
地元産業界との地域の課題解決に向けた連携事業の概要 

(2022 年度) 

 

<連携している地元産業界等の組織名称>  

〇上市町 

 

<当該連携事業における地域の課題、その課題解決に向けて設定した目標>  

 〇上市町と富山福祉短期大学の連携協定による連携協力事項(1.地域産業の振興に関する

こと 2.まちづくりに関すること 3.人材育成に関すること 4.地域福祉の増進に関するこ

と)に準じて、上市町としての課題「人口減少」「少子高齢化」の解決策を調査・研究す

る。 

 

<課題解決に向けて実施する取組みの内容>  

  〇上市町から地域課題とその解決策についてのレクチャーを受け、連携協定の下、 

   継続的な協議の上、地域課題解決に資する事業プランを提案する。 

  ※別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上市町企画課

地域課題の解決に向けて

令和４年度 富山コミュニティー論

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて



《講義内容》

地域課題の解決に向けて

１ 上市町の概要

２ 将来に向けたまちづくりの課題

３ 第８次上市町総合計画

４ おおかみこどもプロジェクト

５ 人口減少対策の取組

６ 富山コミュニティー論での取組

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて



１ 上市町の概要
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・平野部は田園地帯

・人口の約８割が集積

１ 上市町の概要

（１） 位置と地形

アメダス 上市気象観測所（東種）

平野部での天気（気温や降雪量）と天気予報との乖離に注意！

・面積の約8割は山林

・2千m超の山々が取り囲む

中心部

■位置 ■地形
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１ 上市町の概要

（２） 町の特徴
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コンパクトな街の暮らしと自然の恵み
のいいとこ取りをした住みやすい町

【上市町のここがいい！】

① 便利な生活

② 剱岳が育んだ豊かな自然

③ 経済的な負担が少ない

④ 安心して子育てできる



１ 上市町の概要

（３） 特産品、イベント
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２ 将来に向けたまちづくりの課題
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（１） 人口の推移

【出典】 総務省「国勢調査」

２ 将来に向けたまちづくりの課題
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（２） 年齢３区分別人口割合の推移

２ 将来に向けたまちづくりの課題

【出典】 総務省「国勢調査」
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【出典】 厚生労働省「人口動態調査」

（３） 自然動態の推移

２ 将来に向けたまちづくりの課題
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（４） 社会動態の推移

２ 将来に向けたまちづくりの課題

【出典】 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて



（５） ５歳階級別社会増減の推移

【出典】 総務省「国勢調査」に基づく推計値

２ 将来に向けたまちづくりの課題
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（６） 人口増減率の近隣市町村との比較

２ 将来に向けたまちづくりの課題

富山市舟橋村 滑川市 立山町 魚津市 上市町

【出典】 総務省「国勢調査」

■ 2015年
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（６） 人口増減率の近隣市町村との比較

２ 将来に向けたまちづくりの課題

■ 2015年（左側） ■ 2020年（右側）■ 2015年

魚津市立山町富山市 滑川市舟橋村

【出典】 総務省「国勢調査」
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（７） 高齢化率の近隣市町村との比較

２ 将来に向けたまちづくりの課題

富山市舟橋村 滑川市 立山町 魚津市 上市町

【出典】 総務省「国勢調査」
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（７） 高齢化率の近隣市町村との比較

２ 将来に向けたまちづくりの課題

■ 2015年（左側） ■ 2020年（右側）

魚津市立山町富山市 滑川市舟橋村

【出典】 総務省「国勢調査」
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（８） 事業所数・従業員数の推移
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【出典】 総務省・経済産業省「経済センサス－基礎調査」（再編加工）、「経済センサス－活動調査」（再編加工）

２ 将来に向けたまちづくりの課題
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■重要度と満足度の相関図
満足度と重要度において、不満（重要でない）＝１点、やや不満（あまり重要でない）＝２点、どちらでもない＝３点、やや満足（やや重要）＝４点、満足（重要）＝５点、

不明・無回答＝０点として、各回答割合を点数換算し、500点（５点×100％）中の得点率を計算したもの。（各選択肢×回答割合の合計／500）

平均62.0

平均70.9

Ｃ Ａ

ＢＤ

←
 

重

要

重
要
で
な
い→

← 不満 満足 →

重要度

満足度

施 策 満足度 重要度

5 子育て 60.5 74.1

7 公園・道路整備 56.7 71.2

8 公共交通 60.3 74.3

13 交通安全 61.5 72.2

28 行政運営 59.5 74.2

Ｃ 重要度は高く、満足度は低い施策（５項目）

【出典】 2020年町民意識調査

２ 将来に向けたまちづくりの課題

（９） 町民意識調査
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（10） 課題のまとめ

① 少子化や若年層の流出への対策

② 超高齢社会への対応

２ 将来に向けたまちづくりの課題

③ 雇用の創出や地域活性化に向けた取組

④ 安全・安心な地域社会づくり

⑤ まちの基盤整備と維持の推進

⑥ 誰もが住みやすい環境づくり
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３ 第８次上市町総合計画
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① ＳＤＧｓ （Sustainable Development Goals）の推進

国連サミットで採択された「持続可能な開発

のためのアジェンダ」に記載された持続可能な

世界を実現するための17のゴール・169のター

ゲットから構成されている2016年から2030年ま

での国際目標。

（１） 計画の方針

３ 第８次上市町総合計画
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産業活動支援

工業団地や周辺立地企業から、一般道の渋

滞を回避し、高速道路へ最短距離でのアクセス

が可能となり、更なる企業誘致の促進、雇用の

増大など産業活動の活性化が期待される。

（１） 計画の方針

高速道路へのアクセス向上

上市町等から北陸自動車道へアクセス性が向

上し、新たな通勤圏の拡大などが期待される。

② 上市スマートインターチェンジの効果を最大限に発揮する取組み

【効果例】 上市SIC周辺における新たなIC10分圏域人口の増加

（立山IC～滑川IC間） 整備前：約５万人 ⇒ 整備後：約６万人 約１万人増加

３ 第８次上市町総合計画
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③ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けたＩｏＴ・ＡＩ、５Ｇ等未来技術の活用

ＩｏＴ・ＡＩ等情報通信技術をはじめとする

未来技術により、少子高齢化や人口減少

の課題の最前線にある地方の利便性や

生産性を向上させ、地域を豊かにし、魅

力を高め、人を呼ぶ好循環を生み出す。

（１） 計画の方針

３ 第８次上市町総合計画
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つながる にぎわう ささえあう

すべては私 と ミライ のために

みんなが主役のまち 上市

３ 第８次上市町総合計画

（２） まちの将来像
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３ 第８次上市町総合計画

（３） 目標人口

17,119

18,694

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

（人）

社人研推計

人口ビジョン推計

■ 人口ビジョンにおける人口推計

【出典】 人口ビジョン（令和２（2020）年度）を元に作成

※推計での仮定条件

・社会移動も回復（転入と転出の差が０）

・出生率は令和12（2030）年までに県民希望出生率
1.9まで上昇

・令和22（2040）年には人口置換水準2.07まで上昇
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（４） 基本目標・政策

３ 第８次上市町総合計画

１ つながる上市 ～幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育～

２ にぎわう上市 ～変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤～

３ ささえあう上市 ～守るべきものを守り、みんなで“ささえあう”安全・安心な暮らし～

政策１ 子育て
政策２ 教育・文化

・子育て支援の充実 ・すべての子育て世帯を地域で支える環境の整備

・学校教育の充実 ・生涯学習の振興 ・スポーツの振興 ・地域文化の振興 ・多様性を尊重した社会づくりの推進

政策１ 産業
政策２ 基盤整備

政策１ 福祉・健康
政策２ 生活安全
政策３ 行財政運営

・農林業の振興 ・商工業の振興 ・観光・交流の拡充

・移住・定住支援の強化 ・生活環境の充実 ・交通網の整備・維持・確保 ・環境の保全

・地域福祉の推進 ・健康づくりの推進 ・地域医療の推進

・消防・防災体制の強化 ・防犯・再犯防止・交通安全対策の強化

・協働のまちづくりの推進 ・行財政運営の推進

・地域情報化・情報と魅力の発信
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（５） 体系図

３ 第８次上市町総合計画
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第２期上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略

４ おおかみこどもプロジェクト
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４ おおかみこどもプロジェクト
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４ おおかみこどもプロジェクト

戦略１ つながる上市

ア 結婚の希望をかなえ

安心して妊娠・出産・子育てできる環境づくり

【重点施策】

イ 地域全体で子どもを守り育てる環境づくり

ウ 地域の一員として活躍できる子どもたちを

育むためのインクルーシブ教育の推進

エ 郷土への誇りと愛着を育て

アイデンティティを醸成する教育の推進
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イ 地域資源を活用した観光・交流の促進と新たな

上市ブランドの開発・販路拡大へのチャレンジ

４ おおかみこどもプロジェクト

戦略２ にぎわう上市

【重点施策】

ア デジタル技術の活用により

新事業を創出するチャレンジ

ウ 担い手育成により地域産業を

ミライへ継承するチャレンジ

エ 都市からのひと・もの・しごとの流れを生む

魅力ある基盤づくりのチャレンジ
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４ おおかみこどもプロジェクト

戦略３ ささえあう上市

【重点施策】

ア 防災・減災と交通安全の確保等による

安全・安心な暮らしを守る

イ 自助・共助・公助の連携と健康づくりで

いきいきとした生活を守る

ウ かみいち総合病院を応援し

地域の医療体制のミライを守る

エ 地域と密着した活動で

上市高校のミライを守る
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５ 人口減少対策の取組例

おおかみこどもプロジェクト
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地域の活性化、自立、維持発展

５ 人口減少対策の取組例 戦略１ つながる上市

（１） 仲間や恋人との出会いの機会の創出

町民の意識調査の結果を基に共通の趣味を持つ人との出会いの場を提

供する「Deai Bar（出会いバー）」を実施。受託事業者の吉本興業から、料理

や家電、スポーツ等を得意とする芸人を毎回ゲストに迎え、町外の若者が

町へ訪れ地域で交流する場を創った。
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５ 人口減少対策の取組例 戦略１ つながる上市

（２） 子育て環境を再点検し、支援制度を充実

おおかみこどもプロジェクトで掲げた数値目標（令和７年 合計特殊出生率1.55）の達成を目指し、子育て

支援施策の充実を図るため、町の子育て環境を再点検する「子育て環境検討プロジェクト会議」を設置。

町内の保育園と小中学校の保護者、先生、看護師、男女共同参画推進員で構成し、女性目線での意見・

要望を聴く場を設けた。

第１回会議（令和３年11月）での意見・要望を参考に令和４年度の子育て支援関係の事業を充実させ、

第２回会議（令和４年３月）で委員へ報告した。
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戦略２ にぎわう上市

白萩地域山村活性化協議会
【白萩地区自治会】

湯崎野、湯神子、須
山、
極楽寺、西種

【事業者】

㈱プロジェクトデザイン
AROMASELECT

【任意団体】

須炭会
【行政機関】

上市町

【協同組合】

立山山麓森林組合

「香り文化」推進プロジェクト 自然観光資源の再発見・活用プロジェクト 純国産「メンマ」プロジェクト

間伐後の樹木を活用した精油・芳香蒸
留水関連商品の開発・販路開拓

観光資源の洗出し・整備、ツアー商品、体験プログラ
ム造成への生産者・山林所有者等の参画促進

竹林整備で発生した竹を活用した上市
ブランドメンマの開発・販路開拓

連携

㈱ティー・ツリー
・コミュニケーションズ

連携

５ 人口減少対策の取組例

（３） 山林資源を活用した中山間地の所得向上と雇用拡大

資材供給 資材供給

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて



戦略２ にぎわう上市

（４） 空き家、空き店舗を活用したサテライトオフィス誘致

町内で空き家の利活用促進に取り組む有志団体「空き家再生プ

ロジェクト」の協力を得て誘致活動を展開し、中心市街地の空き店

舗に町で第１号のサテライトオフィスが開設。

富山信用金庫が上市営業部ビルの最上階部分をサテライトオ

フィススペースを整備し、官民協働の誘致活動で２社がサテライト

オフィスを開設。

５ 人口減少対策の取組例

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて



（５） かみいち総合病院を守るための地域ぐるみの取組

５ 人口減少対策の取組例 戦略３ ささえあう上市

令和元年９月に厚生労働省が発表した「再編統合について特に議論

が必要」とされた公立・公的病院のリストにかみいち総合病院が含ま

れたことを受け、本病院を守るためのプロジェクトを始動させ、これまで

町民を始めとした大勢の方々から支援をいただいている。

■ がんばるかみいち総合病院応援寄附金

令和２年度 139件 25,305,620円

令和３年度 068件 14,188,655円 （R4.3.30現在）
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戦略３ ささえあう上市

職業を知る会

（６） 上市高校を守るための地域社会と密着した活動

上市町を知る

上市町、上市高校と町内中小企業有志が組織する「ハッピー上市会」が連携し、職場見学やイン
ターンシップ等を行い、生徒の「働く」ことへの意識を高め、能動的な進路選択につなげる取組。

また、高校生の地域貢献活動を支援し、生徒がまちへの愛着を深めてもらう機会としている。

上市町を体験する 上市町に貢献する
職業を知る会 、職場見学会 職業を知る会 、インターンシップ

１年 （全員） ２年 （就職希望者） ３年 （就職希望者）

■上市高校キャリア教育

５ 人口減少対策の取組例
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注目‼ 令和４年度事業

おおかみこどもプロジェクト

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて



×

上市町 × 福短・国際観光学科企画提案

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて

＝

令和２年度 企画提案令和３年度

若者交流イベント
令和４年度

恋活支援事業

戦略１ つながる上市

マッチングイベントを開

催するだけでなく、カップ

ルを対象としたデートイベ

ントの開催や交際に関す

るお悩み相談窓口を設置

するなど、交際当初の不

安定な時期をサポートす

る。



戦略２ にぎわう上市

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて

令和３年度 企画提案 令和４年度

上市暮らし体感
インターンシップツアー

× ＝

上市町 × 福短・国際観光学科企画提案

町に一定期間滞在して

町内事業者の仕事の手

伝いやまちづくり活動へ

のボランティア参加などを

行い、地方で働く意義を

認識してもらうとともに、

町とツアー参加者との関

係性を深める。

令和３年度

上市暮らし体感ツアー



戦略３ ささえあう上市

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて

令和３年度 企画提案令和３年度

移住・定住ポータルサイト
「かみスイッチ」の公開

令和４年度

移住者支援
コミュニティアプリ

× ＝

上市町 × 福短・国際観光学科企画提案

地域のイベントや子育

てに便利な施設、地域の

お得な情報など、実際に

町で暮らす人たちが持っ

ている生活に役立つ情報

を共有し合える町民限定

のコミュニティアプリを作

成する。



６ 富山コミュニティー論での取組

おおかみこどもプロジェクト
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令和４年度の取組のポイント

① 地域資源×ミライ技術で地域活性化！

③ 地域とつながる関係人口の拡大！

② 全国、世界へ町の魅力を発信！

６ 富山コミュニティー論での取組

R4.4.11富山コミュニティー論 地域課題の解決に向けて



戦略２ にぎわう上市

「おおかみこどもの雨と雪10周年イベントでの企画・実施

６ 富山コミュニティー論での取組
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戦略２ にぎわう上市

【福短の取組紹介】 ミライの種イベントへの出展

地域で「ミライへ種をまく」活動に

取り組む町内の事業者、団体、住

民が一堂に会し、互いの活動への

理解を深め、新たな連携を生み出

すとともに、取組にかける想いや

メッセージを全国へ強く発信するイ

ベント

種（たね）地区の休校となってい

る小学校グラウンドを会場とし、町

民自身が改めて地域課題に向き

合い、関心を深め、「おおかみこど

もプロジェクト」へ参画するきっか

けをつくる

６ 富山コミュニティー論での取組
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みんなが主役のまち 上市つながるにぎわう ささえあう すべては 私 と ミライのために

上市町企画課

ご清聴、ありがとうございました
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上市町企画課

「おおかみこどもの雨と雪」10周年イベントでの取組
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