
事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

新世紀とやま文化振興戦略推進
事業

「新世紀とやま文化振興計画」を改定し、概ね10年先を見
据えた明確なビジョンに基づき、さらなる文化振興施策を着
実に推進

県 1,926 生環・文化振興課

Ⅰ 文化活動への幅広い県民の参加

　１．身近なところで優れた文化を鑑賞する機会の充実

　　（１） 優れた美術、音楽、演劇などを文化施設で鑑賞する機会の充実
富山県美術館管理運営事業 富山県美術館の管理運営等 県・県文化振

興財団
365,652 生環・文化振興課

富山県美術館広報推進事業 美術館広報誌やＨＰでの情報発信など効果的な広報活動
を計画的に実施 県 5,833 生環・文化振興課

水墨美術館管理運営事業 水墨美術館の管理運営等 県・県文化振
興財団

96,462 生環・文化振興課

水墨美術館展覧会事業 企画展等の開催
県 49,578 生環・文化振興課

水墨美術館教育普及活動費 水墨美術館における映像ホール、情報コーナー、茶室の運
営 県 351 生環・文化振興課

立山博物館管理運営事業 立山博物館の管理運営 県・文化振興
財団等

164,205 生環・文化振興課

立山博物館展覧会事業 企画展等の開催
県 14,096 生環・文化振興課

県民会館費 県民会館の管理運営等 県文化振興
財団

188,554 生環・文化振興課

教育文化会館費 教育文化会館の管理運営等 県文化振興
財団

86,405 生環・文化振興課

高岡文化ホール費 高岡文化ホールの管理運営等 県文化振興
財団

120,062 生環・文化振興課

県民小劇場費 県民小劇場の管理運営等 県文化振興
財団

65,998 生環・文化振興課

新川文化ホール費 新川文化ホールの管理運営等 県文化振興
財団

138,552 生環・文化振興課

美術館等の休館日の短縮・閉館
時間の繰り下げ

美術館等の県立文化施設における年末年始の休館日の短
縮と閉館時間の繰り下げ

県・県文化振
興財団

-
生環・文化振興課
他

県立文化ホール企画事業 県立ホールが企画実施する公演等 県文化振興
財団

（指定管理
料に含む）

生環・文化振興課

文化ホールネットワーク事業 公立文化ホールが連携して行う公演事業や学校・公民館な
どでの出前公演の開催等に対する支援

県公立文化
施設協議会

<10,000> 生環・文化振興課

とやま舞台芸術祭の開催 県内文化団体と国内外の団体との競演等による優れた舞
台芸術の創造と交流事業を支援 実行委員会 20,000 生環・文化振興課

美術館・博物館トータルネット
ワーク推進事業補助金

県博物館協会を中心とした県内美術館博物館の連携及び
情報化に対する補助

県博物館協
会

1,500 生環・文化振興課

臨時保育室設置事業 県又は文化振興財団が主催するコンサート等が行われる
施設内での臨時保育室の設置 県 1,280

厚生・子ども支援
課

新）とやまアーティストマッチング
事業

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

県立文化施設機能強化推進事
業

県立文化ホールや美術館・博物館の設備等の機能向上や
修繕を計画的に実施 県 200,000 生環・文化振興課

次世代育成音楽ふれあい事業 室内楽フェスティバルや0歳から参加できるコンサートの開
催、ミュージアムコンサートの拡充、出前コンサートの実施
など、県民に身近な場所で質の高い音楽鑑賞の機会を創
出

県、実行委
員会、文化
振興財団

22,000 生環・文化振興課

こどもドリーム・アカデミー 地域の多彩な子どもの芸術文化活動や一流音楽家による
小学校での出前コンサートを支援

文化振興財
団

〈1,100〉 生環・文化振興課

室内楽体験音楽祭開催支援事
業

「とやま室内楽フェスティバル」の開催を支援
実行委員会 〈2,000〉 生環・文化振興課

「新世紀とやま文化振興計画」関係事業一覧表
参考資料５
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

県庁本館収蔵美術品回廊、県庁
収蔵美術品展の開催

県庁及び高岡文化ホールにて、県収蔵美術品を展示
県 - 出納・総務会計課

　　（２） ふるさと文学に親しみ・学ぶ環境づくりの推進
高志の国文学館管理運営事業 高志の国文学館の管理運営費 県、県文化

振興財団
149,298 生環・文化振興課

高志の国文学館企画展等開催
事業

高志の国文学館における企画展の開催等
県 36,511 生環・文化振興課

高志の国文学館魅力発信事業 ゆかりの文学の魅力を紹介するイベント、講座、講演会等
の事業を年間を通じて実施 県 32,119 生環・文化振興課

文学資料収集・保管事業 ゆかりの文学資料の購入、レプリカの製作等
県 10,000 生環・文化振興課

　　（３） 巡回展示や出前公演等による鑑賞機会の充実
文化ホールネットワーク事業〔再
掲〕

公立文化ホールが連携して行う公演事業や学校・公民館な
どでの出前公演の開催等に対する支援

県公立文化
施設協議会

13,000 生環・文化振興課

新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

富山県シンフォニーホール番組
制作放送委託

県内の音楽団体（家）の演奏の放送
県 3,375 生環・文化振興課

図書館費 図書館の管理運営
県 107,147

教委・生涯学習･
文化財室

　　（４） 最新の情報通信技術を使った鑑賞の充実
生涯学習情報提供ネットワーク
（とやま学遊ネット）事業

富山県民生涯学習カレッジによるインターネットを使った生
涯学習情報の提供及び「とやま学遊ネット」の運用

富山県民生涯
学習カレッジ 6,292

教委・生涯学習･
文化財室

富山県映像センター運営事業 富山県民カレッジ映像センター課の運営の委託経費 富山県民生涯
学習カレッジ 4,668

教委・生涯学習･
文化財室

県公立文化施設協議会による情
報提供の実施

県公立文化施設協議会によるインターネットを通じた情報
提供の実施

公立文化施
設協議会

- 生環・文化振興課

県博物館協会による情報提供の
実施

県博物館協会によるインターネットを通じた情報提供の実
施

県博物館協
会

- 生環・文化振興課

美術館・博物館トータルネット
ワーク推進事業補助金〔再掲〕

県博物館協会を中心とした県内美術館博物館の情報化に
対する補助

県博物館協
会

1500 生環・文化振興課

　２．文化の創造への支援

　　（１） 美術、音楽、演劇などの練習の場の確保
学びの森音楽祭開催補助 洗足学園音楽大学教授陣による管楽器、声楽のセミナー

の開催に対する補助 実行委員会 <700> 生環・文化振興課

富山県美術館広報推進事業〔再
掲〕

美術館広報誌やＨＰでの情報発信など効果的な広報活動
を計画的に実施 県 5,833 生環・文化振興課

富山県美術館アトリエ・ギャラ
リー等活用事業〔再掲〕

アトリエやギャラリーを活用した、鑑賞ツアーや有名作家を
講師とした創作講座、県外から芸術家を招いた創作活動な
どを実施

県 10,512 生環・文化振興課

富山県美術館教育普及事業〔再
掲〕

学校等の教育機関や地域、企業等と連携した活動やホー
ル等を活用した美術館での教育普及活動を実施 県 3,489 生環・文化振興課

美術館へおいでよ事業費〔再掲〕 県内の小学生を富山県美術館へ招待し、美術の面白さを
体験する対話型鑑賞授業等を実施 県 4,410 生環・文化振興課

　　（２） 指導者の確保と養成
新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

　　（３） 発表の場・批評の場の確保
県民芸術文化祭の開催 国民文化祭の成果を継承し、発展するフェスティバルとして

開催
県・市町村・

団体
17,700 生環・文化振興課

芸術文化活動振興事業(協会事
業)

県芸術文化協会事業への支援 県芸術文化
協会

27,290 生環・文化振興課

芸術文化活動振興事業(協会以
外の事業)

県芸術文化団体の事業への支援
各団体 2,530 生環・文化振興課

とやま舞台芸術祭の開催〔再掲〕 県内文化団体と国内外の団体との競演等による優れた舞
台芸術の創造と交流事業を支援 実行委員会 20,000 生環・文化振興課

芸術文化振興基金事業 芸術文化団体の公演や国際交流事業に対する支援 県芸術文化
協会

26,000 生環・文化振興課

富山県芸術祭補助 県芸術祭の開催に関する補助 県芸術文化
協会

<10,000> 生環・文化振興課

県美術展覧会（県展）の開催 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の６部門による県内最
高レベルの公募総合美術展の開催 実行委員会 11,300 生環・文化振興課

美の祭典 越中アートフェスタの
開催

女性美術展、勤労者美術展を発展させた新たな美術公募
展の開催 実行委員会 5,300 生環・文化振興課

新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

国民文化祭参加費 芸術文化団体への国民文化祭への参加奨励金
団体 750 生環・文化振興課

とやま文学（賞・刊行）補助 文学に関する気鋭の新人のすぐれた創作活動を選奨する
とともに、総合文芸誌「とやま文学」を発刊

県芸術文化
協会

<2,150> 生環・文化振興課

県青少年音楽コンクール開催補
助

青少年を対象とした音楽コンクール、新人演奏会の開催に
対する補助 実行委員会 <90> 生環・文化振興課

いけばな公募展補助 伝統文化の中で培われ育まれてきた日本文化の紹介。い
け花の公募展による新人奨励

県芸術文化
協会

<1,500> 生環・文化振興課

茶の湯文化講座補助 茶道に関連した伝統文化についての講演の実施 県芸術文化
協会

<500> 生環・文化振興課

　　（４） ふるさと文学を深く調べる・発表する・創作への刺激ともなる場の確保
高志の国文学館管理運営事業
〔再掲〕

高志の国文学館の管理運営費 県、県文化
振興財団

149,298 生環・文化振興課

「高志の国文学」情景作品コン
クール開催事業

ふるさとの文学をモチーフに、文芸、美術、写真等の作品を
中学生・高校生から募集し、コンクールを実施 県 795

教委・生涯学習･
文化財室

　３．文化を通じた交流・文化活動への参加の拡大

　　（１） 双方向の芸術文化体験と交流の機会の充実
富山県美術館アトリエ・ギャラ
リー等活用事業〔再掲〕

アトリエやギャラリーを活用した、鑑賞ツアーや有名作家を
講師とした創作講座、県外から芸術家を招いた創作活動な
どを実施

県 10,512 生環・文化振興課

富山県美術館教育普及事業〔再
掲〕

学校等の教育機関や地域、企業等と連携した活動やホー
ル等を活用した美術館での教育普及活動を実施 県 3,489 生環・文化振興課

美術館へおいでよ事業費〔再掲〕 県内の小学生を富山県美術館へ招待し、美術の面白さを
体験する対話型鑑賞授業等を実施 県 4,410 生環・文化振興課

　　（２） 支援する人々との協働の促進
文化ボランティア養成事業 文化ホールの企画運営を支援する文化ボランティアの養成 県文化振興

財団
（指定管理
料に含む）

生環・文化振興課

富山県美術館ボランティア養成
事業

ボランティア活動の各種研修の実施、養成講座の開催等
県 275 生環・文化振興課

水墨美術館ボランティア養成事
業

ボランティア活動の各種研修の実施、養成講座の開催等
県 10 生環・文化振興課

立山博物館ボランティア養成事
業

ボランティア活動の各種研修の実施、養成講座の開催等
県 282 生環・文化振興課

文化財ボランティアの外国人対
応能力向上事業

外国人観光客への対応ノウハウ講座及び文化財ボランティ
アの活動活性化や連携強化を図る研修会等の実施 県 300

教委・生涯学習･
文化財室
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

企業メセナ文化ホール事業 文化ホールが企業と連携して実施する芸術文化事業 県公立文化
施設協議会

- 生環・文化振興課

文化ホール文化ボランティア活
動推進事業

公立文化ホールに所属するボランティアが主体的に活動す
る企画等を支援

県公立文化
施設協議会

<500> 生環・文化振興課

文化ホールコーディネート・人材
育成事業

ホール間のコーディネート、公立文化ホールの専門性の高
い人材の育成やボランティアの養成

県公立文化
施設協議会

<2,500> 生環・文化振興課

　　（３） 県民の文化活動への参画の促進
内山邸文化の魅力再生事業 内山邸における魅力あるイベントの開催など、魅力発信事

業の実施 県 2,670 生環・文化振興課

文化ホールネットワーク事業〔再
掲〕

公立文化ホールが連携して行う公演事業や学校・公民館な
どでの出前公演の開催等に対する支援

県公立文化
施設協議会

<10,000> 生環・文化振興課

地域文化力向上・活性化支援事
業〔再掲〕

まちづくりに文化を活かし、にぎわいを創出しようとする熱
意ある県民や団体の自主的な活動に対する補助 各種団体 4,500 生環・文化振興課

文化財ボランティアの外国人対
応能力向上事業〔再掲〕

外国人観光客への対応ノウハウ講座及び文化財ボランティ
アの活動活性化や連携強化を図る研修会等の実施 県 300

教委・生涯学習･
文化財室

高志の国文学館魅力発信事業
〔再掲〕

ゆかりの文学の魅力を紹介するイベント、講座、講演会等
の事業を年間を通じて実施 県 32,119 生環・文化振興課

富山県美術館アトリエ・ギャラ
リー等活用事業〔再掲〕

アトリエやギャラリーを活用した、鑑賞ツアーや有名作家を
講師とした創作講座、県外から芸術家を招いた創作活動な
どを実施

県 10,512 生環・文化振興課

富山県美術館教育普及事業〔再
掲〕

学校等の教育機関や地域、企業等と連携した活動やホー
ル等を活用した美術館での教育普及活動を実施 県 3,489 生環・文化振興課

美術館へおいでよ事業費〔再掲〕 県内の小学生を富山県美術館へ招待し、美術の面白さを
体験する対話型鑑賞授業等を実施 県 4,410 生環・文化振興課

　　（４） 高齢者・障害者等の文化活動の充実
高齢者の美術館等常設展観覧
料の無料化

美術館等の県立文化施設における70歳以上の高齢者の常
設展観覧料の通年無料化 県 -

生環・文化振興課
他

子どもと障害者の美術館観覧料
等の無料化

美術館等の県立文化施設における児童生徒と障害者の観
覧料等の通年無料化 県 -

生環・文化振興課
他

新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

臨時保育室設置事業〔再掲〕 県又は文化振興財団が主催するコンサート等が行われる
施設内での臨時保育室の設置 県 1,280

厚生・子ども支援
課

入院うるおい生活事業 入院患者がミニコンサート、落語などを楽しむ機会の提供
県 3,300 厚生・厚生企画課

富山ねんりん美術展の開催 高齢者の芸術活動を促進し、交流の場としての美術展を開
催

県社会福祉
協議会

1,129 厚生・高齢福祉課

シニアタレント社会活動事業 文化活動に豊富な経験、技能等を持つ高齢者の発掘養成
事業に対する補助

県社会福祉
協議会

1,095 厚生・高齢福祉課

障害者芸術文化活動普及支援
事業

アール・ブリュット等の展覧会開催への支援や、指導者の
育成など障害者芸術文化の据野の拡大

NPO、身体障害
者団体協議会 9,616 厚生・障害福祉課

　４．次世代を担う子どもたち、青少年の文化活動の充実

　　（１） 青少年の芸術鑑賞、体験事業の充実
文化芸術による子供の育成事業
－芸術家の派遣事業－

小･中・高校生を対象に、芸術家を派遣し、講師や実技披
露、ワークショップ等を実施 国 -

教委・生涯学習･
文化財室

文化芸術による子供の育成事業
－ユニバーサル公演事業－

障害を持ったアーティストが活躍する取組みや障害を持っ
た子供たちへの芸術鑑賞・体験ができる公演等を実施 国 -

教委・生涯学習･
文化財室

文化芸術による子供の育成事業
－文化施設等活用事業－

地域等の美術館、博物館、音楽ホール、能楽堂等の文化
施設等を活用した鑑賞・体験教室を実施 国 -

教委・生涯学習･
文化財室

富山県青少年劇場小公演の開
催

小･中・高校生を対象とした舞台芸術公演の鑑賞機会の提
供（日本青少年文化センターとの共催）

市町村、実
施校

-
教委・生涯学習･
文化財室

子どもの読書活動推進事業 富山県子ども読書活動推進計画に基づく事業の実施（とや
ま元気ワールド絵本ランドの開催支援等） 県 2,370

教委・生涯学習･
文化財室
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

文化芸術による子供の育成事業
－巡回公演事業－

小・中学生を対象に、舞台芸術の鑑賞、芸術文化団体等に
よる実演指導、ワークショップ、共演等をする機会の提供 国 -

教委・生涯学習･
文化財室

文化ホールネットワーク事業〔再
掲〕

公立文化ホールが連携して行う公演事業や学校・公民館な
どでの出前公演の開催等に対する支援

県公立文化
施設協議会

<10,000> 生環・文化振興課

新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

大学生の美術館常設展示の無
料化、企画展示の半額割引

美術館等の県立文化施設おける大学生の常設展示観覧
料の無料化、企画展示観覧料の半額割引

県文化振興
財団

- 生環・文化振興課

子どもと障害者の美術館観覧料
等の無料化〔再掲〕

美術館等の県立文化施設における児童生徒と障害者の観
覧料等の通年無料化 県 -

生環・文化振興課
他

富山県美術館広報推進事業〔再
掲〕

美術館広報誌やＨＰでの情報発信など効果的な広報活動
を計画的に実施 県 5,833 生環・文化振興課

富山県美術館アトリエ・ギャラ
リー等活用事業〔再掲〕

アトリエやギャラリーを活用した、鑑賞ツアーや有名作家を
講師とした創作講座、県外から芸術家を招いた創作活動な
どを実施

県 10,512 生環・文化振興課

富山県美術館教育普及事業〔再
掲〕

学校等の教育機関や地域、企業等と連携した活動やホー
ル等を活用した美術館での教育普及活動を実施

県 3,489 生環・文化振興課

美術館へおいでよ事業費〔再掲〕 県内の小学生を富山県美術館へ招待し、美術の面白さを
体験する対話型鑑賞授業等を実施 県 4,410 生環・文化振興課

私立幼稚園振興対策補助 私立幼稚園における児童劇の巡回公演に対する補助 県私立幼稚園・認
定こども園協会 450 経管・学術振興課

新川こども施設整備・運営事業 新川文化ホール敷地内における「新川こども施設」の整備・
運営を行うPFI事業者の募集、選定準備

県 27,000
地創・ワンチーム
とやま推進室

　　（２） 青少年の創作活動への支援と発表機会の拡充
県青少年美術展開催補助 青少年（中学生から２５歳まで）を対象とした公募美術展の

開催に対する補助
県芸術文化

協会
<2,290> 生環・文化振興課

とやまこども舞台芸術祭開催補
助

児童文化活動者（団体）や子供の創作活動を発表するフェ
スティバルへの補助

県芸術文化
協会

<1,300> 生環・文化振興課

県青少年音楽コンクール開催補
助〔再掲〕

青少年を対象とした音楽コンクール、新人演奏会の開催に
対する補助 実行委員会 <90> 生環・文化振興課

水墨画ワークショップ 水墨美術館において幼児から中学生までが初めての水墨
画に挑戦

県 156 生環・文化振興課

新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

スクールバンド育成事業 吹奏楽部に属する中高校生を対象としたプロの演奏家によ
る演奏技術指導

学校吹奏楽
連盟

740
教委・生涯学習･
文化財室

「高志の国文学」情景作品コン
クール開催事業〔再掲〕

ふるさとの文学をモチーフに、文芸、美術、写真等の作品を
中学生・高校生から募集し、コンクールを実施 県 795

教委・生涯学習･
文化財室

富山県美術館広報推進事業〔再
掲〕

美術館広報誌やＨＰでの情報発信など効果的な広報活動
を計画的に実施 県 5,833 生環・文化振興課

富山県美術館アトリエ・ギャラ
リー等活用事業〔再掲〕

アトリエやギャラリーを活用した、鑑賞ツアーや有名作家を
講師とした創作講座、県外から芸術家を招いた創作活動な
どを実施

県 10,512 生環・文化振興課

富山県美術館教育普及事業〔再
掲〕

学校等の教育機関や地域、企業等と連携した活動やホー
ル等を活用した美術館での教育普及活動を実施 県 3,489 生環・文化振興課

美術館へおいでよ事業費〔再掲〕 県内の小学生を富山県美術館へ招待し、美術の面白さを
体験する対話型鑑賞授業等を実施 県 4,410 生環・文化振興課

　　（３） 子どもたちの国内外との交流の充実
全国高等学校総合文化祭参加
補助

全国高等学校総合文化祭への高校生の派遣に対する補
助

県高等学校
文化連盟

6,869
教委・生涯学習･
文化財室

全国大会出場者激励事業 本県を代表して全国的大会に参加する小･中･高校生に対
する激励等 県 1,700

教委・生涯学習･
文化財室

「とやま国際塾」開催事業 県内の高校生と留学生等との交流、国際協力、多文化共
生の理解を深めるセミナーの開催 県等 240 生環・国際課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額
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　　（４） 学校教育における文化活動の充実と地域の文化活動への理解の促進
高等学校文化祭開催補助 県高等学校文化祭の開催に対する補助 県高等学校

文化連盟
5,560

教委・生涯学習･
文化財室

中学校文化祭開催補助 県中学校文化祭の開催に対する補助 県中学校文
化連盟

1,800
教委・生涯学習･
文化財室

スクールバンド育成事業〔再掲〕 吹奏楽部に属する中高校生を対象としたプロの演奏家によ
る演奏技術指導

学校吹奏楽
連盟

740
教委・生涯学習･
文化財室

新）高校生のアイディアを集結
「アートのちから」事業

高校生が著名文化人から芸術によるまちづくり等を学び、
自ら企画立案してアートイベントを開催 県 1,400

教委・生涯学習･
文化財室

私立高校特色教育振興事業補
助

私立高校の文化部等の活動に対する補助
私立高校 12,500 経管・学術振興課

県私立学校文化祭開催補助 県私立学校文化祭（創作活動、芸術文化活動の成果の発
表）の開催に対する補助

県私立学校
連絡協議会

370 経管・学術振興課

　　（５） ふるさと教育の推進
ふるさとの魅力再発見・PR事業 県民自身が郷土の魅力を再発見・再認識し、県内外にその

魅力をＰＲする気運の醸成 県 4,800
地創・ワンチーム
とやま推進室

県民ふるさとの日記念事業 県民ふるさとの日記念式典の開催や「県民ふるさと大賞」
の授与及び県有施設無料開放の実施 県 4,178 地創・観光振興室

高校生郷土史・日本史学習教材
活用事業

県立高校において、デジタル化した補助教材を用いて郷土
史・日本史学習を行う

県 537 教委・県立学校課

とやま食育運動推進事業 県食育推進計画に基づき、食育推進会議、食育推進フォー
ラムの開催、食育リーダーの育成・派遣、農林漁業作業体
験や調理体験への支援、富山型食生活メニューの普及・Ｐ
Ｒなど、食育の実践
第18回食育推進全国大会の開催（6/24～25）

県、団体
市町村

72,104
農水・農林水産企
画課

「義仲・巴」魅力発信事業 越中富山を舞台に活躍した木曽義仲・巴御前を通したふる
さとの魅力の発信事業を実施 県 1,000 経管・行政経営室

　　（６） 若い世代の文学活動の振興
高志の国文学館管理運営事業
〔再掲〕

高志の国文学館の管理運営費 県、県文化
振興財団

149,298 生環・文化振興課

「高志の国文学」情景作品コン
クール開催事業〔再掲〕

ふるさとの文学をモチーフに、文芸、美術、写真等の作品を
中学生・高校生から募集し、コンクールを実施 県 795

教委・生涯学習･
文化財室

高志の国文学館魅力発信事業
〔再掲〕

ゆかりの文学の魅力を紹介するイベント、講座、講演会等
の事業を年間を通じて実施 県 32,119 生環・文化振興課

　　（７） 伝統文化への参加と体験の機会の確保
ふるさと再発見事業 小学生を対象にした野外活動、創作活動などの体験学習

に対する補助
県児童ｸﾗﾌﾞ

連合会
1,656

厚生・子ども支援
課

文化財ボランティアの外国人対
応能力向上事業〔再掲〕

外国人観光客への対応ノウハウ講座及び文化財ボランティ
アの活動活性化や連携強化を図る研修会等の実施 県 300

教委・生涯学習･
文化財室

富山県伝統的工芸品展開催事
業

富山県の国指定伝統的工芸品及び県指定伝統工芸品の
製作体験・製作実演・作品展示の実施

富山県伝統
的工芸品展
運営委員会

       1,500
商労・地域産業支
援課

　　（８） 若手芸術家の育成
学びの森音楽祭開催補助〔再
掲〕

洗足学園音楽大学教授陣による管楽器、声楽のセミナー
の開催に対する補助 実行委員会 <700> 生環・文化振興課

県青少年美術展開催補助〔再
掲〕

青少年（中学生から２５歳まで）を対象とした公募美術展の
開催に対する補助

県芸術文化
協会

<2,290> 生環・文化振興課

とやまこども舞台芸術祭開催補
助〔再掲〕

児童文化活動者（団体）や子供の創作活動を発表するフェ
スティバルへの補助

県芸術文化
協会

<1,300> 生環・文化振興課

県青少年音楽コンクール開催補
助〔再掲〕

青少年を対象とした音楽コンクール、新人演奏会の開催に
対する補助 実行委員会 <90> 生環・文化振興課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

文化芸術による子供の育成事業
－巡回公演事業－〔再掲〕

小･中学生を対象とした舞台芸術公演と専門家による指導

国 -
教委・生涯学習･
文化財室

富山県美術館アトリエ・ギャラ
リー等活用事業〔再掲〕

アトリエやギャラリーを活用した、鑑賞ツアーや有名作家を
講師とした創作講座、県外から芸術家を招いた創作活動な
どを実施

県 10,512 生環・文化振興課

富山県美術館教育普及事業〔再
掲〕

学校等の教育機関や地域、企業等と連携した活動やホー
ル等を活用した美術館での教育普及活動を実施 県 3,489 生環・文化振興課

美術館へおいでよ事業費〔再掲〕 県内の小学生を富山県美術館へ招待し、美術の面白さを
体験する対話型鑑賞授業等を実施 県 4,410 生環・文化振興課

Ⅱ 質の高い文化の創造と世界への発信

　１．アジアを代表する舞台芸術の拠点づくり

　　（１） 演劇の聖地にふさわしい舞台芸術空間づくり
利賀芸術公園管理運営事業 利賀芸術公園の管理運営 県文化振

興財団
165,026 生環・文化振興課

ＴＯＧＡ国際芸術村構想支援事
業

「ＴＯＧＡ国際芸術村構想」を推進するための研修施設等の
整備 県 3,541 生環・文化振興課

　　（２） ｼｱﾀｰ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽをはじめとした世界水準の演劇祭の開催などによる舞台芸術の発信
利賀芸術公園活性化事業 劇団ＳＣＯＴをはじめ、国内外の芸術団体等による多彩な

舞台公演を上演するほか、シンポジウム等を実施
県文化振興

財団等
23,000 生環・文化振興課

舞台芸術振興事業費補助金 利賀サロンの開催や利賀インターゼミの開催等 （公財）利賀文化
会議 16,000 生環・文化振興課

創造型・舞台芸術人材育成プロ
グラム事業

国内外の演劇人を対象とした演劇塾の開催や多国籍の俳
優等による共同作品の創造と上演

（公財）利賀文化
会議 47,500 生環・文化振興課

海外等招聘劇団公演事業 優れた海外等の舞台作品を招へいし、利賀で上演
県 20,000 生環・文化振興課

「演劇の聖地・利賀」魅力発信事
業

利賀芸術公園で 開催 される舞台芸術事業において、 観
劇来場者への食事や宿泊環境の提供などを実施 県 3,000 生環・文化振興課

　　（３） アジア諸国の舞台芸術機関との連携による共同制作・人材育成事業の充実
アジア舞台芸術拠点形成事業
〔再掲〕

アジア諸国の舞台芸術機関との連携による、作品の共同
制作及び上演

ＴＯＧＡアジアアー
ツセンター - 生環・文化振興課

　２．特色ある国際的な文化振興事業の展開と発信

　　（１）アートとデザインをつなぐ場の創出
富山県美術館企画展開催事業 開館記念展等魅力ある展覧会を開催

県 166,144 生環・文化振興課

富山県美術館管理運営事業〔再
掲〕

富山県美術館の管理運営等 県・県文化振
興財団

365,652 生環・文化振興課

　　（２） 世界ポスタートリエンナーレトヤマなどの国際事業の開催
とやま舞台芸術祭の開催〔再掲〕 県内文化団体と国内外の団体との競演等による優れた舞

台芸術の創造と交流事業を支援 実行委員会 20,000 生環・文化振興課

地域文化力向上・活性化支援事
業〔再掲〕

地域の文化力の向上や、文化を活かした地域活性化を図
るため、県内の団体が取り組む文化事業を支援 各種団体 4,500 生環・文化振興課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

　　（３） 国際イベントの開催など工芸（ＫＯＧＥＩ）の魅力の世界への発信
とやまＫＯＧＥＩ学生チャレンジプ
ロジェクト

工芸等を学ぶ美術・芸術系の大学生を県内工房に招聘し、
工芸作品を制作し、作品の展覧会を開催。 県等 11,000 生環・文化振興課

　　（４） とやま世界こども舞台芸術祭等芸術団体等による創造と発信の推進
いなみ国際木彫刻キャンプ補助 国内外の木彫刻家による公開制作展示や交流事業に対す

る補助（４年ごとに開催、次回R５年度（予定）） 実行委員会 9,000 生環・文化振興課

新）とやまアーティストマッチング
事業〔再掲〕

県民が文化に触れる機会の拡充と県内芸術家の活動の場
の拡大のため、県民の活動依頼に合わせた県内芸術家等
の派遣等を実施

県 9,500 生環・文化振興課

日中友好交流事業 中国遼寧省との文化交流事業の実施 県芸術文化
協会

- 生環・文化振興課

日韓友好交流事業 韓国・江原道で開催される日韓国際交流書藝展への県内
作家の出品

県芸術文化
協会

<400> 生環・文化振興課

ハンガリー・バラトン美術キャン
プ派遣事業

ハンガリー・バラトンで開催される美術キャンプに県内作家
を派遣

県芸術文化
協会

- 生環・文化振興課

ハンガリー・ハイドゥナーナーシュ
国際アートキャンプ派遣事業

ハンガリー・ハイドゥナーナーシュで開催される国際アート
キャンプに県内作家を派遣

県芸術文化
協会

<1,050> 生環・文化振興課

　３．ふるさとの歴史・文化の再発見と発信

　　（１） 立山の自然や立山信仰の精神世界の紹介と魅力の発信
立山博物館管理運営事業〔再
掲〕

立山博物館の管理運営及び収蔵資料活用の検討等 県・文化振興
財団等

164,205 生環・文化振興課

立山博物館展覧会事業〔再掲〕 企画展等の開催
県 14,096 生環・文化振興課

布橋灌頂会魅力発信事業 布橋灌頂会の開催や参加者の拡充への補助 実行委員
会、県

2,500 生環・文化振興課

新）日本三霊山魅力発信事業 三霊山（立山・富士山・白山）の魅力を発信するため、立山
博物館内において、三霊山に関する展示や調査・研究を実
施

県 5,323 生環・文化振興課

新）日本三霊山を活用した情報
発信事業

日本橋とやま館において、石川、静岡の各県のアンテナ
ショップと連携した展示や物産の販売、イベント等の開催

県 2,000 地創・観光振興室

　　（２） 世界文化遺産の保存・承継と新たな登録をめざした取組み
立山砂防国際会議開催事業 世界に誇れる防災遺産である立山砂防の顕著な普遍的価

値を国内外に広くアピールするシンポジウムを開催
県

実行委員会
15,000 地創・観光振興室

新）立山砂防国際学会発表事業 立山砂防の顕著な普遍的価値を国際学会で発信 県
実行委員会

4,685 地創・観光振興室

世界遺産登録推進事業費補助
金

「立山・黒部」及び「近世高岡の文化遺産群」の世界遺産登
録に向けた取り組み等への支援 県 6,500 地創・観光振興室

新）立山砂防世界遺産登録推進
ユースプログラム事業

世界遺産や立山砂防をテーマに、若い世代を対象としたプ
ログラム（講座、意見交換会等）を実施

県
実行委員会

994 地創・観光振興室

世界文化遺産登録推進事業費 世界遺産候補の資産調査等
県 250

教委・生涯学習･
文化財室

県・国指定文化財保存事業〔再
掲〕

国・県指定文化財の保存修理、環境整備に対する補助 市町村・所有
者

49,000
教委・生涯学習･
文化財室

新）立山砂防普遍的価値発信事
業

立山砂防の顕著な普遍的価値を分析・深化させ、R6.6開催
予定の国際防災学会で発表する論文を作成 県 10,000 土木・砂防課

　　（３） ふるさと文学の振興と発信
高志の国文学館管理運営事業
〔再掲〕

高志の国文学館の管理運営費 県、県文化
振興財団

149,298 生環・文化振興課

高志の国文学館魅力発信事業
〔再掲〕

ゆかりの文学の魅力を紹介するイベント、講座、講演会等
の事業を年間を通じて実施 県 32,119 生環・文化振興課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

「義仲・巴」魅力発信事業〔再掲〕 越中富山を舞台に活躍した木曽義仲・巴御前を通したふる
さとの魅力の発信事業を実施 県 1,000 経管・行政経営室

　　（４） むぎや、こきりこ、おわらなど貴重な伝統文化の発掘と発信
県・国指定文化財保存事業 国・県指定文化財の保存修理、環境整備に対する補助 市町村・所有

者
49,000

教委・生涯学習･
文化財室

小杉丸山遺跡管理運営費 国指定史跡小杉丸山遺跡公園の管理運営
県 4,452

教委・生涯学習･
文化財室

埋蔵文化財調査等補助 市町村が行う埋蔵文化財調査等に対する補助
県 17,000

教委・生涯学習･
文化財室

埋蔵文化財センター運営費 埋蔵文化財センターの管理運営に要する経費
県 13,889

教委・生涯学習･
文化財室

埋蔵文化財センター事業費 埋蔵文化財センターの企画展等に要する経費
県 27,108

教委・生涯学習･
文化財室

新）国宝指定記念勝興寺魅力発
信事業

勝興寺の国宝指定を記念し、県、市、勝興寺等の共同によ
り勝興寺宝物展等を開催 実行委員会 8,000

教委・生涯学習･
文化財室

内山邸文化の魅力再生事業
〔再掲〕

内山邸における魅力あるイベントの開催など、魅力発信事
業の実施 県 2,670 生環・文化振興課

文化財建造物等活用推進事業 文化財建造物の美装化（美しい状態への回復）や公開活用
のための防災・耐震対策事業への支援

市町村・所有
者

14,294
教委・生涯学習･
文化財室

ユネスコ無形文化遺産情報発信
事業

ユネスコ無形文化遺産に登録された３つの曳山行事の普
及啓発事業等の取組みへの支援

協議会・
県・市

600
教委・生涯学習･
文化財室

　　（５） 伝統文化・伝統芸能の後継者育成
中山間地域チャレンジ支援事業 地域の活性化に向けて、集落と地域内外の企業や団体等

が連携して取り組む試行的な活動に対して支援
集落等 12,750

地創・ワンチーム
とやま推進室

県・国指定文化財保存事業〔再
掲〕

国・県指定文化財の保存修理、環境整備に対する補助 市町村・所有
者

49,000
教委・生涯学習･
文化財室

富山の文化遺産魅力発信
事業〔再掲〕

本県の文化遺産の魅力を国内外に向けて広く発信する
取組を支援

実行委員会
県

廃止
教委・生涯学習･
文化財室

ユネスコ無形文化遺産情報発信
事業〔再掲〕

ユネスコ無形文化遺産に登録された３つの曳山行事の普
及啓発事業等の取組みへの支援

協議会・
県・市

600
教委・生涯学習･
文化財室

伝統的工芸品ふれあい教室開
催事業費補助

小、中学年を対象とした伝統的工芸品の体験学習等の教
室の開催に対する補助

県伝統産業
協議会

480
商労・地域産業支
援課

伝統工芸「匠の技術」継承支援
事業費補助金

各産地で高い技術や希少な技法を持つ職人を派遣し、少
人数指導により技術・技法の継承を支援

「伝統工芸の
匠」

5,200
商労・地域産業支
援課

　　（６） 地域の個性を活かした景観づくり
美しい景観づくり推進事業 景観づくりの普及啓発、景観づくり事業への補助、うるおい

景観とやま賞の実施等 県等 7,578 土木・建築住宅課

散居景観保全事業 「散居景観を活かした地域づくり協定」が結ばれた地区に対
する枝打ち費用等の補助 市町村 9,000 農水・農村振興課

景観づくり重点地域支援事業 景観づくり重点地域における県民等が行う建築物の修景等
に対する補助等 市町村 557 土木・建築住宅課

屋外広告物適正化推進事業 違反広告物等への対応や、景観広告とやま賞等の実施
県等 1,039 土木・建築住宅課

富山のさくら名所づくり事業 特色ある富山のさくらを活用した花と緑の地域づくりの推進
と普及啓発 県 1,007 農水・森林政策課

　　（７） 富山の魅力を知る・学ぶ機会づくり
ふるさとの魅力再発見・PR事業
〔再掲〕

県民自身が郷土の魅力を再発見・再認識し、県内外にその
魅力をＰＲする気運の醸成 県 4,800

地創・ワンチーム
とやま推進室

中山間地域フィールドスタディ政
策協働推進事業

東京大学生を中山間地域に受け入れて、地域活性化策等
を導き出すプログラムを実施 県 1,200

地創・ワンチーム
とやま推進室

中山間地域ローカルの魅力発
掘・発信事業

特色ある活動に取り組むローカルプレイヤーとの交流や体
験ツアーにより、地域の魅力を発掘・発信し関係人口を創
出

県
実行委員会

4,217
地創・ワンチーム
とやま推進室

県民ふるさとの日記念事業〔再
掲〕

県民ふるさとの日記念式典の開催や「県民ふるさと大賞」
の授与及び県有施設無料開放の実施 県 4,178 地創・観光振興室
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

高校生郷土史・日本史学習教材
活用事業〔再掲〕

県立高校において、デジタル化した補助教材を用いて郷土
史・日本史学習を行う 県 537 教委・県立学校課

つながる学びわくわく講座 体験と学びを通した「つながる楽しさ」を提供する、交流型・
発信型の講座の開催

富山県民生
涯学習カレッ

ジ
1,941

教委・生涯学習･
文化財室

有峰森林文化村推進事業 有峰の森への理解と愛着を深めるため、公民館、自然環境
団体、一般県民を対象に、語り部講等（日帰り・１泊2日）を
実施し、有峰の自然・歴史の紹介や遊歩道を案内するも
の。

県 51,608 農水・森林政策課

とやまの森づくり普及啓発推進
事業

ふるさととやまの森づくりについての理解を深めるため、
フォレストリーダーを指導者として派遣し「森の寺子屋」を開
催するもの。また、学校、市町村、自治会などからの要請を
受け、フォレストリーダーがとやまの森のすがた等を解説す
る「出前講座」や、森林・林業に関わる簡易な体験学習を行
う「森林教室」を実施するもの。

県 5,800 農水・森林政策課

日本海学推進費 日本海学叢書の発行、日本海学講座の開催（４回）、日本
海学シンポジウムの開催、大学での日本海学講座の開設

日本海学推
進機構

7,479 生環・国際課

富山湾の魅力体験親子教室開
催事業

富山高等専門学校練習船「若潮丸」に乗船し、富山湾上で
講義や実験などを行い、富山湾の魅力を学ぶ。

県、日本海
学推進機構

700 生環・国際課

「義仲・巴」魅力発信事業〔再掲〕 越中富山を舞台に活躍した木曽義仲・巴御前を通したふる
さとの魅力の発信事業を実施 県 1,000 経管・行政経営室

立山カルデラ砂防体験学習会 立山カルデラの自然、歴史及び砂防事業について、実際に
体験しながら理解を深める学習会の開催

(公財)立山カル
デラ砂防博物

館

（指定管理
料に含む）

土木・砂防課

　４．情報通信等技術を活用した文化の創造と発信

　　（１） ＩＣＴやＶＲ技術等を活用した体感型の情報発信
文化財・環境地理情報システム
（ＧＩＳ）事業

埋蔵文化財包蔵地、指定文化財、国立公園等をデジタル
地図上に表し、インターネットで配信する地理情報システム
の運用

県 2,869
知政・デジタル化
推進室

文化遺産オンライン（文化庁）へ
の参加

国や地方の文化遺産情報を公開するインターネット上の
ポータルサイトへの参加

国 -
教委・生涯学習･
文化財室

とやま映像祭の開催 県や県内放送局が制作、所蔵する富山の自然、文化等の
映像を、文化ホールで放映 県

（指定管理
料に含む）

生環・文化振興課

新)富山県美術館デジタルミュー
ジアムオープン事業

富山県美術館の収蔵品データベースやデジタルコンテンツ
を集約するプラットフォームとしてデジタルミュージアムを構
築

県 20,000 生環・文化振興課

　　（２） 新しいメディア等を活用した文化の発信
県公立文化施設協議会による情
報提供の実施〔再掲〕

県公立文化施設協議会によるインターネットを通じた情報
提供の実施

公立文化施
設協議会

- 生環・文化振興課

美術館・博物館トータルネット
ワーク推進事業補助金〔再掲〕

県博物館協会を中心とした県内美術館博物館の連係及び
情報化に対する補助

県博物館協
会

1,500 生環・文化振興課

生涯学習情報提供ネットワーク
（とやま学遊ネット）事業〔再掲〕

富山県民生涯学習カレッジによるインターネットを使った生
涯学習情報の提供及び「とやま学遊ネット」の運営

富山県民生
涯学習カレッ

ジ
6,292

教委・生涯学習･
文化財室

富山県映像センター運営事業
〔再掲〕

富山県民カレッジ映像センター課の運営の委託経費 富山県民生
涯学習カレッ

ジ
6,232

教委・生涯学習･
文化財室

Ⅲ 文化と他分野の連携

　１．文化振興と観光振興

　　（１）文化を活かした観光の振興
新）霊山立山文化観光コンテンツ
創出事業

立山博物館を中核とした立山エリアの文化観光を推進する
ため、立山登山者等に対する歴史・文化の発信や体験型
事業への支援

県
事業者

2,000 生環・文化振興課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

新）日本三霊山魅力発信事業
〔再掲〕

三霊山（立山・富士山・白山）の魅力を発信するため、立山
博物館内において、三霊山に関する展示や調査・研究を実
施

県 5,323 生環・文化振興課

新）とやまの文化魅力発信・周遊
促進事業

とやまの文化魅力発信のため、世界遺産、国宝、美術館等
に関する情報発信や文化施設等を巡るバスツアー造成へ
の支援

県 1,000 生環・文化振興課

新）「デジタルチケット　文化施設
×交通」造成支援事業

　富山市内の文化施設の周遊促進を図るため、デジタルチ
ケットの企画・販売を支援

県
事業者

1,000 生環・文化振興課

とやま帰農塾推進事業 田舎暮らし体験を通じた関係人口の創出や定住促進のた
めの「とやま帰農塾」の開講 県、NPO 5,301 農水・農村振興課

ふれあい創出地域間交流支援
事業

条例に基づき指定された交流地域活性化重点地域に対し
て支援 市町村 600 農水・農村振興課

「義仲・巴」魅力発信事業〔再掲〕 越中富山を舞台に活躍した木曽義仲・巴御前を通したふる
さとの魅力の発信事業を実施 県 1,000 経管・行政経営室

とやま農泊ネットワーク推進事業 農泊実施地域の継続的な選定やネットワーク内における活
動・支援の充実を図り、富山県の農泊を広域的に振興 県、NPO 9,510 農水・農村振興課

　　（２）文化施設や文化財等を拠点とした観光の活性化
新）霊山立山文化観光コンテンツ
創出事業〔再掲〕

立山博物館を中核とした立山エリアの文化観光を推進する
ため、立山登山者等に対する歴史・文化の発信や体験型
事業への支援

県
事業者

2,000 生環・文化振興課

新）日本三霊山魅力発信事業
〔再掲〕

三霊山（立山・富士山・白山）の魅力を発信するため、立山
博物館内において、三霊山に関する展示や調査・研究を実
施

県 5,323 生環・文化振興課

新）とやまの文化魅力発信・周遊
促進事業〔再掲〕

とやまの文化魅力発信のため、世界遺産、国宝、美術館等
に関する情報発信や文化施設等を巡るバスツアー造成へ
の支援

県 1,000 生環・文化振興課

新）「デジタルチケット　文化施設
×交通」造成支援事業〔再掲〕

　富山市内の文化施設の周遊促進を図るため、デジタルチ
ケットの企画・販売を支援

県
事業者

1,000 生環・文化振興課

内山邸文化の魅力再生事業
〔再掲〕

内山邸における魅力あるイベントの開催など、魅力発信事
業の実施 県 2,670 生環・文化振興課

新）国宝指定記念勝興寺魅力発
信事業〔再掲〕

勝興寺の国宝指定を記念し、県、市、勝興寺等の共同によ
り勝興寺宝物展等を開催 実行委員会 8,000

教委・生涯学習･
文化財室

文化財建造物等活用推進事業
〔再掲〕

文化財建造物の美装化（美しい状態への回復）や公開活用
のための防災・耐震対策事業への支援

市町村・所有
者

14,294
教委・生涯学習･
文化財室

文化財ボランティアの外国人対
応能力向上事業〔再掲〕

外国人観光客への対応ノウハウ講座及び文化財ボランティ
アの活動活性化や連携強化を図る研修会等の実施 県 300

教委・生涯学習･
文化財室

アートのまちめぐりパスポート事
業

「富山県美術館」などの県内美術館・博物館を巡る観光商
品造成とオリジナル塗り絵体験の企画・実施 県 3,000 地創・観光振興室

富山県外国人旅行者受入環境
整備促進事業費補助金

民間の美術館等の文化施設を含めた観光関連事業者が
行う外国人旅行者の受入環境整備に対する支援

民間の美術
館等の文化
施設を含め
た観光関連

事業者

1,500 地創・観光振興室

　２．文化を活かしたまちづくり・地域づくり

　　（１）地域の文化資源を活かしたにぎわいづくりの促進
ふるさとの魅力再発見・PR事業
〔再掲〕

県民自身が郷土の魅力を再発見・再認識し、県内外にその
魅力をＰＲする気運の醸成 県 4,800

地創・ワンチーム
とやま推進室

中山間地域チャレンジ支援事業
〔再掲〕

地域の活性化に向けて、集落と地域内外の企業や団体等
が連携して取り組む試行的な活動に対して支援

集落等 12,750
地創・ワンチーム
とやま推進室

環水公園におけるウェルビーイ
ング向上事業

富岩水上ラインとの連携や、県内若手経営者・学生などの
企画力を活用したイベントを環水公園で開催 実行委員会 18,000 地創・観光振興室

がんばる商店街支援事業 商店街が取り組む活性化のための事業をハード・ソフトの
両面から幅広く支援 組合等 5,000

商労・地域産業支
援課

地域文化力向上・活性化支援事
業〔再掲〕

まちづくりに文化を生かし、賑わいを創出しようとする事業
に対する補助 各種団体等 4,500 生環・文化振興課

世界遺産登録推進事業費補助
金〔再掲〕

「立山・黒部」及び「近世高岡の文化遺産群」の世界遺産登
録に向けた取り組み等への支援 県 6,500 地創・観光振興室

認定中心市街地支援事業 認定基本計画を推進するための調査研究や事業の実施に
対する補助 組合等 15,000

商労・地域産業支
援課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

いなみ国際木彫刻キャンプ補助
〔再掲〕

国内外の木彫刻家による公開制作展示や交流事業に対す
る補助（４年ごとに開催、次回R５年度（予定）） 実行委員会 9,000 生環・文化振興課

まちなか活性化応援モデル事業 個人やグループが実施する、商店街等の活性化につなが
る創意工夫を凝らした試行的な取組みを支援 個人・団体 10,000

商労・地域産業支
援課

新）ｅスポーツ関係人口創出事業 本県の関係人口創出を図るため、市町村を含む実行委員
会が実施する地域の観光資源を活用したｅスポーツイベン
ト等の開催を支援

市町村を含
む実行委員

会
9,000

知政・デジタル化
推進室

　　（２） 歴史と文化を活かしたまちづくりの推進
「義仲・巴」魅力発信事業〔再掲〕 越中富山を舞台に活躍した木曽義仲・巴御前を通したふる

さとの魅力の発信事業を実施 県 1,000 経管・行政経営室

　　（３） ふるさと文学の振興とまちづくり
高志の国文学館管理運営事業
〔再掲〕

高志の国文学館の管理運営費 県、県文化
振興財団

149,298 生環・文化振興課

高志の国文学館魅力発信事業
〔再掲〕

ゆかりの文学の魅力を紹介するイベント、講座、講演会等
の事業を年間を通じて実施 県 32,119 生環・文化振興課

「義仲・巴」魅力発信事業〔再掲〕 越中富山を舞台に活躍した木曽義仲・巴御前を通したふる
さとの魅力の発信事業を実施 県 1,000 経管・行政経営室

　　（４） 国内外の文化的多様性にあふれたまちづくりの推進
多文化共生推進事業 多文化共生フォーラムの開催、富山県地域日本語教育体

制整備事業、富山県外国人日本語学習支援事業 県等 15,113 生環・国際課

いなみ国際木彫刻キャンプ補助
〔再掲〕

国内外の木彫刻家による公開制作展示や交流事業に対す
る補助（４年ごとに開催、次回R５年度（予定）） 実行委員会 9,000 生環・文化振興課

　３．豊かな食の磨き上げとブランドイメージの向上

　　（１） 地域と連携した豊かな食の磨き上げ・発信
「越中とやま食の王国」づくり事
業

県産農林水産物・加工品を活用したお土産品「富のおもち
かえり」のＰＲ・販路拡大、民間企業等との連携、「越中とや
ま食の王国フェスタ」の開催などによる「食のとやまブラン
ド」の発信

県
関係団体

51,740
農水・市場戦略推
進課

「とやま食の匠」制度の普及 とやま食の匠の新規認定及び活動支援
県 <242>

農水・市場戦略推
進課

とやま食育運動推進事業〔再掲〕 県食育推進計画に基づき、食育推進会議、食育推進フォー
ラムの開催、食育リーダーの育成・派遣、農林漁業作業体
験や調理体験への支援、富山型食生活メニューの普及・Ｐ
Ｒなど、食育の実践
第18回食育推進全国大会の開催（6/24～25）

県、団体
市町村

72,104
農水・農林水産企
画課

　　（２） 食や食文化のブランドイメージの向上・定着
新)敦賀開業・北陸ＤＣに向けた
食の魅力による富山ファンづくり

本県の多彩な食の魅力を活用した情報発信を実施
県 9,200 地創・観光振興室

富山市と連携したイタリア料理イ
ベント開催事業

県産食材を用いたイタリアンの飲食・物販イベントを開催
し、本県の多彩な食の魅力を発信

県 3,000 地創・観光振興室

　４．文化力を活かした産業の振興

　　（１）文化力を活かした伝統産業・クリエイティブ産業の振興
富山くすりフェア開催事業補助 くすりの富山のイメージを高め、魅力ある本県薬業を広く紹

介する「富山くすりフェア」の開催に対する補助 実行委員会 2,000 厚生・くすり政策課
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事業名 事          業          概          要 事業主体
R5当初
予算額

所    管

伝統工芸ミライ創造事業 伝統工芸事業者が専門家の伴走支援により行う新商品開
発・販路開拓を支援 県 9,700

商労・地域産業支
援課

新)とやま産品REAL&EC展示販
売事業 in China

中国北京で県産品のPR展示会を開催、越境ECサイト内の
特設店舗「とやま館」による県産品のプロモーションを実施 県 15,000 商労・立地通商課

とやま伝統工芸プロモーション戦
略事業

伝統工芸品の魅力をＰＲし販路を拡大するため、中国北京
での展示会や、中国市場向け越境ECサイトと連動したプロ
モーションを実施

県 5,800
商労・地域産業支
援課

伝統的工芸品月間事業負担金 伝統的工芸品への国民の理解を深めるため全国規模で実
施される事業への負担金

伝統的工芸
品産業振興

協会
370

商労・地域産業支
援課

伝統工芸品産業支援事業費補
助金

国・県指定伝統工芸品の組合等による販路開拓、人材育
成を支援 組合等 6,500

商労・地域産業支
援課

新）ＡＩ技術を活用した伝統的工
芸品の技術継承事業

後継者の育成や生産性の向上を図るため、ＡＩ技術を活用
して伝統的工芸品の技術継承を効率化 県 30,000

商労・地域産業支
援課

県内デザイン展の開催補助 県デザイン展、デザインウェーブ等に対する補助
団体 11,585 商労・商工企画課

富山県総合デザインセンターの
運営

総合デザインセンター（デザイン工房、モックアップ工房等）
の運営 県 59,377 商労・商工企画課

大学連携デザイン人材マッチン
グ事業

デザイン系大学と連携したワークショップ、バスツアー等を
行い、県内企業とデザイン系学生のマッチングを支援 県 3,780 商労・商工企画課

とやまのお土産新ブランド「美の
こわけ」創出事業費

北陸新幹線 敦賀開業を見据え、「幸のこわけ」、「技のこわ
け」に続く新たなお土産ブランドを開発 県 11,400 商労・商工企画課

とやまデザインビジネススクール
事業

総合デザインセンターにおいて、県内企業が実際に抱える
課題をデザインを活用して解決するためのワークショップ等
からなる講座を実施

県
-

企業負担
のみで実施

商労・商工企画課

ものづくり競技力向上支援事業 技能五輪等の技能競技全国大会に参加する学校や企業
等に対し、選手の強化や大会への派遣を支援 県 1,419 商労・労働政策課

現場の技術・技能伝承支援事業 現場の技術・技能の可視化や、人材育成方法等の習得を
図る研修事業を実施 県 9,000 商労・労働政策課

能力開発セミナーの実施 技術専門学院において、セミナーのコースの一部として、中
小企業の技能人材の育成を支援するため、熟練技能者に
よる高度な実技指導を実施。

県 8,148 商労・労働政策課

　　（２）文化力を活かしたものづくり産業の高付加価値化
「富山県推奨とやまブランド」推
進事業費

特に優れた県産品を「富山県推奨とやまブランド」として認
定する等、ブランドの育成を支援 県 9,227 知政・広報課

とやま元気起業促進事業費 県重点研究分野の新商品新事業創出のための産学官共
同研究開発及び企業の独自技術の開発や、デザイン戦略
による商品開発支援

団体 224,760 商労・商工企画課

ミラノデザイン交流支援事業 イタリアミラノのデザイナー等と、県内ものづくり企業との協
働による高付加価値商品開発を進める「富山ミラノデザイン
交流倶楽部」への支援

倶楽部 1,922 商労・商工企画課

富山プロダクツ選定事業 県内で企画または製造されたデザイン性・機能性に優れた
工業製品を「富山プロダクツ」として選定 県 2,055 商労・商工企画課

デザイン戦略サポート事業 県内企業の魅力的な商品開発・販路拡大を総合的に支援
県 6,665 商労・商工企画課

深層水産業推進事業 富山湾深層水関連産業振興のため、基礎・利用研究の推
進、利用企業の開拓、新商品の販路拡大への支援等を推
進

県・協議会 10,360 商労・商工企画課

※〈  〉内の予算額は、別掲事業に係る予算額の部分再掲。
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