月バル

５０名くらいまでは足で共感者を集める
例）文化祭・体育祭

ゆるく集める ⇒ バックアップ体制
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

課題：誰に中心になってもらうのか

【女性若者ワーキンググループでの意見】



公共資産（施設・空地等）の
価値の最大利用の促進
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雇用定住ワーキンググループ



提案の概要

公共資産（施設・空地等）の価値の最大利用の
促進
→ 民間企業等の大胆な発想、企画により公共資産
（施設・空地等）が持つ価値を最大限生かした利用

・旧市役所跡地
・海浜植物園とその周辺
・漁業文化交流センター など

14

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容



氷見市の現状と課題

公共資産（施設・空地等）が有効に
活用されていない
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

氷見市がプラン
を作成

プランには、夢がない、喜びがない、
若い人が留まる理由がみつからない



課題解決のためのビジョン
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

氷見市の人間が氷見市の考え方で
観光や楽しみを考えても若者が夢を
持てない

日本の一流の力を借りる



提案する施策 と 想定される事業効果
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

わくわく感のようなもの「夢」を

子どもたちに示してあげる

例）３年後に氷見市はこうなる。
氷見市にこんなものができる。

氷見市には何もないから都会へ行く

自分の住んでいる土地は夢も希望もある



施策の具体的な内容
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

藤子ホテルの建設
旧市役所跡に壁紙等が藤子不二雄Ａ先生のキャラクター
となっているホテルの建設

富山湾ビューのホテル

生家のとなり
圧倒的なインパクト



施策の具体的な内容
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

海浜植物園周辺整備（サーフタウン構想）

「サーフィン」という言葉のイメージ

これまでの氷見にない新しさを感じる
氷見という街のイメージをガラッと変える！

ＪＲ新駅設置
駅周辺の宅地開発分譲



施策の具体的な内容
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

㈱シマノによる釣り大会や
サイクリング大会の開催

㈱シマノ：釣具、自転車の一流メーカー

漁業交流文化センターの
運営を任せる

漁業交流文化センターから自転車でまちなかへ

国際的な大会も！

番屋街にあるレンタサイクルは休日すべて貸出状態



施策の具体的な内容
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提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容

１番ホール

まちなかパークゴルフ場の整備

・まちなかの空地を活用する【隣の壁面にプロゴルファー猿】
・中央町ポケットパークを１番ホールとし、レンタサイクルで
まちなかの９ホールを回る
・途中、茶店（団子などが名物になるとよい）を設け、休んで
もらう

まちなかをパークゴルフ場に見立てる





女性・若者ワーキンググループ（昼の部）

氷見市の未来について
語り合うとき
私たちの考えること



これまでの経緯

【話し合ったこと】
〇ひみのいいところと、よくないところは？
〇１０年後の氷見はどうなってほしい？
〇そのためにいまできることは？
【第２回目までの宿題】
〇今日話し合ったテーマについて、自分の周りの人の声を集めてくる。

第1回 氷見の未来に想いをめぐらす

【話し合ったこと】
〇集めてきた周りの人の声を共有しよう。
〇集めてきた声の中から深堀りしたいテーマを選ぼう。
〇選んだテーマをもとに事業アイデアを出してみよう。

第２回 市民の声を集めてくる

【話し合ったこと】
〇第2回のアイデアをブラッシュアップして具体的にしよう。
〇アイデアを盛り込んで「未来の氷見の姿」をつくろう。
〇「10年後の氷見の姿」をことばで表そう。

第３回 事業アイデアを練ってみる
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第１回
現状・未来・施
策を３つのグ
ループで発表し、
アイデアを共有
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事業の種が続々と…！

カテゴリ エリア コンテンツ ポストイットから

飲食 湊川沿い 飲食店巡り 湊川沿いに○○屋さん
おいしいものが沢山ある

商業 商店街 空き店舗の活用
週１回のチャレンジ店舗

空き店舗を貸し出したらいい

観光 市内各所 市民目線マップ
〇〇さんおススメの●●

新しいお店がどんどんできている
観光客が増えている
体験型施設

子育て 市内各所 廃校、空き施設の活用
住宅
年間通したハンドボール施設
インターチェンジの活用

遊具のある公園が少ない
子育て世帯を増やしたい
特徴のある学校を

その他 関心のない人を引き込む仕掛け
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1回目のグループワークで出たアイデア６つ

・お金の地域内循環
・ハンドボール世界大会in氷見
・氷見を寿司の聖地に
・既存のものを大事に使う
・みんなが集まれる大屋根施設
・味・技の継承

第２回

前回のアイデア
６つを絞り込み、

具体化

３つに絞り込んでグループワーク

Ａみんなが集まれる大屋根施設
～全世代型・安心アミューズメントパーク～

Ｂ味・技の継承
～氷見のお寿司や工芸品を継承、多様な暮らしかたを実現

Ｃお金の地域内循環
～高齢者が孫世代に尽くす～



Ａ みんなが集まれる大屋根施設
～全世代型・安心アミューズメントパーク～

安心・安全・環境にもやさしいみんなの広場

・大きな屋根が雨・雪・太陽から守ってくれる（既存の施設利用も）

・親も祖父母も楽に育児、子どもも思い切り遊べる

・みんなで運営。掃除や季節行事、ルール作りも話し合って考える。

・NPOバスの拠点とすれば山手のひとも高齢者も集まりやすい

・付加価値 ex.子どもを遊ばせながらお茶できる 副業拠点 技術継承

・近くにお店や住宅地ができれば人口も増える

あったらいいな、こんな使い方

カフェ、図書館、バー、病後児保育、物々交換エリア、セカンドハン
ドショップ、畑、カルチャーセンター、フリースペース

畑から収穫した野菜、漁港から届い
た魚、山で育った氷見牛、氷見のもの
が買えて、調理できて、食べられる
マーケットのような役割もいいな



図書館

市場・リサイクルショップ

広々とした空間で
自由にのびのびと過
ごす市民のみなさん。
理想の大屋根施設が
ここに……！？

ヘルシンキ・タリンの事例



○業者側（現状）

後継者問題 寿司屋が消えることへの危機感で

飲食スクールを開始

確実に継げる仕組みを慌てず、しかし早急に

他の業種でも後継者不足・施設老朽化による廃業増加

→他の業種にも広がるか？

○継承する側・求職者側へ

新しい働き方の提案

・季節ごとの仕事を積み上げて生計を立てる→継業のきっかけにも

・氷見の特産物を継いで生業にする ex. 論田もち、藤箕

・マイクロ求人をサイトや紙でみえる化 ex.草むしり、雪下し

じっくりと、納得のいくマッチングを

・1次産業の価値を高める

・やっている人と、やってみたい人のマッチング

職業訓練校のような「なりわいスクール」

→氷見の産業（例 鉄鋼・農業等）の教育の場をつくる

Ｂ 味・技の継承
～氷見をお寿司の聖地に・多様な暮らしかた～



Ｃ お金の地域内循環
～高齢者が孫世代に尽くす～
生きがい、地域への愛着 市内のタンス預金1200億円を循環！

【動機付け】

寄付したくなるメニューリスト

ex. お寿司券＋送迎付き 祇園祭のヤマ補修

地域を経営する役員

【仕組み】

地域貢献ファンド

公開型プレゼンでファンドが投資

【メリット】

お金を名誉に変える

祭り・自然・文化を守るための

投資
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第３回

アイデアを事業
に

ａ 新文化施設について考えてみた

≪懸念≫

・これまでの文化施設があまり利用されていない

・長期的な維持管理費・収益性は確保されるのか？

・高岡や近隣と同じようになるのは、いかがなものか

≪世代ごとのニーズを想像してみる≫

０～６歳はリニューアルされる植物園へ

７～18歳 中高校生の学習場・遊び場

19～60歳 産業教育、ジム、チームビルディング

高齢者 寿養荘の代替 入浴、健康マージャン、NPOバスの拠点

≪みえてきたことは…≫

・現在分散している機能の集約とつなぎが必要

・他市からも集客し、収益を循環させる工夫

・だれもが思い思いに過ごせる屋内広場があるとよい。時勢や社会の変化に応
じて、柔軟に形を変えられるように。

・持続可能な運営体制、維持管理費を計画。市民による運営、壁塗りや清掃なども

・市民満足度を上げる→市民の「自分の手で作っている」意識や「市政に参加して
いる、尊重されている」という実感が「満足」につながるのではないか。
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≪現状≫

・人口減少！継業・起業共に、これからの氷見には必要

・人手不足・高齢化で「ちょっと仕事」の増加。でも見えてこない

≪こうなったらいい！≫

○小さな仕事を、安心して始められる支援（ステップケア・場所）

○副業ＯＫ・縛られない働き方が可能な労働環境

→移住者増、若者と地域をつなぐきっかけにも

≪解決策≫

・地域や個人の「ちょっと仕事」、事業継承情報を見える化

・空き家バンクの紹介のように事業を紹介をしてはどうか

・お祭りの手伝いなどこれまで口づてだった仕事をオープンに。県内外か
らの体験も受け入れ →若い人・意欲のある人が応募してくれるかも

・ギルドのクエスト（モンハン）のイメージ 仕事のリストから選ぶ

例）十日町のまちかどギルド

ｂ 氷見が先駆け！
多様な暮らし方・働き方のモデル



12

ばしょ

しくみ

なかみ

まとめ新文化施設・大屋根施設
市民がつくり持続可能な運営を

「伝承と新しい価値の創造」を
みんなでおこない、応援し合い

民間資金と仕事を循環させる
新しい働き方モデルを実行

応援しあい、認め合い、
市民として生きることを誇りに思える

10年後の
氷見の姿



女性・若者ＷＧのアイデアに
ついて

女性・若者ワーキンググループ（夜）



2

ＷＧの経過

第１回 ６/27
キーワード化
①１０年後にありたい姿
②自分の立場で実現したいこと
③他の人と協働して実現したいこと

第２回 7/23
現状から将来を考察
①現状（２０１９年）
②２０２５年
③２０３０年

第３回 9/2
将来像を達成するための施策考察



ＷＧでのアイデア

【教育】
「西の杜学園におけるSTEAM教育」

【移住・定住】
「氷見“ツナグ場”プロジェクト」

【林業】
「氷見の杜プロジェクト」

【雇用】
「みんなで始める小商い発見講座」

【多様性】
「多様性を認め合える社会づくり」

※ 朱書きは後に発表



発表以外のアイデア概要

【教育】「西の杜学園におけるSTEAM※教育」

探究心の成長を促し、AIなどの未来型技術に対応す

る能力を育む

【林業】「氷見の杜プロジェクト」

山林の所有者の明確化、データベース化及び山林の

取引を可能にする

山のファンクラブや担い手育成を図る

【多様性】「多様性を認め合える社会づくり」

多様性を認め合う都市宣言を行う

※STEAM : Science（科学）,Technology（技術）,Engineering（工学）,

Art （芸術）,Mathematics（数学）



氷見“ツナグ場”プロジェクト
～都市圏での関係店舗構築に向けて～

女性・若者ワーキンググループ（夜）



提案の概要

氷見 “ツナグ場” プロジェクト
ⅰ）氷見で働く「かっこいい大人たち」と都市部で交わる場づくり

⇒“ツナグ場”の創設、シェア・イベント・交流事業の展開

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

ⅱ）都市部と氷見を往復する「かっこいい大人たち」が増加
⇒田園回帰と新しい
社会の新ビジネスが
進展

ⅲ）若者が戻ってくるための
「空き家」の流通増
⇒高齢者の終活プラン
深化による「空き家」
の流通増
サブリースによる空き家
の優良物件化

（既存ストックの優良保全）



現状と課題

・大学や就職を機に若者が市外へ転出

・「帰ってきて」のメッセージを発信しているだけ

・戻ってきたいと思う人が住みたい魅力的な家が少ない
＋

・都市部で通じる「かっこいい」企業や人が少ない

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

→首都圏で、“ツナグ場”をつくると・・・

コスト高、効果が薄い



課題解決へのビジョン

8

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

・都市部（県外）に氷見市を発信できる「関係店舗」を作る
※氷見を第２の故郷と思うお店、氷見のファン

氷見と都市を「ツナグ場」へ
※魅力的な氷見市の発信の場、交流の場



提案する施策 と 想定される事業効果

・新たなビジネスマッチングによる氷見市の産業振興
・関係店舗を“ツナグ場”とした氷見ゆかりの人々との交流と
関係人口創出・ＵＩターンの機運醸成

・魅力的な氷見を積極的に発信する場の創設

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

関係店舗A

👤 👤

👤

氷見出身の学生
👤 👤

👤

氷見出身の社会人

👤 👤

👤

氷見に興味ある人

👤 👤

👤

一般客

食材
氷見 ×〇店舗

“ツナグ場”＝“関係店舗”と位置づけ、首都圏のみならず全国の主

要都市部で氷見市との深い関わりと応援の志を有する“関係
店舗”を作ることで、以下の事業効果を目指すものである。



施策の具体的な内容

都市部（県外）に氷見市を発信できる「関係店舗」を作る
→氷見と都市を「ツナグ場」へ

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

①コーディネーターの委嘱と
市内の「食資源」のリスト化

②プレスリリースやセールスを
通して、関係店舗の種を開拓

③関係店舗の種となった店舗と
地域をコーディネーターが繋ぎ、

「関係店舗」として総合的なバッ
クアップを実施

④関係店舗でのイベントや交流
事業を通して“ツナグ場”化

⑤関係店舗を核とした「氷見市の
魅力発信体制」の構築



みんなで始める小商い発見講座

女性・若者ワーキンググループ（夜）



提案の概要

みんなで始める小商い発見講座
起業・複業に興味がある人

なんとなく何かしたいと思っている人

「みんなで始める小商い発見講座」に参加

小さな仕事塾・創業塾へつなぐ

• 市内新規創業者数が増える（副業も含む）
• 移住者、新規創業者などのコミュニティの創出
• 市内の空き家などの利活用促進

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

はじめの
一歩

より興味
のある人



現状と課題

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

今回集まったメンバー 外から来て起業した人

想い 起業を含め、やりたいことが出来るまちにしたい

起業・副業、その他なんとなく何かしたいと思っているが、、

現状と課題 やりたいことが始められな
い、できない人が多い？

• なかなか踏み出せず、きっかけがあれば始めてみたい
• 何となく興味があり知りたい
• 始め方がわからない



課題解決へのビジョン

①いきなり創業するのは難しい

②何かをはじめたいと思っている人への動機づけを支援

③起業する、新しい事を始めるきっかけを作る

④氷見でやりたい事を始める人の増加

14

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模



提案する施策、事業効果

15

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

・小商い発見講座を通して

起業予備軍を発見、育成する
次のSTEPへ（関係企業・移住者・関係人口の増加）

仕事塾

創業

地域の６次産業化 小商い

人生設計
やる気

アイデア具体化

空き家等の利活用
コミュニティの形成

・小商い発見講座



具体的な内容

・対象：小さな商いを始めたいと思っている人
一人では始められないと思っている人

・内容①自己の棚卸、人生設計

②会社の規模関係なく経営者など幅広い方達から

創業体験談を聞く。

③相談しながらアイデアを具体化する。

④「創業塾」、「小さな仕事塾」へ結びつけ

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

小商い発見講座

創業塾
（商工会議所）

小さな仕事塾
（ＩＪＵセンター）

・気軽に始められる
きっかけ作り



施策の具体的な内容

提案の概要 現状と課題
課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果

具体的な内容
予算規模

各関係団体の役割

市

地域

産業界

信用できる場の提供

実際に商いをする空き店舗、空き家の紹介など

ノウハウの提供

• 市内新規創業者数が増える（副業も含む）
• 移住者、新規創業者などのコミュニティの創出
• 市内の空き家などの利活用促進





食文化ワーキンググループ

1

西塚信司（氷見稲積梅株式会社）

梶 明美（きときとごはん）

柿谷政希子（柿太水産）

澤田典久（ソライロ）

山崎勇人（セイズファーム）

高澤龍一（高澤酒造場）

廣 和仁（ナイスファーム）



提案の概要

→地先の海から揚がる魚を 身近に そして 市民の誇りに
地魚を食べていますか？
氷見の魚を求め市外から多くの方が氷見を訪問。

⇩
そんな氷見の魚（地魚）を市民が食べる機会を増やし、
その美味しさを再認識し、郷土の誇りにつなげる。

⇩
氷見を名実もとに「魚のまち」を目指す。

1

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



魚離れが進んでいる（骨が面倒、調理が難しい）
魚は切り身のようにいると思っている子どもがいる
漁獲量の減少

2

氷見に愛着を持てない
観光客にお勧めの魚、旬の魚を聞かれても答えられない

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

「食の都ひみ」の筆頭食材『魚』を食する機会が減っている

氷見市の現状と課題



課題解決のためのビジョン
魚をもっともっと身近なものにする

3

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

『子どもに魚料理を食べさせたい』など魚に関心のある方、
魚を料理してみたい人、地魚ファンを増やす

暮らしの中や街に魚があふれ 魚と暮らす氷見
「魚まみれの氷見」にする

魚が日常の食卓や、話題に良く出るようにする
ex．『アオリ、でかなったのう』



提案する施策 と 想定される事業効果

4

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

魚を料理することへの抵抗感をなくし、地魚料理を食べる
機会を増やし、美味しさを体にしみ込ませる【胃袋をつかむ】

口コミで魚料理が広がる
魚を買う機会が増える
氷見に誇りと愛着を持つ
ようになる

魚料理をSNSで発信する
氷見の魚がSNSを回遊(拡散)する
氷見の旬の魚（鰤以外）が広まり、
年間を通じて来訪者が来る

スーパーでは鮮魚コーナーから見る（献立は魚料理から考える）
魚屋さんにもちょくちょく行く
魚屋さんと仲良しになり、美味しい食べ方情報をもらう

魚料理を食べた家族が喜ぶ



施策の具体的内容
魚さばき方教室、魚料理教室に参加した方に
地魚購入券（２月ごとに１回1,000円）を配る
⇒教室終了後も地魚を定期的に購入し、
（捌き）、料理し、（SNSに投稿）、
旬の魚を食べる

5

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン 具体的な内容

コズクラ 97.4㌧が水揚げされた魚市場（R元.9.7）地魚が大量に獲れた時に、
魚屋やスーパーで地魚を無料で
配る（レシピ付き）

⇒地魚を（捌き）、料理し、
（SNSに投稿）、旬の魚を食べる

提案する施策
事業効果

氷見版
地魚動画レシピ集



提案の概要

⇒廃校となった学校を
地域の人たちから愛され、
足しげく通う拠点とする

◎提案の概要
学校は、教育、社会教育、防災など、地域拠点である

地域の人口減少により廃校となる学校があるが、引き続き
地域の方など多くの人々が通う、地域コミュニティや地域外
からの交流が生まれる施設として活用する

1

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



・中山間地域では人口が減少する
・子どもたちも少なくなり小学校が廃校となる

2

・学校は子どもたちを学び育ててくれた住民の心の拠りどころ
・学校には、教室・体育館・グラウンド等があり、様々に活用
できる可能があることから、地域資源を伸ばす拠点になれる

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

氷見市の現状と課題

・「ニア・イズ・ベター」
・「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢い者が生き延
びるのでもない。唯一生き残るのは変化できる者である。」



課題解決のためのビジョン
地域のいろいろな世代の人が楽しめる、地域が稼げる
など人が集う要因がいろいろあるところ

地域の人たちが楽しく集うところは、他の地域の人に
とっても楽しく、魅力的なところ

地域のたまり場、コミュニティの拠点
移住交流、関係人口の拡大

3

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



提案する施策 と 想定される事業効果

4

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

地域づくり協議会の設立と民間事業の連携
地域の資源活用、問題解決の仕組みづくり
運営・指導の人材確保と育成
地域の理解と多様な世代の関わり

廃校を地域資源を伸ばす拠点とする

地域の人と民間や移住者などが力を合わせた活動が行われる
地域の活動拠点とする



具体的な内容
活用例

• 大人の学校
• 若者と高齢者のシェアハウス
• 創業支援としてのシェアオフィス
• ゲストハウス
• ものづくりの場、伝承の場
（そうけ、わら細工、藤箕など）

• 食の生産拠点（植物工場、
イノシシ加工所、醸造所など）

5

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容





提案の概要

→地域ごとに特色ある農産物を栽培し、
加工、販売、農業体験などで地域を元気に

氷見は美味しいところ＿
氷見は「ひみ寒ぶり」に代表される魚が美味しいところですが、
魚だけではなく、お米をはじめ地域にさまざまな美味しい農作
物が収穫できるところ

この農作物を地域の新たな柱として育て
多くの人がかかわり、多くの人が満足でき
るものへの発展させる

1

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



地域ごとに特色ある農産物が栽培され、加工されている
稲積地区 ⇒ 梅 → 梅干し、梅酒など
速川地区 ⇒ さつまいも → 焼酎、干し芋、スイーツ
余川地区 ⇒ ブドウ → ワイン
大境地区 ⇒ みかん → ジェラート、ジャムなど
触坂地区 ⇒ ブルーベリー → ジャム、収穫体験

2

・ブランドや収益性を高めるため収量の増加
・ニーズを踏まえた商品開発（特別栽培など）
・担い手不足

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

氷見市の現状と課題



課題解決のためのビジョン

地域で育った魅力的な農産物でファンをふやす

3

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

地域で作られている農作物を、耕作放棄地を利用して作付け
拡大をする ⇒【イノシシが近寄らない】

地域ごとによる多種多様な特産品ができる【お土産の充実】
多品種の体験農業できる【異なる時期、各地区への訪問】

収穫量が増え、多方面に出荷できる【多方面への発信】
農作業に地域の方々や市外の方を雇用する【雇用や就労】



提案する施策 と 想定される事業効果

4

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

地域ごとに特色ある農産物を栽培し、
加工品、農業体験で地域の元気づくり

農業に関心を持つ方が増える
担い手確保、耕作放棄地減少

地域ごとで違う農産物の栽培（競合しない、多品種展開）

加工品製造（高付加価値化、Ｂ級品活用）

農業体験（ふれあい、地域理解）
雇用

高収入
健康づくり

食の都のグレードが上がる
体験観光の選択増加、来訪者の増加



施策の具体的内容
地区ごとに主力となる農産品を決め
栽培、加工、農業体験を支援する

5

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン 具体的な内容提案する施策

事業効果

農業体験から氷見への愛着と就農意欲を
高めてもらい、就農への支援（経営モデル
の提示、農地・機械の取得、調整など）





提案の概要

→地元の新鮮食材による給食で子どもたちがすくすくと

食は人が生きてうえで大切なものの一つ

次代を担う子どもたちが心身とも健やかに

子どもたちにとって

⇒地元の安全安心な良質の食材を食べて健やかに

⇒地元食材の消費、食品ロス防止、家庭に広がる食育
1

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



氷見市の現状と課題

給食での氷見産食材の使用状況
・お米（100％）、小松菜、ニンジン、大根、玉ねぎ、
煮干し、氷見うどん、魚、マコモタケ など

2

◎田畑のうち約９割が水田 ⇒ 米が主力で生産量がある
◎野菜の生産量が少ない ⇒ 提供できる量、規格が無い
◎食材費が安い ⇒ 購入できる食材の限界
〇主要魚種の漁獲量の減少 ⇒ 価格・量が給食にあわない
〇農水産業の従事者の減少 ⇒ 生産量の減少が危惧される

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

「食の都ひみ」だが子供たちの給食には氷見産が少ない



課題解決へのビジョン
食材調達の難しさ
◎生産現場
・学校等が欲しい食材がわからない
・規格（大きさ・病害虫の程度）や価格がわからない
◎学校
・どのような食材が提供できるのかわからない

※生産現場、調理現場の状況が共通理解されていない

それぞれの現場の情報の共有と理解が必要
⇒情報交換会、現場への相互訪問、橋渡し役

3

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



提案する施策 と 想定される事業効果
給食に使用する氷見産食材を多くする
将来的に自然栽培（オーガニック）の食材にする

子どもたちが氷見産食材を食べる
※生産者や生産場所がイメージできることで、
食材への感謝や地域への愛着が増す。
※生産者の意欲が増し、耕作放棄地の減少につながる。
地元の新鮮で美味しい食材で、野菜や魚が嫌いな子供が減る

自然栽培（農薬、化学・有機肥料、除草剤の
不使用）食材で、安心安全な給食へ ＝ 人にも
自然環境にも優しい、安心安全な農業へ 4

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

・子育て支援の
特徴的な事業
・転入者の増加

・子育て支援の
特徴的な事業
・転入者の増加



施策の具体的な内容（事例）

5

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

今治市の給食
・ご飯は今治産特別栽培米
（農薬・化学肥料50％以上削減）

・パンの今治産小麦の使用割合８５．１％
・豆腐は今治産大豆
・野菜の使用割合（有機農作物約２０品目使用）
今治産（有機）3.1％、今治産42.7％、愛媛県産9.3％

・校内放送での生産者紹介
『今日の人参は〇〇〇〇さんが作ってくれたものです。』

滑川市の給食
・ジャガイモ、ニンジンなどを４つの営農組合と契約栽培
・農家に肥料代や農薬代の補助
・直売所会員への野菜栽培依頼と収集



具体的な内容
給食コーディネーターが生産者・学校等をつなぐ

6

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

希望する食材・規格など
農 家
漁業者

保育園
幼稚園

認定こども園
小学校
中学校食材の提供

給食コーディネーター

栽培できる食材
提供予定時期

情報提供
栽培指導

情報提供

運搬補助

代金の支払い事務補助

ジャガイモ、ネギなど

できる食材から

栽培指導 栽培実習

食育推進計画



管理栄養士 佐々木十美
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置戸町の給食を日本一と呼ばれるま
でに育て上げた！

おけとちょう



豊かな農林水産（資源）
で氷見の魅力を伝えよう

1

農林水産ワーキンググループ

～今あるものを活用して～



提案の概要

⇒就労先として選択されるために
小学生から大学生、大人まで段階的に伝える場をつくる

◎提案の概要

農林水産は、氷見にとって重要な産業である。

若い世代の多くは他業種に就職し、農林水産業に就く若者
が減少しており、担い手の確保は厳しく状況にある。
そのため、再び魅力と活気あふれる元気な農林水産業とす
るために、子供から大人まで農林水産業の仕事の魅力を知っ
てもらうための仕組みをつくる。 2

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



農林水産業に携わる担い手不足・高齢化
将来的には、後継者がいなくなり廃業となる

豊かな資源が放置されてしまう
氷見産の米、野菜、魚、肉、木材がなくなる

3

高校３年生を対象に市内企業の就職企業説明会やガイダンス
が開催されているが、生産者（農林水産業）の参加はない

農林水産業では仕事の内容などを知ってもらう機会が全くな
い状況にあるため、仕事について知ってもらうことが必要

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

氷見市の現状と課題



課題解決のためのビジョン
担い手確保の難しさ
◎生産者（農林水産）
・担い手がいなくて困っている
・仕事を知ってもらう機会が少ない、無
◎若者（高校生、大学生など）
・悪いイメージが強く実際の状況を知らない
※農林水産業者と若者が話し合う場がない

農林水産業の魅力を体験することで親しみを感じる
⇒段階的に仕事の魅力を伝える場をつくる
⇒農林水産の仕事に就き、楽しみ、喜びの発信

4

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



提案する施策 と 想定される事業効果

5

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

小さい頃から農林水産の仕事を体験する機会を創る
ことで仕事の楽しさ喜びを体で感じる（心をつかむ）

◎若者
・高校進学時のきっかけ
・高校で体験して喜び
・将来の仕事として選ぶ

氷見の農林水産業が魅力ある産業

◎生産者
・若者を受け入れ意欲的に
・チャレンジ精神の芽生え
・新たな技術、商品、分野

・仕事とする若者が増える
・仕事の魅力を発信する

・担い手の確保
・儲かる仕事として工夫



具体的な内容
若者と生産者つなぐ仕事の魅力を伝える場

6

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

生産者
農業
畜産
林業
漁業

中学生 １４歳の挑戦

高校生 おためしインターシップ

大学生 農林水産に特化した説明会

他地域 農林水産の魅力を発信、説明会

小学生 遊びで体験

◆小学生から大学生、大人まで段階を踏んで仕事の魅力を伝える◆

・カリキュラム作成
・ガイドライン作成
・受け入れ体制の整備
・アルバイト許可
・各種情報収集、提供
・魅力の情報発信

橋渡し役（行政、各種団体等で構成）
仮称）「まるごと氷見ワーク学校」



提案の概要

⇒長期滞在する観光客を増やすため
氷見の豊かな自然（農林水産）を生かした滞在型観光と
日本一の○○で人がにぎわう場を創出し魅力を発信する

◎提案の概要
氷見に訪れる観光客の多くは「ひみ番屋街」に立ち寄るだけ
で滞在時間が短いという状況にある。
そのため、国内外、幅広い世代の観光客が長期滞在（宿泊）
したくなるような
・氷見の豊かな自然や地域を生かした魅力的な体験メニュー
・日本一の○○など魅力を発信できるようなものづくり
で観光客の滞在時間を長くする仕組みをつくる

7

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容



観光客の滞在時間が短い
観光客の多くは車や観光バスで来る

「ひみ番屋街」で食べて、買って帰る
氷見温泉郷や民宿には泊まらずに帰ってしまう

8

氷見には海・里・山と自
然が豊富にあるがそれらの
産業を体験観光として上手
く活用されていない

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

氷見市の現状と課題

集客につながる目玉とな
るものがなく魅力を発信す
る材料がない。食だけでは
長期観光客とはならない

長期滞在地として選ばれない



課題解決のためのビジョン
観光客に長く滞在してもらうためには？
氷見に訪れた観光客にアンケートした結果（H３０年度）
※関東圏、関西圏、中部圏からの観光客

次回の旅行で楽しみたい市内観光資源は？
１位 地域の祭りや生活文化にふれること
２位 地域の歴史文化にふれること
３位 海や山での体験、忍者ハットリくん列車など

9

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

今回の旅行で楽しんだ市内観光資源は？
１位 新鮮な魚介類を使った料理を食べること
２位 氷見の新鮮な食材を購入すること
３位 温泉に入浴すること

観光客のニーズ
地域の生活文化、海、山などの体験を望んでいる



提案する施策 と 想定される事業効果

10

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

◎氷見の豊かな自然を活用した仕事や暮らしを体験しても
らうことで観光客が体で楽しさや喜び感じる時間づくり

◎市街地周辺
・ひみ里山杉を観光客に
・氷見の玄関口を元気に
・日本一の○○を観光客

◎観光客の滞在時間が長くなる、リピーター客増
◎地域と産業の活性化、観光経済の向上、資源の維持

◎農山漁村
・日常どおりの仕事体験
・日常どおりの暮らし体験
・古民家を利用した宿泊

◎市街地に日本一の○○で驚きと楽しみ時間づくり



具体的な内容
氷見の魅力をまるごと滞在型観光づくり

11

提案の概要 現状と課題 課題解決への
ビジョン

提案する施策
事業効果 具体的な内容

地域で受け入れ
（田舎くらし体験、宿泊）

◎体験型観光
農業 (米、野菜、果樹、加工）
畜産（氷見牛、加工）
林業（ひみ里山杉、竹細工、藤箕）
漁業（観光漁業、地引網、加工）
猟師（イノシシ、カモなど）

◆国内外の観光客に氷見の自然を通して魅力を体感してもらい◆

・体験メニュー開発 ・受け入れ体制の整備
・各種情報収集、提供 ・魅力の情報発信

橋渡し役（観光協会、商工会議所、漁協、農協、森林組合）

◎市街地周遊観光
氷見駅前
・ひみ里山杉（駅前ラウンジ）
・大水槽（インパクトづくり）
まちなか
・ひみ里山杉（集いの場、遊歩道）
・ひみ里山杉の遊具（子供の遊び場）


