
事業シート（概要説明書）

予算事業名 産業観光魅力創出事業 事業開始年度 2007年度

上位施策事業名 第３次富山県観光振興戦略プラン 担当局・部名 地方創生局

根拠法令等 産業観光魅力創出事業補助金交付要綱 担当課･係名 観光振興室

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 長守

実施の背景

　平成17年度に、県、市町村、観光協会、各商工会議所、関連企業等により「富山県産業観光推進協
議会」を立ち上げ、県内各企業に対するアンケート調査や意見交換会・研修会等を実施した結果、産
業観光客の受入態勢に大きな課題があると分かった。
　これを受けて、県では平成19年度に「国際・産業観光施設魅力アップ支援事業」を創設し、海外観光
客と産業観光客の受入態勢整備の支援を実施。翌年度、この事業から分離する形で「産業観光魅力
創出事業」を立ち上げた。

目　的
（何をどうしたいのか）

県内企業における産業観光客の受入態勢の整備を促進する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

産業観光に取り組む県内企業、団体
対象者数

実施方法

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：民間事業者　実施主体：県  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

〇産業観光案内用備品の整備への補助
　（補助率1/2以内、上限額250千円）
　・説明用DVD 、パンフレット等の作成
　・外国人観光客向けパンフレット翻訳
　・案内用マイク、イヤホンセット購入
　・説明用会議室の机・いす等の購入など

〇産業観光案内コースの整備への補助
　（補助率1/2以内、上限額500千円）
　･工場内通路の安全柵・誘導表示等設置
　･説明用会議室の間仕切り変更、照明、
　 音響設備等の設置
  ･駐車場内の区画整備、車止め等の設置
  ･観光客用のトイレの設置、外国人観光
   客受入れのためのトイレの改修など

〇産業観光付帯施設整備への補助
　（補助率1/3以内、上限額2,000千円）
  ･企業の概要、歴史などの紹介コーナー
　 の設置

5,000
・補助事業の件数
・補助額

千
円

関連事業
（同一目的事業等）

社4,067

2022 年度

企業立地助成金(担当:立地通商課)
ものづくり産業の見学・体験施設等を整備する場合の助成
補助率1/3以内、上限額20,000千円

事業番号20-2

ここから成果指標を導きます。



事業シート（概要説明書）

予算事業名 産業観光魅力創出事業 事業開始年度 2007年度

2022 年度事業番号20-2

活動実績

整備前　約6,000名
↓

整備後　約13,600名

産業観光特設サイトに掲載されている産
業観光施設数

施設 157 147 147

産業観光魅力創出事業補助金補助件数
（累計）

件 100 95 90

成果
（目標達成状況）

／

産業観光案内コースの整備への補助 件 ３/４ １/４

６/４

2021 年度

事
業
成
果

コ
ス
ト

事
業
費

事業費合計 5,000 千円 3,059 千円 1,039

事業費内訳
（2021年度分）

〇見学用パネル、PC、タブレット端末購入への補助　249千円
〇見学者用トイレの洋式化工事への補助　340千円
〇見学者用トイレの洋式化工事への補助　467千円
〇見学者用ユニバーサルトイレ、駐車場、駐輪場整備への補助　500千円
〇企業紹介コーナー設置への補助　1,503千円

人
件
費

担当正職員 0.2 人 1,476 千円 0.2 人 1,460 0.2 人

0.2 人

臨時職員等 人 0 千円 人 0 千円

人件費合計 0.2 人 1,476 千円 0.2 人 1,460 千円 0.2 人

千円

総事業費 6,476 千円 4,519 千円 2,494 千円 3,987 千円

国県支出金
2,500 千円 1,529 千円 519 千円 1,241

その他特財
千円 千円 千円

地方債 千円 千円 千円

一般財源 3,976 千円 2,990 千円 1,975 千円 2,746 千円

成果目標
（指標設定理由等）

〇産業観光魅力創出事業補助金交付事業者数（累計）
〇補助金交付事業者の事業実施前後の観光客入込数の比較

【成果指標名】（実績値） 単位

単位当たりコスト 総事業費

産業観光魅力創出事業補助金交付事業者
数（累計）

件 69 66 62

2021 年度

千円

件 １/１

499

財源合計 6,476 千円 4,519 千円

千円

補助金交付事業者の事業実施前後の観光
客入込数の比較(一例)

2,494 千円

399

3,987 千円

2020 年度 2019 年度

１/４

事
業
実
績

財源

内訳

1,505

地方創生推進交付金

千円

その他特財の内容

人 0

年度

補助件数 千円 904

産業観光付帯施設整備への補助

４/４

2020

４/３

０/１

千円

国県支出金の内容

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位

2019 年度

2019 年度(決算)

千円1,455

2022 年度（予算） 2021 年度(決算) 2020 年度(決算)

産業観光案内用備品の整備への補助 件

千円 人 0 千円

千円 0.2 人 1,455

千円 2,482 千円

1,505 千円



事業シート（概要説明書）

予算事業名 産業観光魅力創出事業 事業開始年度 2007年度

2022 年度事業番号20-2

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

福井県「産業観光ビジネス支援事業補助金」

〇予算額：20,379千円(令和４年度当初予算)
〇補助対象事業
　・デザイナー等の監修にもとづく産業観光コンテンツ開発（体験メニュー開発、情報発信
　　など）や環境整備
　・ツアー等団体客の受け入れや産地周遊の拠点となるための環境整備
〇補助対象者
　福井県内に主たる事業所を有する県内中小企業または個人事業者（企業グループを含む）
〇補助対象経費
　工場見学・体験メニュー等開発費、おもてなし・インバウンド対策経費、販路開拓・広報費、施設費
〇補助額
　補助率２/３以内、補助限度額3,000～5,000千円

特記事項

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　富山県ならではの特徴を活かした観光誘客を行うことが大切であり、第2次産業人口率が日本一であ
り、日本一の工業県富山に着目したこの事業は観光振興にとって重要である。
一方で、本県の工場は、最終製品を作っている工場が比較的少なく、部品や原材料をメーカーに納入す
るＢtoＢが多いので、直接消費者やお客様と触れる機会が少ない。その点、この事業で直接お客様と接
することにより、モチベーションの向上や反応をえる貴重な機会となっている。また、おもてなし意識
の向上や観光への機運醸成にもつながっている。
　産業観光に取り組む事業者数は増加傾向にあり、受入態勢の整備に対する支援が産業観光施設数の増
加につながっているとみられる。
　しかし、県内の全事業者数と比較した場合、産業観光に取り組む事業者の割合は非常に少ない。
　アフターコロナや北陸新幹線敦賀延伸を見据えて県内外の観光誘客を進めていく上では、同時に受入
態勢の整備や魅力の強化が必要であり、そのためには、より多くの事業者に産業観光に取り組んでいた
だく必要がある。
　ついては、産業観光の受入れに関する事業者側のニーズを把握・整理した上で、支援の継続ならびに
事業者への働きかけを行っていく。

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。



産業観光魅力創出事業

魅力ある産業観光の実施に向けて

 案内用備品の整備を支援

例：説明用ＤＶＤ、パンフレットの作成

案内用マイク、イヤホンセットの購入等

 案内コースの整備を支援

例：観光客用駐車場の整備

外国人観光客受入れに向けたトイレの洋式化等

 見学者向けの企業紹介コーナーの設置を支援

日本海側屈指の工業集積を誇るものづくり県としての強みや、
歴史ある伝統工芸などの魅力を活かして、産業観光を促進



活用事例①

BEFORE AFTER

若鶴酒造（株）において、見学者向けの案内コースの整備を実施。



活用事例②
(有)モメンタムファクトリーoriiにおいて、屋外体験スペースの
新設を実施。

BEFORE AFTER



活用事例③
日の出屋製菓産業(株)において、団体見学の受入再開に向けた
感染症対策用備品(空気清浄機、自動検温器）の整備を実施。



活用事例④
前田薬品工業(株)立山工場において、プロジェクションマッピングを
使った新しい見学コースの整備を実施。（Ｒ４年度から受入開始）

プロジェクションマッピングの映像見学コースの写真



産業観光魅力創出事業補助金　交付事業者リスト

事業者名 主な整備内容

1 日の出屋製菓産業株式会社

見学者用トイレの手すりの設置

工場案内用ハンズフリースピーカーの購入

外国語ホームページ・チラシの作成

見学者の感染症対策用備品の購入

2 ㈱大越仏壇
階段手すりの設置

身体障害者対応トイレへの改装

3 ㈱老子製作所

身体障害者対応トイレへの改装

説明用パンフレットの作成

説明用プロジェクターの購入

外国人向けパンフレットの作成

4 ㈱能作

説明用パンフレットの作成

説明用ホールモニター、テーブル、ラックの購入

説明用いす・ブルーレイプレーヤーの購入

5 株式会社北日本新聞 外国語パンフレットの作成

6 (有）柿太水産

観光客用駐車場の整備

体験実習コーナー整備

作業台、いす、パーテーション等の購入

7 株式会社梅かま

案内用ピンマイクの購入

玄関・トイレ入口のスロープ、手すりの設置

見学者用駐車場車止めの設置

8 井波彫刻協同組合
外国語パンフレットの作成

案内用マイク、プロジェクター、スクリーンの購入

9 農事組合法人五箇山和紙

ＰＲ用パンフレットの作成

小型紙漉き舟セット、和紙乾燥機、集塵機の増設

体験施設の新設

案内用看板の設置

10 有限会社北辰工業所
来客者用トイレの整備

手作り教室スペースの設置

11 シミックCMO富山株式会社
生産工程説明用ＤＶＤの作成

見学者用コース・展示コーナーの整備

12 株式会社富山環境整備
ワイヤレスガイドシステムの導入

女性用更衣ロッカー(見学服用、各自服用)の購入

13 旭醤油味噌㈱
来客者用トイレ及び休憩所設置

醤油・味噌の作り方などを学ぶ展示場の設置

14 朝日印刷㈱
富山工場の見学者用通路整備

説明用DVDの作成

15 山元醸造㈱

休憩・学習施設整備

見学説明用DVD制作

視聴覚設備、いす等の購入

16 ㈱源
展示見学コーナー整備

説明用パンフレット作成

17 たけしま食品 見学者通路案内板作成

18 富美菊酒造(株)
見学者説明用の映像装置、机、イスの購入

見学者用トイレの改修（洋式化）

19 ㈱ランブール 説明用パンフレット作成



産業観光魅力創出事業補助金　交付事業者リスト

事業者名 主な整備内容

20 とやまアルペン乳業㈱

説明用机、イスの購入、壁かけテレビの購入

説明用DVDの作成

プロジェクター、可動式パーテーションの整備

見学者通路の手すり、スロープの設置

案内コースの整備

21 ㈱リッチェル
見学用案内パネルの設置

工場内各行程の説明用DVDの制作

22 ㈱セイアグリーシステム

見学用駐車場整備、安全柵・誘導表示設置

見学用会議室の照明・音響設備、机、イスの購入

誘致用パンフレット作成（日本語、英語版）

23 ㈱織田幸銅器 高岡銅器説明パンフレット作成

24 ㈲へちま産業 説明用パンフレット作成

25 吉乃友酒造㈲ 観光客用駐車場工事

26 ㈱池田屋安兵衛商店 説明用パンフレット、展示パネル等の作成

27 北陸コカ・コーラプロダクツ㈱ 説明用パンフレット作成

28 富山ライトレール㈱
見学者用ヘルメットの購入

説明用パンフレット作成

29 ㈱ウーケ 見学者通路への手すりの設置

30 ㈱タニハタ 体験スペースの設置

31 社団法人新川畜産公社 説明用パンフレット作成

32 黒谷株式会社
案内用マイク、イヤホンセット導入

駐車場区画線、誘導看板整備

33 新湊漁業協同組合 案内用マイク・イヤホンセット導入

34 ㈲尾崎商会
説明用パンフレット作成

来客用トイレの改修

35 北陸ポートサービス㈱ 説明用DVD作成

36 堀岡養殖漁業協同組合
説明用機器の購入

見学者用通路等整備

37 三協立山㈱ 誘導看板設置、駐車場区画線の整備

38 皇国晴酒造㈱ 酒タンク落下防止柵、酒搾り室床・階段滑り止め整備

39 松井機業㈱ 視聴覚機器、見学者休憩用の机・椅子、空調の整備

40 庄川泉源株式会社 観光客向けの足湯施設の整備

41 株式会社北陸精機
誘致用パンフレットの作成

安全柵・誘導コース表示板設置

42 株式会社四津井
誘致用パンフレットの作成

外国人観光客対応のための翻訳機購入



産業観光魅力創出事業補助金　交付事業者リスト

事業者名 主な整備内容

43 有限会社あさひふるさと創造社
音響設備の整備

説明用いすの購入

44 五洲薬品株式会社 ガイドシステム（イヤホンセット）の整備

45 石川製麺株式会社 音響設備の整備

46 株式会社平和合金 ワイヤレスガイドの購入

47 有限会社モメンタムファクトリーＯrii
説明用備品の購入

案内コースの整備

48 玉旭酒造(有) 来客用駐車場の整備

49 (有)桂樹舎 説明用パンフレット・チラシ作成(英語併記)

50 若鶴酒造㈱
見学施設整備、案内板設置

プロジェクションマッピングの導入

51 福鶴酒造㈱ 説明用パンフレット作成(英語併記)

52 ㈱はんぶんこ 説明用スペースのエアコン設置

53 ㈱高田製作所 来客用駐車場車止、工場内導線整備

54 ㈱フジタ
来客用駐車場白線引

外国人工場見学者受入のためのＨＰ整備

55 ㈱ラポージェ

説明用パンフレット作成

プロジェクター、スクリーン、指示棒の購入

来客用トイレの改修（洋式化）

56 成政酒造㈱ 来客用トイレの改修（洋式化）

57 （公財）富山県民福祉公園
説明用パンフレットの翻訳

外国人観光客対応のための翻訳機購入

58 丸中水産㈱(北洋の館） 来客用駐車場整備

59 ㈱小矢部精機 説明用机、いすの購入

60 村田畳製作所 体験用机、いすの購入

61 鷲北水産物加工㈲ 個人旅行客向けのパンフレット作成

62 生地蒲鉾㈲ 見学者用いすの購入

63 ㈱廣貫堂 説明用DVD（外国語版）作成

64 しろえび未来企画有限責任事業組合

机、マイク、簡易トイレ等の購入

説明用アナウンス、パンフレット作成

見学通路の案内板設置

65 ㈲田村萬盛堂 説明用モニターの購入

66 富山県商工会議所連合会 外国人向けパンフレットの作成

67 前田薬品工業㈱
見学コースの新設

見学用パネル、PC、タブレット端末等の購入

68 鹿島興亜電工㈱
来客用ユニバーサルトイレの整備

来客用駐車場、自転車置き場の整備

69 ㈱ダイアート三枝 来客用トイレの改修（洋式化）


