
 

 

 

第 ４ 章 
 

地域別の特性と取組み 

 

 

 

＜県内４地域の区分＞ 

・新川   ：魚津市、黒部市、入善町、朝日町 

・富山   ：富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町 

・高岡･射水： 高岡市、射水市、氷見市 

・砺波   ：砺波市、小矢部市、南砺市 

資料６ 
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地域別の特性と取組み 
 

 

 本県では、これまで、地理的にコンパクトでまとまりがよい県土の特色や先人がつくり

あげた産業基盤、豊かで美しい自然などを活かし、県全体として一体的な都市機能や産業

の集積、交通・物流の基盤整備が図られてきました。 

 

これからもすべての県民がいきいきと働き暮らすことができるよう、富山県全体がバラ

ンスよく発展していくことが重要であり、そのため、第２章及び第３章では、本県の目指

すべき将来像の実現に向けた 100 の政策や目標を設定し、全県的に取り組んでいくことと

しています。 

 

 一方、我が国や富山県を取り巻く社会経済情勢の変化に伴い、県民の価値観やニーズは

ますます多様化しています。また、国内各地で地域間競争が一層激しさを増しており、県

内各地域においても、それぞれの特色ある地域資源を有効に活用しながら、個性を磨き上

げ、魅力ある地域づくりを進めることが不可欠となっています。 

 

あわせて、このような状況の変化に適切に対応するためには、県、市町村、地域の住民、

団体など様々な主体が協働し、創意工夫を凝らしながら、独自性と総合的な地域力を発揮

して、地域ぐるみで取組みを進めていくことが極めて重要となっています。 

 

このため、この章では、第２章及び第３章で示した 100 政策における取組みを、各地域

の特性や課題を踏まえ、地域ごとに具体的に掲載することとします。 

 

掲載にあたっては、県内を日常社会生活圏や行政サービスの提供単位として定着してい

る４つの地域に分け、地域ごとに主だった取組みを示すこととします。 

 

なお、具体的な事業の実施にあたっては、それぞれの地域を越えて取り組むことが必要

な場合もあることから、地域区分については、柔軟に捉えることとします。 

 

また、各地域では、県のほか、国、市町村、地域の住民や団体等において、様々な分野

の取組みが行われており、この章で記載している方向性は、各地域のイメージを固定する

ものではありません。 
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Ⅰ 各地域の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砺波地域 

 一般機械等や繊維･伝統産業、特色ある農林業

が展開されるとともに、歴史･文化、伝統芸能、

散居村等の観光資源に恵まれており、高速交通

網の活用等により、さらに交流人口の増加が期待

される、豊かな田園空間の魅力あふれる地域。 

 

・構成市（３市） 

  砺波市、小矢部市、南砺市 

・面積 929.74ｋ㎡ 

・人口 130,726人 

医薬品産業をはじめとした高度なものづくり

産業や高等教育・研究機関等が集積し、活発な経

済活動が行われるとともに、豊かで美しい自然

や特色ある歴史・文化などに恵まれた、個性豊

かな中核都市地域。 

 

・構成市町村（２市２町１村） 

  富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町 

・面積  1,843.87ｋ㎡ 

・人口  501,670人 

 高速交通網や港湾等広域的な交通基盤の整備

が進められ、環日本海・アジアの交流拠点とし

ての役割を果たすとともに、金属製品等の産業

や伝統産業が盛んなほか、歴史・文化や豊かで

美しい自然環境に恵まれた多彩な地域。 

 

・構成市（３市） 

高岡市、射水市、氷見市 

・面積 549.56ｋ㎡ 

・人口 312,425人 

雄大な北アルプスの豊かな自然環境を背景と

して、金属製品や電子材料・部品、一般機械等の

産業が集積するとともに、自然や伝統文化等の

恵まれた観光資源を活かし、活発な交流が行わ

れる賑わい豊かな地域。 

 

・構成市町（２市２町） 

  魚津市、黒部市、入善町、朝日町 

・面積 924.47ｋ㎡ 

・人口 121,507人 

富山地域 

高岡・射水地域 新川地域 

（※面積、人口とも平成２７年１０月１日現在） 

朝日町 

射水市 

魚津市 

入善町 

黒部市 

氷見市 

高岡市 

南砺市 

小矢部市 
砺波市 

富山市 
立山町 

上市町 

舟橋村 

滑川市 
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Ⅱ 地域別の方向 
新川地域（魚津市、黒部市、入善町、朝日町） 

 

＜地域の特性と課題＞ 
・良質で豊富な水資源に支えられ、アルミ等の金属製品や電

子材料・部品、一般機械、食料品・飲料・深層水関連など

の産業が集積しており、高い技術力を誇る企業も立地して

います。一方、労働力を支える生産年齢人口の減少が見込

まれるなか、第４次産業革命の進展を踏まえ、生産性の向

上や新たな付加価値の創出などへの対応が求められてい

ます。 

 

・北アルプスの山岳地域から日本海に至る高低差の大きい地形は優れた眺望と豊かな自然を

提供しており、黒部峡谷、宇奈月温泉、黒部川扇状地湧水群、立山黒部ジオパークのほか、

蜃気楼、埋没林、ヒスイ海岸に代表される富山湾の魅力など多彩な観光資源を有していま

す。また、3,000ｍ級の山々に囲まれ、雄大な山岳景観や数々の名山を眺望できます。さら

に、ユネスコ無形文化遺産に登録された「魚津のタテモン行事」をはじめとした歴史的・

文化的資産も有しています。今後は、「立山黒部」の世界ブランド化に向け、黒部峡谷の観

光資源としての高付加価値化に取り組むとともに、地域のものづくり企業などと連携した

産業観光のさらなる推進等により、黒部宇奈月温泉駅を起点とした多彩な資源を組み合わ

せた観光ルートづくりなどが期待されています。 

 

・広域的な交通基盤である北陸新幹線の整備促進、北陸の東の玄関口となる黒部宇奈月温泉

駅を核とした地域公共交通ネットワークの整備や交通アクセスの充実により、自然、伝統

文化等の観光資源を活かした交流人口の拡大など、地域経済の活性化が期待されています。 

 

・農林水産分野では、りんご、入善ジャンボ西瓜、さといも、ウマヅラハギ「如月
きさらぎ

王
おう

」、深層

水仕込カキ、黒部名水ポークなどの特色ある農林水産物を有しています。一方で、農山漁

村では、過疎化・高齢化・混住化が進行しており、豊かな自然、景観、伝統文化をはじめ、

宇奈月ビール、入善ブラウンラーメンなど名水や深層水等の地域資源の活用などによる活

性化を図るとともに、農林水産業の意欲ある担い手の育成・確保をさらに進めていく必要

があります。 

 

・湧水、河川、深層水など清らかな水資源や黒部峡谷などの豊かな自然を今後とも大切に保

全するとともに、生物多様性の確保、人と自然との共生の取組みを進めることが求められ

ています。 

 

・地域住民の生命･財産を守り、豊かな自然や美しい県土を保全するため、今後とも治山、治

水、砂防、海岸保全などの防災対策、公共土木施設等の長寿命化対策を着実に進めること

が必要です。 
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＜取組みの方向＞ 
 
【活力とやま】 
 
 

 

○地域産業の振興（良質で豊富な水や高度なものづくり技術を活かしたアルミ等の金属製品、電子材料・

部品、一般機械、食料品・飲料等） 

[国内外に誇る特色ある製品] ファスナー、ウォータージェットマシン、耐圧樹脂ホース等 

○深層水関連産業の振興（新商品開発、販路開拓の支援、「富山の深層水」ブランドの確立等） 

○職業訓練の推進（技術専門学院新川センター、北陸職業能力開発大学校等） 

 

 

 

○特色ある農林水産業の振興とブランド力の強化（地域特産物の生産拡大､深層水を利用した養殖業等） 

[農産物] りんご、なし、ぶどう、もも、入善ジャンボ西瓜、チューリップ、白ねぎ（ねぎたん）、 

     ブルーベリー、さといも、にら、ばれいしょ、新川だいこん 等 

[水産物] 魚津ウマヅラハギ、深層水仕込カキ、ホタルイカ、ヒラメ、ベニズワイガニ（高志の紅ガ

ニ）、バイ等 

[畜産物] 黒部名水ポーク等 

[加工品など] かまぼこ、地ビール、バタバタ茶、越中はとむぎ茶、米粉、深層水、たら汁等 

○農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の高機能化整備の推進 

 

       

 

○北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」の利用促進 

○黒部宇奈月温泉駅の駅周辺及びアクセス道路の整備等の交通結節機能の充実 

○黒部宇奈月温泉駅を核とした地域公共交通ネットワークの充実（富山地方鉄道、新幹線アクセス路線バ

ス、あいの風とやま鉄道等） 

○公共交通機関相互の乗継ぎの円滑化 

○道路ネットワークの整備と活用（国道、県道、都市計画道路等）  

○港湾機能の整備充実(地方港湾魚津港) 

 

 

 

○観光の振興（黒部峡谷、宇奈月温泉、関西電力黒部ルート、立山黒部ジオパーク、富山湾の三大奇観（蜃

気楼、ホタルイカ群遊海面、埋没林）、ヒスイ海岸、黒部川扇状地湧水群、深層水等の観光資源やユネス

コ無形文化遺産登録「たてもん」等の伝統行事の活用、アルペンライナーの運行支援 等） 

○滞在・体験型観光の推進（立山黒部の滞在プログラムの充実、国際観光インターンシップ学生の受入れ、

アルミ加工、ファスニング等の地域産業の見学やものづくり体験などの産業観光、グリーンツーリズム

等） 

○「世界で最も美しい富山湾」の活用・保全（サイクリングやマリンスポーツ等の魅力ある環境を活かし

た誘客促進 等） 

アルミ等の金属製品、電子部品、一般機械等の地域産業の振興を図るとともに、深層水を活用

した新商品開発や販路開拓への支援を進めます。 

入善ジャンボ西瓜、魚津加積りんご、黒部名水ポークなど、付加価値の高い特色ある農林水産物

等の生産拡大と、ブランド力の強化に努めます。 

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅を核とした交通基盤の整備や地域公共交通の充実による各地へ

のアクセス向上により、地域の活性化を図ります。 

黒部峡谷、宇奈月温泉等の地域の観光資源の磨き上げ、滞在・体験型観光の充実を図るととも

に、周囲の観光圏と連携しながら地域の魅力を発信し、選ばれ続ける観光地づくりを進めます。 
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【未来とやま】 
 

 

 

○地域や市町村と連携した結婚から子育てまでの支援 

○地域周産期母子医療センター（黒部市民病院）を中心とした周産期医療体制の整備 

○産婦人科医療機関の連携による、妊婦健診と分娩の機能分担の推進と住民への啓発普及 

○地域における子育て支援の充実や仕事と子育ての両立支援 

○体験活動や地域の交流活動等を通じた心豊かな子どもたちの育成 

 

 

 

○学習活動や学校行事、部活動において高校教育を充実する県立高校の再編の推進 

○地域のニーズ等を勘案し、市町村の意向を十分考慮しながら、再編高校の跡地利用の検討 

○少人数指導と少人数学級の組合せによる効果的な少人数教育の推進（小３での 35人学級選択制を小４に

拡充） 

○子どもの可能性を伸ばす教育の推進 

○生涯にわたる多様な学びの推進（県民カレッジ新川地区センターにおける生涯学習講座等） 

○地域におけるふるさとへの誇りと愛着を育むふるさと学習の振興 

 

 

 

○芸術文化に親しみ、参加する環境づくり（新川文化ホールの活用、宇奈月国際会館での「シアター・オ

リンピックス」開催等） 

○スポーツに親しむ環境づくり（バレーボールやアーチェリー、ビーチボールなど、地域に根差したスポー

ツの推進や支援等） 

○地域づくりや公共サービス提供の新たな担い手であるＮＰＯ法人等の活動促進 

 

 

 

○伝統文化の保存・継承（「たてもん」【魚津市（ユネスコ無形文化遺産登録）】、「明日（あけび）」の稚児

舞、松桜閣【黒部市】等） 

○自然景観の保全と活用（黒部峡谷、ヒスイ海岸、朝日岳・白馬岳【朝日町】、蜃気楼【魚津市】等） 

○まちの未来創造モデル事業など、住民をはじめ多様な主体が連携して行う活力ある地域づくりへの支援

（宇奈月温泉街【黒部市】、舟川桜並木周辺【朝日町】 等） 

○地域ぐるみによる農村環境や農業生産基盤の維持保全活動への支援 

○６次産業化や農商工連携による農林水産物の高付加価値化の推進 

○農山漁村と都市との交流（和紙作りや炭焼きなどの自然体験） 

○荒廃農地の発生防止や鳥獣被害発生防止対策への支援 

○里山林・混交林の整備や、全国植樹祭の開催を契機とした住民参加の森づくりの一層の推進 

○移住者受入モデル地域育成支援事業など、移住者受入れに取り組む地域への支援（片貝地域【魚津市】、

笹川地域【朝日町】 等） 

結婚から子育てまでの切れ目のない支援を進めるとともに、子育てと仕事を両立できる環境の整

備、心豊かな子どもの育成を図ります。 

富山ならではの質の高い教育を行っていくための特色ある取組みや環境整備を進めるとともに、

ライフステージに応じた多様な学習機会の提供やふるさとを学び楽しむ環境づくりを進めます。 

地域の文化施設の活用や地域に根差したスポーツへの支援を通して、文化やスポーツに親しむこ

とのできる環境づくりを進めるとともに、地域における多彩な県民活動を推進します。 

魅力あるまちの景観や伝統文化など、地域の魅力を再発見し、発信することにより、個性豊かな

魅力ある地域づくり・農山漁村づくりを進め、交流人口の拡大や、移住者の増加を図ります。 
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【安心とやま】 
 

 

 

○がん診療連携拠点病院（黒部市民病院、富山労災病院）を中心としたがん診療体制の整備 

○在宅医療の推進 （在宅医療を推進する郡市医師会【魚津市、下新川郡】への支援や医療系ショートス

テイ専用病床（民間病院【黒部市】）の確保等） 

○各地域でのスポーツ活動等を通じた運動習慣の定着、減塩・野菜摂取などの食生活の改善など、健康寿

命延伸の取組み 

 

 

 

○支援を必要とする人に個別の支援を地域で提供するケアネット活動の推進 

○富山型デイサービス施設の設置促進 

○認知症疾患医療センター（民間病院【魚津市】）による専門医療体制や認知症サポーター養成等による見

守り体制の整備 

○障害者の雇用・就労やスポーツ・文化活動などの社会参加の促進 

 

 

 

 

○自然とふれあう場の確保と環境配慮型トイレの整備促進（僧ヶ岳県立自然公園や朝日県立自然公園をは

じめ、県定公園や中部北陸自然歩道等） 

○希少な野生動植物の保護と、人や自然生態系、農作物等へ被害をもたらす野生鳥獣（クマ・サル・イノ

シシ等）の管理の強化 

○海岸漂着物対策の推進 

○地下水涵養
かんよう

（東蔵【魚津市】、殿町【朝日町】）による健全な水循環の確保 

○名水等の保全・活用、共同洗い場等地域固有の水文化の継承（黒部川扇状地湧水群〔生地の共同洗い場、

杉沢の沢スギなど〕【黒部市、入善町】） 

○循環型社会・低炭素社会づくりの推進（自然エネルギーを活用した省エネ街区の開発（民間企業【黒部

市】）等） 

○再生可能エネルギーの導入促進（風力発電【入善町】、小水力発電【魚津市、黒部市、入善町、朝日町】、

でんき宇奈月プロジェクト（※2）【黒部市】、PFIでの下水道バイオマス利活用【黒部市】等） 
 

（※1）３Ｒ 廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の取組みの総称 

（※2）でんき宇奈月プロジェクト 小水力発電と電気自動車を組み合わせ、環境に配慮した温泉リゾートを目指す取組み  

                             

 

 

○河川改修整備等（黒部川、片貝川、鴨川、黒瀬川等） 

○砂防･地すべり・急傾斜地崩壊対策施設の整備（小川、黒部川、片貝川流域等） 

○高波対策等を進める海岸保全施設の整備（宮崎海岸、大屋海岸、下新川海岸、魚津海岸等） 

○治山施設と保安林の整備 

○海岸防災林の造成・維持（入善海岸） 

○関係機関と連携しながら実施する流木対策の推進 

○地震・津波対策など、地域における防災活動体制の充実・強化、地域ぐるみの防犯活動の推進 

○防災情報の共有化の推進（ハザードマップの作成支援、土砂災害警戒区域の指定・周知等） 

○避難行動要支援者への支援の充実 

○身近な公共交通サービスの確保・充実への支援 

地域での医療体制を整備し、在宅医療を推進するとともに、運動習慣や食生活の改善を通じて、

健康寿命日本一を目指します。 

支援を必要とする人に対する地域での支援体制の充実や社会参加の促進を通じ、県民だれもが

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉を推進します。 

自然環境や豊かな水環境を保全し、動植物の保護・適正管理を進めます。また、資源効率性の

向上や３Ｒ(※1)の推進、地域の特性を活かした再生可能エネルギーの利活用等に取り組み、循

環型社会・低炭素社会の構築に努めます。 

自然環境に配慮しながら、治山、治水、寄り回り波等の高波・津波・海岸侵食対策などの施設整

備を着実に進めるとともに、防災・防犯対策の充実等により安全・安心なまちづくりを進めます。 



7 

【人づくり】 
 
 

 

 

○地域人材を活用した多彩な教育活動の推進 

○「社会に学ぶ 14歳の挑戦」などによる、主体的に社会へ参画する力、社会に貢献する意欲や態度を育む

教育の充実 

○地域の自然、歴史・文化、先人の偉業などを理解し、愛着を深める教育の推進 

 

 

 

 

○高等学校や大学におけるキャリア教育、グローバル教育の推進 

○若者の職業的自立と県内学生の県内定着支援 

○地域コミュニティ活動への若者の参加促進 

 

 

 

 

○女性が安心して働き続けられる環境の整備（自治体と企業等の合同イクボス宣言） 

○女性のキャリアアップ・チャレンジ支援 

○女性の研究者、技術者等の育成（県立大学と民間企業等による女性研究者の共同支援） 

 

 

 

 

○長時間労働の是正や柔軟で多様な働き方の導入など働き方改革の推進 

○地域コミュニティ活動の中核となるリーダーの育成と地域づくり活動支援 

○経済的に厳しい家庭へのきめ細かく総合的な支援 

 

 

 

 

 

○高齢者の意欲や能力に応じた多様な就業支援 

○地域における高齢者の社会活動の参加促進（里山の生活の知恵や文化を伝承する自然体験学校「夢創塾」

【朝日町】等） 

○伝統文化や伝統芸能の次世代への伝承 

 

 

 

子どもたちが、優れた知性、豊かな心、たくましく生きるための体力を身につけるとともに、ふるさ

とへの誇りと愛着を持ち、将来の富山を担う若者、大人に成長するための確かな基礎を築きま

す。 

若者がたくましく成長するとともに、職業的・社会的に自立し、地域社会に積極的に関わろうとす

る態度を身につけることができるよう支援します。 

女性がその能力を十分に発揮し、安心して働き続けられるとともに、様々な分野で活躍できる環

境づくりを進めます。 

働き方改革を進め、すべての人がその持てる能力を最大限に発揮し、職場や地域の中心となって

活躍できる環境づくりを進めます。 

元気な高齢者が、健康で生きがいを持って暮らし、その意欲と能力に応じて職場や地域において

活躍するとともに、長年培った知識や経験、技能を次世代に継承することができる社会づくりを進

めます。 
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富山地域（富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町） 

 

＜地域の特性と課題＞ 
・高度なものづくり技術を有する多くの企業や、高等教育機

関、試験研究機関、産業支援機関が集積し、医薬品産業や

一般機械産業が盛んなほか、産学官共同研究開発が積極的

に進められています。一方、労働力を支える生産年齢人口

の減少が見込まれるなか、第４次産業革命の進展を踏まえ、

生産性の向上や新たな付加価値の創出などへの対応が求

められています。 

 

・立山黒部アルペンルート、越中おわら風の盆、剱岳、ほたるいか観光等の全国的に知名度

の高い観光資源を有しています。また、八尾地区、岩瀬地区や大岩地区、松川べりや富岩

運河環水公園等の水辺空間、立山連峰、立山黒部ジオパークなど、歴史・伝統が息づくま

ち並みや美しい景観を有しています。今後は、立山黒部アルペンルートの魅力向上など「立

山黒部」の世界ブランド化の取組みを進めるとともに、宿泊者数の増加に向けた滞在環境

の充実、地域の多彩な資源の掘り起こし・磨き上げや、富山県美術館をはじめとする駅周

辺の新たな魅力の活用により、旅行者が繰り返し訪れ滞在する観光地づくりが求められて

います。 

 

・広域的な交通基盤である北陸新幹線、伏木富山港等の整備促進や富山きときと空港の機能

充実により、富山駅及びその周辺の魅力あふれる県都の玄関口としての発展、優れた観光

資源を活かした観光・交流のさらなる広がりや、環日本海・アジアの交流拠点としての発

展が期待されています。 

 

・農林水産分野では、呉羽なし、ホタルイカ、シロエビなどの農林水産物、ますの寿し等の

加工品など本県を代表する特産品を有しています。一方で、農山漁村では、過疎化・高齢

化・混住化が進行しており、豊かな自然、棚田などの景観、伝統文化をはじめ、エゴマ、

さといも、白ネギなど特色ある食等の地域資源の活用などによる活性化を図るとともに、

農林水産業の意欲ある担い手の育成・確保をさらに進めていく必要があります。 

 

・中部山岳国立公園立山室堂地区に代表される豊かな自然環境を大切に保全していくととも

に、ライチョウなど希少野生動植物の保護対策等生物多様性の確保、人と自然との共生の

取組みを進めることが求められています。 

 

・地域住民の生命･財産を守り、豊かな自然や美しい県土を保全するため、今後とも治山、治

水、砂防、海岸保全などの防災対策、公共土木施設等の長寿命化対策を着実に進めること

が必要です。 
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＜取組みの方向＞ 
 
【活力とやま】 

 

 

○地域産業の振興（一般機械、金属製品､プラスチック製品､情報サービス等） 

[国内外に誇る特色ある製品] コンピュータ等のスイッチング電源、自動包装機、パソコン用ショッ 

クセンサー、自動車用軸受け･ベアリング、パソコン CPU用 PGAピン等 

○医薬品企業、周辺産業の集積や産学官連携の推進等による医薬品産業の振興と医薬工連携の取組み支援 

○深層水関連産業の振興（「富山の深層水」ブランドの確立、新商品開発、販路開拓の支援等） 

○産学官連携体制の強化（（公財）富山県新世紀産業機構、富山大学、県工業技術センター機械電子研究所） 

○職業訓練の推進（技術専門学院等） 
 

 

 

○特色のある農林水産業の振興、持続可能な漁業の推進とブランド力の強化（呉羽梨選果場の活用、栽培

漁業センターの整備､深層水の活用等） 

[農産物] 呉羽なし、白ねぎ、トマト、小ギク、さといも、にんじん、ばれいしょ、ほうれんそう、 

こまつな、りんご、大かぶ、らっきょう、いちじく、シャクヤク、トウキ、エゴマ、 

フルーツトマト・トルコギキョウ（次世代施設園芸品目）等 

[水産物] ホタルイカ、シロエビ、ズワイガニ、ベニズワイガニ（高志の紅ガニ）、ゲンゲ、アユ等 

[畜産物] 乳製品、肉製品等 

[加工品など] ます寿し、深層水、かまぼこ、大岩そうめん、みょうが寿し、柿酢等 

○農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の高機能化整備の推進 
 

       

 

○富山駅及び駅周辺の整備（富山駅周辺南北一体化を図る連続立体交差事業）等の交通結節機能の充実 

○富山駅や富山きときと空港を核とした地域公共交通ネットワークの充実（あいの風とやま鉄道、高山本

線、富山地方鉄道、富山ライトレール、バス等） 

○公共交通機関相互の乗継ぎの円滑化 

○北陸自動車道上市スマートインターチェンジ（仮称）の設置の推進 

○地域高規格道路の整備（富山高山連絡道路、富山外郭環状道路等） 

○道路ネットワークの整備と活用（国道、県道、都市計画道路等）     

○日本海側の総合的拠点港である国際拠点港湾伏木富山港（富山地区）の港湾機能や周辺環境整備の充実、

鉄道や幹線道路から港湾までのアクセスの改善、国際定期航路の充実 

○富山きときと空港の国内外航空ネットワークの充実 
 

 

 

○観光の振興（立山黒部アルペンルート、立山黒部ジオパークなど雄大な自然を活かした知名度の高い観

光資源や越中おわら風の盆などの伝統芸能、ミシュランガイド、ゴ・エ・ミヨを活用した食の魅力発信、

観光案内所（とやま旅ナビ）の設置などによる広域観光の拠点化、八尾、岩瀬【富山市】、大岩【上市町】

などの伝統あるまち並み等の活用、アルペンライナーの運行支援 等） 

○富岩運河環水公園を中心とした富山駅周辺の賑わい創出（富山県美術館の魅力的な展覧会の開催、富岩

水上ラインの運航、誘客力のあるイベントの開催 等） 

○滞在・体験型観光の推進（立山黒部の滞在プログラムの充実、富山のくすり・ます寿しなどの工場見学

やものづくり体験などの産業観光や、深層水体験、ほたるいか観光、なし狩り、トレッキングツアーな

どの体験型観光等） 

○「世界で最も美しい富山湾」の活用・保全（サイクリングやマリンスポーツ等の魅力ある環境を活かし 

大学・企業等の集積を活かし、産学官連携体制を強化するとともに、医薬品関連、一般機械等の

地域産業の振興を図ります。 

呉羽なしやホタルイカ、シロエビをはじめとした、地域の特色ある農林水産物等の生産拡大と、ブ

ランド力の強化を進めます。 

富山駅や富山きときと空港を核とした交通基盤の整備や、伏木富山港（富山地区）の港湾機能の

充実、交通アクセスの向上等により、交通ネットワークの充実と地域の活性化を図ります。 

立山黒部アルペンルート、富山湾など、恵まれた自然景観や歴史・文化等の観光資源を磨き上

げ、滞在・体験型観光の推進を図るとともに、地域のブランド力アップを目指します。 

た誘客促進等） 
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【未来とやま】 
 

 

 

○地域や市町村と連携した結婚から子育てまでの支援 

○総合周産期母子医療センター（県立中央病院）や地域周産期母子医療センター（富山大学附属病院、富

山市民病院）を中心とした周産期医療体制の整備  

○地域における子育て支援の充実や仕事と子育ての両立支援 

○体験活動や地域の交流活動等を通じた心豊かな子どもたちの育成 

 

 

 

○学習活動や学校行事、部活動において高校教育を充実する県立高校の再編の推進 

○地域のニーズ等を勘案し、市町村の意向を十分考慮しながら、再編高校の跡地利用の検討 

○少人数指導と少人数学級の組合せによる効果的な少人数教育の推進（小３での 35人学級選択制を小４に

拡充） 

○子どもの可能性を伸ばす教育の推進（小中学校「科学の時間」【滑川市】、小中一貫教育【舟橋村】） 

○生涯にわたる多様な学びの推進（県民カレッジ本部や富山地区センターにおける生涯学習講座等） 

○地域におけるふるさとへの誇りと愛着を育むふるさと学習の振興（高志の国文学館などの活用、八尾の

「おわら」を通した地域交流活動、立山などへのふるさと登山） 

 

 

 

○芸術文化に親しみ、参加する環境づくり（県民会館､富山県美術館､水墨美術館､高志の国文学館、立山博

物館､立山カルデラ砂防博物館などの活用､世界ポスタートリエンナーレトヤマ、とやま世界こども舞台

芸術祭等の開催､ガラス造形､音楽等） 

○スポーツに親しむ環境づくり（県総合体育センターなどの施設の活用や、ボート、カヌー、フェンシン

グ、フレッシュテニスなど、地域に根差したスポーツの推進や支援等） 

○地域づくりや公共サービス提供の新たな担い手であるＮＰＯ法人等の活動促進 

 

 

 

○景観の保全と活用（歴史的なまち並み景観（八尾地区・諏訪町本通りや岩瀬地区【富山市】等）、水辺景

観（富岩運河環水公園、松川べり、富岩運河等））    

○伝統文化の保存・継承（越中おわら風の盆、八尾曳山祭、婦中町熊野神社の稚児舞、滑川のネブタ流し、

立山信仰に由来する布橋灌頂会、上市のにおとんぼ焼き等） 

○まちの未来創造モデル事業など、住民をはじめ多様な主体が連携して行う活力ある地域づくりへの支援 

○地域ぐるみによる農村環境や農業生産基盤の維持保全活動への支援 

○６次産業化や農商工連携による農林水産物の高付加価値化の推進 

○農山漁村と都市との交流（棚田農作業体験等） 

○荒廃農地の発生防止や鳥獣被害発生防止対策への支援 

○里山林・混交林の整備や住民参加の森づくりの一層の推進と住民による花と緑の地域づくり 

○移住者受入モデル地域育成支援事業など、移住者受入れに取り組む地域への支援 

○有峰森林文化村活動の推進 

結婚から子育てまでの切れ目のない支援を進めるとともに、子育てと仕事を両立できる環境の整

備、心豊かな子どもの育成を図ります。 

富山ならではの質の高い教育を行っていくための特色ある取組みや環境整備を進めるとともに、

ライフステージに応じた多様な学習機会の提供やふるさとを学び楽しむ環境づくりを進めます。 

地域の文化施設の活用や地域に根差したスポーツへの支援を通して、文化やスポーツに親しむこ

とのできる環境づくりを進めるとともに、地域における多彩な県民活動を推進します。 

魅力あるまちの景観や伝統文化など、地域の魅力を再発見し、発信することにより、個性豊かな

魅力ある地域づくり・農山漁村づくりを進め、交流人口の拡大や、移住者の増加を図ります。 
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【安心とやま】 
 
 

 
○森林セラピー基地等を活用した森林浴やトレッキングの実施による健康増進の推進 

○がん診療連携拠点病院等（県立中央病院、富山市民病院、富山大学附属病院、富山赤十字病院）を中心とした

がん診療体制の整備 

○在宅医療の推進（在宅医療を推進する郡市医師会【富山市、滑川市、中新川郡】への支援や医療系ショー

トステイ専用病床（民間病院【富山市】）の確保等） 

○各地域でのスポーツ活動等を通じた運動習慣の定着、減塩・野菜摂取などの食生活の改善など、健康寿

命の延伸の取組み 
 

 

 

○支援を必要とする人に個別の支援を地域で提供するケアネット活動の推進 

○富山型デイサービス施設の設置促進 

○富山県リハビリテーション病院・こども支援センターでの高度で専門的なリハビリ医療の提供 

○認知症疾患医療センター（民間病院【富山市】）による専門医療体制や認知症サポーターの養成等による

見守り体制の整備 

○障害者の雇用・就労やスポーツ・文化活動などの社会参加の促進 
 

 

 

 

○世界的な山岳景観の保全と活用（「立山黒部」の世界ブランド化、山岳景観（室堂みくりが池等）） 

○立山砂防の世界文化遺産登録の推進（防災とエコの両立） 

○自然保護思想の普及啓発（自然博物園ねいの里、鳥獣保護センター、ナチュラリストの養成） 

○登山道や環境配慮型トイレの整備促進と、自然と触れ合う場の確保（立山自然保護センター等自然体験

施設、県立・県定公園や中部北陸自然歩道等） 

○ライチョウ等の希少な野生動植物の保護と、人や自然生態系、農作物等へ被害をもたらす野生鳥獣（クマ・

サル・イノシシ等）の管理の強化（ライチョウサポート隊） 

○海岸漂着物対策の推進 

○清らかな水環境の保全（いたち川の水辺と清水【富山市】、立山玉殿の湧水【立山町】、穴の谷
あ な んた ん

の霊水【上

市町】、行田
ぎょうでん

の沢
さわ

清水
し み ず

【滑川市】等） 

○県立イタイイタイ病資料館を活用したイタイイタイ病に関する資料や教訓の継承と発信 

○循環型社会・低炭素社会づくりの推進（環境未来都市・環境モデル都市【富山市】、富山市エコタウン、廃

棄物発電等） 

○再生可能エネルギーの導入促進(太陽光発電〔メガソーラー発電所【富山市】、公共施設等【上市町】〕、

小水力発電【富山市、滑川市、立山町】、木質ペレット活用等【富山市、立山町】、ペレットストーブへ

の補助【上市町】等） 
 
（※）３Ｒ 廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の取組みの総称 

 

 

 

○河川改修整備等（常願寺川、神通川、白岩川、坪野川、太田川等） 

○砂防・地すべり・急傾斜地崩壊対策施設の整備（常願寺川、神通川、早月川流域等） 

○海岸保全施設の整備（富山海岸、伏木富山港海岸、滑川漁港海岸、水橋漁港海岸等） 

○治山施設と保安林の整備   ○関係機関と連携しながら実施する流木対策の推進 

○地震・津波、火山対策など、地域における防災活動体制の充実・強化、地域ぐるみの防犯活動の推進 

○県広域消防防災センターを核とした地域防災力の向上、防災学習の推進 

○防災情報の共有化の推進（ハザードマップの作成支援、土砂災害警戒区域の指定・周知等） 

○避難行動要支援者への支援の充実 

○港湾地区等での重点的な防犯活動の推進   ○身近な公共交通サービスの確保・充実への支援 

地域での医療体制を整備し、在宅医療を推進するとともに、運動習慣や食生活の改善を通じて、

健康寿命日本一を目指します。 

支援を必要とする人に対する地域での支援体制の充実や社会参加の促進を通じ、県民だれもが

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉を推進します。 

自然環境に配慮しながら、治山・治水・砂防・海岸保全等の施設整備を着実に進めるとともに、

防災・防犯対策の充実等により安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

自然環境や豊かな水環境を保全し、動植物の保護・適正管理を進めます。また、資源効率性の

向上や３Ｒ(※)の推進、地域の特性を活かした再生可能エネルギーの利活用等に取り組み、循

環型社会・低炭素社会の構築に努めます。 
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【人づくり】 
 
 

 

 

○地域人材を活用した多彩な教育活動の推進 

○「社会に学ぶ 14歳の挑戦」などによる、主体的に社会へ参画する力、社会に貢献する意欲や態度を育む

教育の充実 

○地域の自然、歴史・文化、先人の偉業などを理解し、愛着を深める教育の推進 

 

 

 

 

○高等学校や大学におけるキャリア教育、グローバル教育の推進 

○若者の職業的自立と県内学生の県内定着支援 

○県内高等教育機関の連携（大学コンソーシアム富山の活動拠点整備） 

○地域コミュニティ活動への若者の参加促進 

 

 

 

 

○女性が安心して働き続けられる環境の整備 

○女性のキャリアアップ・チャレンジ支援 

○女性の研究者、技術者等の育成 

 

 

 

 

○長時間労働の是正や柔軟で多様な働き方の導入など働き方改革の推進 

○地域コミュニティ活動の中核となるリーダーの育成と地域づくり活動支援 

○経済的に厳しい家庭へのきめ細かく総合的な支援   

 

 

 

 

 

○高齢者の意欲や能力に応じた多様な就業支援 

○地域における高齢者の社会活動の参加促進（「富岩運河かたりべの会」【富山市】等） 

○伝統文化や伝統芸能の次世代への伝承 

 

子どもたちが、優れた知性、豊かな心、たくましく生きるための体力を身につけるとともに、ふるさ

とへの誇りと愛着を持ち、将来の富山を担う若者、大人に成長するための確かな基礎を築きま

す。 

若者がたくましく成長するとともに、職業的・社会的に自立し、地域社会に積極的に関わろうとす

る態度を身につけることができるよう支援します。 

女性がその能力を十分に発揮し、安心して働き続けられるとともに、様々な分野で活躍できる環

境づくりを進めます。 

働き方改革を進め、すべての人がその持てる能力を最大限に発揮し、職場や地域の中心となって

活躍できる環境づくりを進めます。 

元気な高齢者が、健康で生きがいを持って暮らし、その意欲と能力に応じて職場や地域において

活躍するとともに、長年培った知識や経験、技能を次世代に継承することができる社会づくりを進

めます。 
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高岡・射水地域（高岡市、射水市、氷見市） 

   

＜地域の特性と課題＞ 
・臨海工業地域を中心にアルミ、鉄鋼等の金属製品や化学等

の産業が集積しており、ものづくり研究開発センターを核

とした産学官共同研究開発、総合デザインセンターによる

デザイン力を活かした付加価値の高い製品開発が進められ

ているほか、高岡銅器等の伝統産業が発達しています。一

方、労働力を支える生産年齢人口の減少が見込まれるなか、

第４次産業革命の進展を踏まえ、生産性の向上や新たな付

加価値の創出などへの対応が求められています。 

 

・ユネスコ無形文化遺産に登録された高岡御車山
みくるまやま

祭や射水など各地の曳山行事、「日本遺産」

に認定された高岡の「町民文化」を構成する国宝瑞龍寺・勝興寺、高岡市山町筋
やまちょうすじ

・金屋町

の伝統的建造物群等の歴史あるまち並みや、氷見市柳田
やないだ

布
ぬの

尾山
お や ま

古墳などの文化財、新湊内

川の美しい水辺景観など、数多くの歴史的・文化的資産を有しています。また、海越しの

立山連峰の景観、海王丸パーク、新湊マリーナに代表される富山湾の魅力など、多彩な観

光資源に恵まれています。今後は、ものづくり産業や伝統産業の現場見学・体験などの産

業観光を一層推進するとともに、周辺地域と連携し、新高岡駅を起点としたエリア内での

周遊・滞在メニューを旅行者に提供する観光商品づくりが求められています。 

 

・北陸新幹線、東海北陸自動車道、能越自動車道や伏木富山港等の広域的な交通の基盤の整

備充実に伴い、新高岡駅及びその周辺の飛越能の玄関口としての発展、東海・飛騨地方、

石川県、福井県との交流拡大や環日本海・アジアの交流拠点としての発展が期待されてい

ます。 

 

・農林水産分野では、ほうれんそう、チューリップ、ハトムギ、ブリ、シロエビ、氷見牛な

どの全国的な知名度を誇る農林水産品を有しています。一方で、農山漁村では、過疎化・

高齢化・混住化が進行しており、豊かな自然、棚田などの景観、伝統文化をはじめ、ほう

れんそう、えだまめなど特色のある食等の地域資源の活用などによる活性化を図るととも

に、農林水産業の意欲ある担い手の育成・確保をさらに進めていく必要があります。 

 

・氷見海岸、能登半島国定公園に代表される豊かな自然や景観などの優れた地域資源を大切

に守っていくとともに、生物多様性の確保、人と自然との共生の取組みを進めることが求

められています。また、里山・里海における人間活動による生態系への影響が懸念されて

います。 

 

・地域住民の生命･財産を守り、豊かな自然や美しい県土を保全するため、今後とも治山、治

水、砂防、海岸保全などの防災対策、公共土木施設等の長寿命化対策を着実に進めること

が必要です。                       
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＜取組みの方向＞ 
 
【活力とやま】 
 
 

 

○地域産業の振興(アルミ､鋳物､鉄鋼等金属製品､食料品･飲料､化学等) 

[国内外に誇る特色ある製品] マグネシウム・ダイキャスト製品、超大型樹脂成型システム等 

○伝統産業の振興(高岡銅器･漆器･仏具･菅笠等） 

○産学官連携体制の強化（県工業技術センター中央研究所及びものづくり研究開発センター【高岡市】、県

立大学及び県薬事研究所【射水市】等） 

○総合デザインセンター等を中心とした商品開発企画から販路開拓までの総合的な支援や本県の優れた工

芸の魅力発信、周辺の民間企業と連携したデザイン交流ゾーンの形成 

○職業訓練の推進（富山職業能力開発促進センター等） 
 

 

 

○特色ある農林水産業の振興、持続可能な漁業の推進とブランド力の強化（野菜集出荷施設、農産物直売

所の活用、漁港等の水産流通基盤の整備、定置網漁業、栽培漁業の推進） 

[農産物] 白ねぎ、ほうれんそう、こまつな、梨、りんご、えだまめ、チューリップ（球根・切花）、 

     ハトムギ、たけのこ、ヘチマ、にんじん、いちご等 

[水産物] ブリ、シロエビ、ホタルイカ、バイ、ベニズワイガニ(高志の紅ガニ)、アユ、サクラマス等 

[畜産物] 乳製品、氷見牛など肉製品等 

[加工品など] 高岡コロッケ、かまぼこ、氷見はとむぎ茶等 

○農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の高機能化整備の推進 

 

       

 

○北陸新幹線「新高岡駅」の利用促進 

○新高岡駅及び高岡駅の駅周辺及びアクセス道路の整備等の交通結節機能の充実 

○新高岡駅及び高岡駅を核とした地域公共交通ネットワークの充実（城端線、氷見線、あいの風とやま鉄

道、万葉線、バス等） 

○あいの風とやま鉄道「高岡やぶなみ駅」の駅舎整備と駅周辺公共施設等の整備 

○公共交通機関相互の乗継ぎの円滑化 

○東海北陸自動車道の全線４車線化、能越自動車道の整備の推進 

○地域高規格道路の整備（富山高岡連絡道路、高岡環状道路） 

○道路ネットワークの整備と活用（国道、県道、都市計画道路等） 

○日本海側の総合的拠点港である国際拠点港湾伏木富山港（伏木地区、新湊地区）の港湾機能や周辺環境

整備の充実、鉄道や幹線道路から港湾までのアクセスの改善、国際定期航路の充実                  
 

 

 

○観光の振興 (ユネスコ無形文化遺産登録「高岡御車山祭」をはじめ新湊曳山祭など各地の曳山行事、国

宝瑞龍寺、重要文化財勝興寺、「越中万葉」の歌碑や万葉歴史館などの歴史的文化資源、日本遺産に認定

された高岡の伝統あるまち並み、まんがロードやキャラクター電車などのアニメコンテンツ、富山湾越

しに見た立山連峰などの自然景観、氷見温泉郷、ひみ番屋街、内川、海王丸パーク、新湊大橋、新湊マ

リーナ等の活用、わくライナー・富山ぶりかにバスの運行支援 等） 

○滞在・体験型観光の推進（銅器、漆器などの伝統産業の見学やものづくり体験などの産業観光や地引き

網体験、港町、里山における生活体験等） 

○「世界で最も美しい富山湾」の活用・保全（サイクリングやマリンスポーツ等の魅力ある環境を活かし

た誘客促進、クルーズ客船の寄港促進、新湊マリーナへの県外船舶オーナーの誘致促進 等） 

アルミ関連産業や高岡銅器等の伝統産業の振興を図るとともに、県ものづくり研究開発センター、

総合デザインセンター等を中心に、産学官共同研究開発から販路開拓まで総合支援を進めます。 

白ねぎやブリ、ベニズワイガニなど、付加価値の高い特色ある農林水産業の振興と、生産力、ブラ

ンド力の強化を進めます。 

北陸新幹線新高岡駅を核とした広域的な交通基盤の整備や、伏木富山港（伏木、新湊地区）の港

湾機能の充実、交通アクセスの向上等により、交通ネットワークの充実と地域の活性化を図ります。 

富山湾などの恵まれた自然景観や歴史・伝統文化等の観光資源を磨き上げ、滞在・体験型観光

の推進を図るとともに、地域のブランド力アップを目指します。 
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【未来とやま】 
 

 

 

○地域や市町村と連携した結婚から子育てまでの支援 

○地域周産期母子医療センター（厚生連高岡病院）を中心とした周産期医療体制の整備 

○地域における子育て支援の充実や仕事と子育ての両立支援 

○体験活動や地域の交流活動等を通じた心豊かな子どもたちの育成 

 

 

 

○学習活動や学校行事、部活動において高校教育を充実する県立高校の再編の推進 

○地域のニーズ等を勘案し、市町村の意向を十分考慮しながら、再編高校の跡地利用の検討 

○少人数指導と少人数学級の組合せによる効果的な少人数教育の推進（小３での 35人学級選択制を小４に

拡充） 

○子どもの可能性を伸ばす教育の推進（「ものづくり・デザイン科」【高岡市】） 

○生涯にわたる多様な学びの推進（県民カレッジ高岡地区センターにおける生涯学習講座等） 

○地域におけるふるさとへの誇りと愛着を育むふるさと学習の振興（「越中万葉」に関する学習【高岡市】） 

 

 

 

○芸術文化に親しみ、参加する環境づくり（高岡文化ホールなどの活用やとやま世界こども舞台芸術祭の

開催等） 

○地域の文化資源を活かした取組みへの支援（大伴家持にちなんだ万葉集全 20巻朗唱の会等） 

○スポーツに親しむ環境づくり（県高岡総合プール等の施設の活用や、ハンドボール、バドミントン、柔

道、相撲、パークゴルフなど、地域に根差したスポーツの推進や支援等） 

○地域づくりや公共サービス提供の新たな担い手であるＮＰＯ法人等の活動促進 

○多文化共生の地域づくり(外国人住民の日本語習得の支援､地域参加の促進と地域住民への意識啓発等)  

 

 

 

○伝統文化の保存・継承（ユネスコ無形文化遺産登録「高岡御車山祭」や射水など各地の曳山行事、氷見

市上日寺のごんごん祭、射水市下村加茂神社の稚児舞、やんさんま、各地の獅子舞、ひみ獅子舞ミュー

ジアムの活用等） 

○景観の保全と活用（歴史的なまち並み景観（金屋町や山町筋【高岡市】等）、自然景観（雨晴海岸等）、

水辺景観（内川等）） 

○歴史的資産の保存と活用（国宝瑞龍寺、重要文化財勝興寺や国指定史跡柳田布尾山古墳、小杉丸山遺跡等） 

○まちの未来創造モデル事業など、住民をはじめ多様な主体が連携して行う活力ある地域づくりへの支援

（山町筋【高岡市】、新湊内川周辺【射水市】 等） 

○地域ぐるみによる農村環境や農業生産基盤の維持保全活動への支援 

○６次産業化や農商工連携による農林水産物の高付加価値化の推進 

○農山漁村と都市との交流（農業・漁業体験、棚田オーナー・里山オーナー制度等） 

○荒廃農地の発生防止や鳥獣被害発生防止対策への支援 

○里山林・混交林の整備や住民参加の森づくりの一層の推進と住民による花と緑の地域づくり 

○移住者受入モデル地域育成支援事業など、移住者受入れに取り組む地域への支援（金屋町【高岡市】、速

川地域【氷見市】 等） 

結婚から子育てまでの切れ目のない支援を進めるとともに、子育てと仕事を両立できる環境の整

備、心豊かな子どもの育成を図ります。 

富山ならではの質の高い教育を行っていくための特色ある取組みや環境整備を進めるとともに、

ライフステージに応じた多様な学習機会の提供やふるさとを学び楽しむ環境づくりを進めます。 

地域の文化施設の活用や地域に根差したスポーツへの支援を通して、文化やスポーツに親しむこ

とのできる環境づくりを進めるとともに、地域における多彩な県民活動を推進します。 

魅力あるまちの景観や伝統文化など、地域の魅力を再発見し、発信することにより、個性豊かな

魅力ある地域づくり・農山漁村づくりを進め、交流人口の拡大や、移住者の増加を図ります。 
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【安心とやま】 
 

 

 

○がん診療連携拠点病院等（厚生連高岡病院、高岡市民病院、済生会高岡病院）を中心としたがん診療体

制の整備 

○在宅医療の推進（在宅医療を推進する医師会【高岡市、射水市、氷見市】への支援や医療系ショートス

テイ専用病床（民間病院【高岡市】）の確保等） 

○各地域でのスポーツ活動等を通じた運動習慣の定着、減塩・野菜摂取などの食生活の改善など、健康寿

命の延伸の取組み 

 

 

 

○支援を必要とする人に個別の支援を地域で提供するケアネット活動の推進 

○富山型デイサービス施設の設置促進 

○認知症疾患医療センター（高岡市民病院）による専門医療体制や認知症サポーター養成等による見守り

体制の整備 

○障害者の雇用・就労やスポーツ・文化活動などの社会参加の促進 

 

 

 

 

○自然とふれあう場の確保（県定公園や中部北陸自然歩道等） 

○希少な野生動植物の保護と、人や自然生態系、農作物等へ被害をもたらす野生鳥獣（クマやイノシシ等）

の管理の強化 

○海岸漂着物対策の推進 

○小矢部川流域下水道の整備(高岡砺波幹線) 

○名水等の水環境の保全（弓
ゆみ

の清水
しょうず

【高岡市】等） 

○環境の状況の監視と調査研究の推進（環境科学センター） 

○循環型社会・低炭素社会づくりの推進（使用済小型家電からのレアメタル等の有価金属回収（民間企業

【高岡市、射水市】）、廃棄物発電等） 

○再生可能エネルギーの利用促進（木質バイオマス発電（民間企業【射水市、高岡市】）、ペレットストー

ブへの補助【氷見市】等） 
 
（※）３Ｒ 廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の取組みの総称 

 

 

 

○河川改修整備（庄川、小矢部川、地久子
じ く し

川、泉川等） 

○砂防･地すべり・急傾斜地崩壊対策施設の整備（庄川、小矢部川、上 庄 川
かみしょうがわ

流域等） 

○海岸保全施設の整備（伏木富山港海岸、雨晴海岸、小境海岸等） 

○治山施設と保安林の整備      ○関係機関と連携しながら実施する流木対策の推進 

○農地防災事業等（庄川左岸地区、射水平野地区【射水市】）の推進と施設の適切な維持管理 

○農業用ため池の整備の推進【氷見市】 

○ＵＰＺにおける原子力災害対策の充実 

○地震・津波対策など、地域における防災活動体制の充実・強化、地域ぐるみの防犯活動の推進 

○防災情報の共有化の推進（ハザードマップの作成支援、土砂災害警戒区域の指定・周知等） 

○避難行動要支援者への支援の充実 

○港湾地区等での重点的な防犯活動の推進    ○身近な公共交通サービスの確保・充実への支援 

地域での医療体制を整備し、在宅医療を推進するとともに、運動習慣や食生活の改善を通じて、

健康寿命日本一を目指します。 

支援を必要とする人に対する地域での支援体制の充実や社会参加の促進を通じ、県民だれもが

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉を推進します。 

自然環境に配慮しながら、治山・治水・砂防・海岸保全等の施設整備を着実に進めるとともに、

防災・防犯対策の充実等により安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

自然環境や豊かな水環境を保全し、動植物の保護・適正管理を進めます。また、資源効率性の

向上や３Ｒ(※)の推進、地域の特性を活かした再生可能エネルギーの利活用等に取り組み、循

環型社会・低炭素社会の構築に努めます。 
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【人づくり】 
 
 

 

 

○地域人材を活用した多彩な教育活動の推進 

○「社会に学ぶ 14歳の挑戦」などによる、主体的に社会へ参画する力、社会に貢献する意欲や態度を育む

教育の充実 

○地域の自然、歴史・文化、先人の偉業などを理解し、愛着を深める教育の推進 

 

 

 

 

○高等学校や大学におけるキャリア教育、グローバル教育の推進 

○若者の職業的自立と県内学生の県内定着支援 

○地域コミュニティ活動への若者の参加促進 

 

 

 

 

○女性が安心して働き続けられる環境の整備 

○女性のキャリアアップ・チャレンジ支援 

○女性の研究者、技術者等の育成 

 

 

 

 

○長時間労働の是正や柔軟で多様な働き方の導入など働き方改革の推進 

○地域コミュニティ活動の中核となるリーダーの育成と地域づくり活動支援 

○経済的に厳しい家庭へのきめ細かく総合的な支援 

 

 

 

 

 

○高齢者の意欲や能力に応じた多様な就業支援 

○地域における高齢者の社会活動の参加促進（コミュニティバスを運行する八代地域活性化協議会【氷見

市】等） 

○伝統文化や伝統芸能の次世代への伝承 

 

子どもたちが、優れた知性、豊かな心、たくましく生きるための体力を身につけるとともに、歴史文

化都市などのふるさとへの誇りと愛着を持ち、将来の富山を担う若者、大人に成長するための確

かな基礎を築きます。 

若者がたくましく成長するとともに、職業的・社会的に自立し、地域社会に積極的に関わろうとす

る態度を身につけることができるよう支援します。 

女性がその能力を十分に発揮し、安心して働き続けられるとともに、様々な分野で活躍できる環

境づくりを進めます。 

働き方改革を進め、すべての人がその持てる能力を最大限に発揮し、職場や地域の中心となって

活躍できる環境づくりを進めます。 

元気な高齢者が、健康で生きがいを持って暮らし、その意欲と能力に応じて職場や地域において

活躍するとともに、長年培った知識や経験、技能を次世代に継承することができる社会づくりを進

めます。 
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砺波地域（砺波市、小矢部市、南砺市） 
 

＜地域の特性と課題＞ 
・電子部品や金属製品、一般機械、繊維等の産業が集積し

ているほか、井波彫刻等の伝統産業が発達しています。

また、新たな産業として、アニメ関連などクリエイティ

ブ産業の立地も進んでいます。一方で、労働力を支える

生産年齢人口の減少が見込まれるなか、第４次産業革命

の進展を踏まえ、生産性の向上や新たな付加価値の創出

などへの対応が求められています。 

 

・世界文化遺産である五箇山の合掌造り集落、ユネスコ無形文化遺産に登録された城端神明

宮祭の曳山行事など各地の曳山行事や、瑞泉寺をはじめ井波・城端の門前町等の歴史ある

まち並み、こきりこや麦屋節等の伝統芸能など、数多くの歴史的・文化的資産を有してい

ます。また、となみチューリップフェアや世界演劇祭「利賀サマー・シーズン」、「シアター・

オリンピックス」等のイベントのほか、増山城跡、倶
く

利
り

伽羅
か ら

源平古戦場、縄文の桜町遺跡

など、多彩な観光資源に恵まれています。今後は、ものづくり産業や伝統産業の現場見学・

体験などの産業観光を一層推進するとともに、アウトレットモールをはじめとする大型商

業施設なども活用しながら、周辺地域と連携して、エリア内での周遊・滞在メニューを旅

行者に提供する観光商品づくりが求められています。 

 

・北陸自動車道・東海北陸自動車道等の広域的な交通の基盤の整備充実に伴い、東海・飛騨

地方、石川県、福井県との交流拡大や、豊かな自然、恵まれた観光資源を活かした入込客

の増加等による発展が期待されています。 

 

・農林水産分野では、たまねぎ、チューリップ、干柿、種もみ、ハトムギなどの全国的な知

名度を誇る農林水産品を有しています。一方で、農山村では、過疎化・高齢化・混住化が

進行しており、豊かな自然、散居村などの景観、伝統文化をはじめ、柚子、さといも、か

ぼちゃなど特色のある食等の地域資源の活用などによる活性化を図るとともに、農林水産

業の意欲ある担い手の育成・確保をさらに進めていく必要があります。 

 

・五箇山県立自然公園や白山国立公園に代表される豊かな自然や景観、庄川の清流、砺波平

野の散居村などの優れた地域資源を大切に守っていくとともに、生物多様性の確保、人と

自然との共生の取組みを進めることが求められています。 

 

・地域住民の生命･財産を守り、豊かな自然や美しい県土を保全するため、今後とも治山、治

水、砂防などの防災対策、公共土木施設等の長寿命化対策を着実に進めることが必要です。 
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＜取組みの方向＞ 
 
【活力とやま】 
 
 

 

○地域産業の振興（一般機械、電子部品、金属製品、繊維、飲料、ガラスなど） 

[国内外に誇る特色ある製品] レーザー溶接装置、カメラレンズ着脱用マウント、癒し系ロボット 

「パロ」、ニット製品、スポーツウェア、曲げガラス・合わせガラス、 

福光バット等 

○伝統産業の振興（井波彫刻、庄川挽物木地、五箇山和紙等） 

○公設試験研究機関による県内企業の新製品開発支援（県工業技術センター生活工学研究所等） 

○職業訓練の推進（技術専門学院砺波センター等） 

 

 

 

○特色ある農林水産業の振興とブランド力の強化（たまねぎ集出荷貯蔵施設､富山干柿自動包装施設、 

 チューリップ球根ネット栽培用ロボットの活用等) 

[農産物] たまねぎ、チューリップ（球根・切花）、さといも、水稲種子、にら、庄川ゆず、酒米、 

     ハトムギ、にんにく、椿、赤かぶ、バラ、キャベツ、五箇山ぼべら等 

[水産物] アユ、イワナ等 

[畜産物] 稲葉メルヘン牛、むぎやポーク、鶏卵等 

[加工品など] 越中はとむぎ茶、清酒、大門素麺、富山干柿、五箇山豆腐等 

○農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の高機能化整備の推進 

 

       

 

○地域公共交通ネットワーク及び交通結節機能の充実（城端線、バス、あいの風とやま鉄道等） 

○公共交通機関相互の乗継ぎの円滑化 

○東海北陸自動車道の全線４車線化、城端ＳＡスマートインターチェンジ（仮称）の設置の推進 

○東海北陸自動車道を活かした企業誘致をはじめとする地域振興の推進 

○道路ネットワークの整備と活用（国道、県道、都市計画道路等） 

 

 

 

○観光の振興（世界遺産五箇山の合掌造り集落や善徳寺・瑞泉寺などの歴史的資産、城端や井波など歴史

あるまち並み、ユネスコ無形文化遺産登録「城端神明宮祭の曳山行事」や石動など各地の曳山行事、砺

波、福野、津沢地域の夜高祭りやこきりこ、麦屋節などの祭り・伝統芸能、スカイフェスとなみなどの

各種スポーツイベント、となみチューリップフェア、庄川温泉郷、庄川遊覧船、利賀芸術公園の国際的

な舞台芸術の拠点の活用、世界遺産バスの運行支援 等） 

○滞在・体験型観光の推進（木彫り等の地域産業の見学やものづくり体験などの産業観光、山間地や里山

における生活体験 等） 

五箇山の合掌造り集落などの歴史的資産やチューリップフェア、庄川遊覧等の地域の観光資源の

磨き上げ、滞在・体験型観光の推進を図るとともに、地域のブランド力アップを目指します。 

東海北陸自動車道など広域的な交通基盤の整備促進や、交通アクセスの向上により、地域の活

性化を図ります。 

たまねぎやチューリップをはじめとした地域の特色ある農林水産業の振興と、生産性・ブランド力の

強化を進めます。 

一般機械産業や電子部品、繊維などの産業の振興を図るとともに、井波彫刻をはじめとした地域

の伝統産業の高付加価値化を進めます。 
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【未来とやま】 
 

 

 

○地域や市町村と連携した結婚から子育てまでの支援 

○地域周産期母子医療センター（市立砺波総合病院）を中心とした周産期医療体制の整備 

○産婦人科医療機関の連携による、妊婦健診と分娩の機能分担の推進と住民への啓発普及 

○地域における子育て支援の充実や仕事と子育ての両立支援 

○体験活動や地域の交流活動等を通じた心豊かな子どもたちの育成 

 

 

 

○学習活動や学校行事、部活動において高校教育を充実する県立高校の再編の推進 

○地域のニーズ等を勘案し、市町村の意向を十分考慮しながら、再編高校の跡地利用の検討 

○少人数指導と少人数学級の組合せによる効果的な少人数教育の推進（小３での 35人学級選択制を小４に

拡充） 

○子どもの可能性を伸ばす教育の推進（ＩＣＴを活用した遠隔協働学習【南砺市】） 

○生涯にわたる多様な学びの推進（県民カレッジ砺波地区センターにおける生涯学習講座等） 

○地域におけるふるさとへの誇りと愛着を育むふるさと学習の振興（郷土民謡の伝承活動【南砺市】） 

 

 

 

○世界的な芸術文化拠点の形成（アジアを代表する舞台芸術拠点「ＴＯＧＡ」、「シアター・オリンピックス」） 

○芸術文化に親しみ、参加する環境づくり（利賀芸術公園を拠点とした舞台芸術交流の推進等） 

○国際的芸術文化交流への支援（「いなみ国際木彫刻キャンプ」、「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」等） 

○スポーツに親しむ環境づくり（県西部体育センターなどの施設の活用や、ホッケー、スキー、ライフル

射撃、雪合戦など、地域に根差したスポーツの推進や支援等） 

○地域づくりや公共サービス提供の新たな担い手であるＮＰＯ法人等の活動促進 

 

 

 

○伝統文化の保存・継承（世界遺産五箇山の合掌造り集落、五箇山麦屋まつり・こきりこ祭り、ユネスコ

無形文化遺産登録「城端神明宮祭の曳山行事」や石動など各地の曳山祭、出町子供歌舞伎、源平火牛ま

つり、各地の夜高祭や獅子舞、報恩講料理 等） 

○景観の保全と活用（伝統的なまち並み景観(井波､城端【南砺市】等)､散居村の景観､自然景観（庄川峡等）） 

○歴史的資産の保存と活用（増山城跡、善徳寺、瑞泉寺、縄文の桜町遺跡等） 

○まちの未来創造モデル事業など、住民をはじめ多様な主体が連携して行う活力ある地域づくりへの支援

（栴檀野【砺波市】、津沢【小矢部市】 等） 

○地域ぐるみによる農村環境や農業生産基盤の維持保全活動への支援 

○６次産業化や農商工連携による農林水産物の高付加価値化の推進 

○農山村と都市との交流（農業体験、棚田等各種オーナー制度等） 

○となみ散居村ミュージアムを拠点とする美しい農村景観の保全 

○荒廃農地の発生防止や鳥獣被害発生防止対策への支援 

○里山林・混交林の整備や住民参加の森づくりの一層の推進と住民による花と緑の地域づくり 

○移住者受入モデル地域育成支援事業など、移住者受入れに取り組む地域への支援（城端地域・利賀地域

【南砺市】 等） 

結婚から子育てまでの切れ目のない支援を進めるとともに、子育てと仕事を両立できる環境の整

備、心豊かな子どもの育成を図ります。 

富山ならではの質の高い教育を行っていくための特色ある取組みや環境整備を進めるとともに、

ライフステージに応じた多様な学習機会の提供やふるさとを学び楽しむ環境づくりを進めます。 

地域の文化施設の活用や地域に根差したスポーツへの支援を通して、文化やスポーツに親しむこ

とのできる環境づくりを進めるとともに、地域における多彩な県民活動を推進します。 

魅力あるまちの景観や伝統文化など、地域の魅力を再発見し、発信することにより、個性豊かな

魅力ある地域づくり・農山村づくりを進め、交流人口の拡大や、移住者の増加を図ります。 
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【安心とやま】 
 

 

 

○がん診療連携拠点病院（市立砺波総合病院）を中心としたがん診療体制の整備 

○在宅医療の推進（在宅医療を推進する医師会【砺波市、小矢部市、南砺市】への支援や医療系ショート

ステイ専用病床（民間病院【砺波市】）の確保等） 

○各地域でのスポーツ活動等を通じた運動習慣の定着、減塩・野菜摂取などの食生活の改善など、健康寿

命の延伸の取組み 

 

 

 

○支援を必要とする人に個別の支援を地域で提供するケアネット活動の推進 

○富山型デイサービス施設の設置促進 

○認知症疾患医療センター（北陸病院【南砺市】）による専門医療体制や認知症サポーター養成等による見

守り体制の整備 

○障害者の雇用・就労やスポーツ・文化活動などの社会参加の促進 

 

 

 

 

○自然とふれあう場の確保（倶利伽羅などの県定公園や県立公園、中部北陸自然歩道等） 

○希少な野生動植物の保護と、人や自然生態系、農作物等へ被害をもたらす野生鳥獣（クマやイノシシ等）

の管理の強化 

○小矢部川流域下水道の整備（高岡砺波幹線） 

○地下水涵養
かんよう

（柳瀬【砺波市】）による健全な水循環の確保 

○清冽な水環境の保全（不動滝の霊水【南砺市】、瓜裂清水
うりわりしょうず

【砺波市】等） 

○循環型社会・低炭素社会づくりの推進（南砺市エコビレッジ構想等） 

○再生可能エネルギーの導入促進（風力発電〔稲葉山牧場【小矢部市】〕 、木質ペレット活用【南砺市】、

ペレットストーブへの補助【南砺市、小矢部市】、小水力発電【砺波市､小矢部市、南砺市】等） 
 

（※）３Ｒ 廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の取組みの総称 

 

 

 

○河川改修整備等（庄川、小矢部川、黒石川、横江宮川、利賀ダム等） 

○砂防･地すべり・急傾斜地崩壊対策施設の整備（庄川、小矢部川流域等） 

○治山施設と保安林の整備 

○農地防災事業（庄川左岸地区）の推進と施設の適切な維持管理 

○関係機関と連携しながら実施する流木対策の推進 

○地震対策など、地域における防災活動体制の充実・強化、地域ぐるみの防犯活動の推進 

○防災情報の共有化の推進（ハザードマップの作成支援、土砂災害警戒区域の指定・周知等） 

○避難行動要支援者への支援の充実 

○身近な公共交通サービスの確保・充実への支援 

 

地域での医療体制を整備し、在宅医療を推進するとともに、運動習慣や食生活の改善を通じて、

健康寿命日本一を目指します。 

支援を必要とする人に対する地域での支援体制の充実や社会参加の促進を通じ、県民だれもが

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉を推進します。 

自然環境に配慮しながら、治山・治水・砂防等の施設整備を着実に進めるとともに、防災・防犯

対策の充実等により安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

自然環境や豊かな水環境を保全し、動植物の保護・適正管理を進めます。また、資源効率性の

向上や３Ｒ(※)の推進、地域の特性を活かした再生可能エネルギーの利活用等に取り組み、循

環型社会・低炭素社会の構築に努めます。 
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【人づくり】 
 
 

 

 

○地域人材を活用した多彩な教育活動の推進 

○「社会に学ぶ 14歳の挑戦」などによる、主体的に社会へ参画する力、社会に貢献する意欲や態度を育む

教育の充実 

○地域の自然、歴史・文化、先人の偉業などを理解し、愛着を深める教育の推進 

 

 

 

 

○高等学校や大学におけるキャリア教育、グローバル教育の推進 

○若者の職業的自立と県内学生の県内定着支援 

○地域コミュニティ活動への若者の参加促進 

 

 

 

 

○女性が安心して働き続けられる環境の整備（自治体と企業等の合同イクボス宣言） 

○女性のキャリアアップ・チャレンジ支援 

○女性の研究者、技術者等の育成 

 

 

 

 

○長時間労働の是正や柔軟で多様な働き方の導入など働き方改革の推進 

○地域コミュニティ活動の中核となるリーダーの育成と地域づくり活動支援 

○経済的に厳しい家庭へのきめ細かく総合的な支援 

 

 

 

 

 

○高齢者の意欲や能力に応じた多様な就業支援 

○地域における高齢者の社会活動の参加促進（「いきいき百歳体操」など健康づくりを実践する高齢者サロ

ン「はつらつ塾」【砺波市】等） 

○伝統文化や伝統芸能の次世代への伝承 

 

 

子どもたちが、優れた知性、豊かな心、たくましく生きるための体力を身につけるとともに、日本の

農村の原風景 散居村などふるさとへの誇りと愛着を持ち、将来の富山を担う若者、大人に成長

するための確かな基礎を築きます。 

若者がたくましく成長するとともに、職業的・社会的に自立し、地域社会に積極的に関わろうとす

る態度を身につけることができるよう支援します。 

女性がその能力を十分に発揮し、安心して働き続けられるとともに、様々な分野で活躍できる環

境づくりを進めます。 

働き方改革を進め、すべての人がその持てる能力を最大限に発揮し、職場や地域の中心となって

活躍できる環境づくりを進めます。 

元気な高齢者が、健康で生きがいを持って暮らし、その意欲と能力に応じて職場や地域において

活躍するとともに、長年培った知識や経験、技能を次世代に継承することができる社会づくりを進

めます。 



23 

【参考】地域を越えた取組み 
 

第 30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関

する答申」を踏まえ、人口減少・少子高齢社会にあっても、相当の規模と中核性を備えた

圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、一定の圏域人口を有しつつ、活力ある社会経済

を維持するための拠点を形成する政策として、「連携中枢都市圏構想」が制度化されました。 

これを受け、県内では平成 28（2016）年に「とやま呉西圏域連携中枢都市圏」が、また

平成 30（2018）年に「富山広域連携中枢都市圏」がそれぞれ形成されました。 

このうち、「とやま呉西圏域連携中枢都市圏」は、本章で取り上げた「高岡・射水」と「砺

波」の２地域６市により、従来の地域の枠を越えて形成されたものです。 

連携中枢都市圏では、 

○圏域全体の経済成長のけん引に関する取組み 

○高次の都市機能の集積・強化に関する取組み 

○圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組み 

の３つの取組みを連携して行い、地域の活性化を進めることとしていますが、とやま呉西

圏域連携中枢都市圏では、この柱に基づき、以下のような主な取組みを進めることとして

おり、県でもこれらの動きに配慮して支援していくこととしています。 
 

○とやま呉西圏域連携中枢都市圏における具体的な取組みの例と、対応する県の取組み例 

連携中枢都市圏の連携計画例 県の取組み・施策例 

◆圏域全体の経済成長のけん引に関する取組み 

 異業種交流や新規創業促進、研究機関との共同開発

等に係るサポート体制の構築 

・産学官体制の強化（コンソーシアム立上げ支援） 

・ものづくり技術を支える人材育成（共同研究活動を

通じた若手研究者、技術者育成） など 

 伝統産業や農林水産物等の地域資源を活用した新

商品の開発や販路開拓、ブランド育成 

・伝統工芸品などのデザインを活かした商品の共同開

発・販路開拓（総合デザインセンターを中心とした

デザイン相談、商品の共同研究・開発） 

・首都圏市場など国内市場の販路開拓（県産農林水産

物の多様な販売ルートの開拓等）など 

 観光資源の連携によるマーケティング・ブランディ

ングの推進 

・官民一体での戦略的な観光地域づくり 

・戦略的なプロモーション（交通事業者、旅行会社等

と連携したプロモーション実施） など 

◆高次の都市機能の集積・強化に関する取組み 

 鉄軌道を中心とする公共交通の連携強化を骨格と

した広域的公共交通網の活性化 

・地域公共交通ネットワークの維持活性化（城端・氷

見線、万葉線などの活性化策への支援） 

 高度専門的な研究施設整備や地域ﾆｰｽﾞに対応する

人材育成等に向けた、産学官の連携推進・活動支援 

・産学官共同研究の促進（ものづくり研究開発セン

ターの最先端設備を活用した共同研究の推進）など 

◆圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組み 

 病診連携の強化、人材の確保、ICTを活用した安定

的な医療提携等、地域医療、介護・福祉サービスの

充実 

・看護師・保健師・助産師の確保 

・医療体制の構築（機能分化や、医療機関間の「病病

連携」「病診連携」の促進） など 

 自然災害や有害鳥獣等の各種対策に係る連携体制

の構築・強化 

・消防力・地域防災力の強化（防災士など防災リーダー

の育成） 

・野生鳥獣の適正な保護と管理の強化 など 

定住・移住に関する総合支援、圏域内外の住民との

交流促進等、圏域定着の促進・強化 

・富山県の恵まれた就労環境の魅力の PR、暮らしと

仕事の一元的な相談体制の充実 など 
 


