令和３年度 重 点 事 項
新 …令和３年度新規
○

１．地域活性化・地域振興対策の推進
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

官公需の地元企業への優先発注
市外や郊外に立地する事業所（本支店）等の中心地区進出促進策の検討
地産地消の促進
越中富山ふるさとチャレンジ事業の支援
富山新港東西埋立地の利活用推進
射水市内川周辺地域「水辺のまち夢プラン」の推進
中京地区経済人及び東海高岡会との経済懇談会の開催支援
「魚津産業フェア○○（まるまる）魚津」の開催支援
工業系実業科（高校）の拡充によるものづくり人材の増員と育成
北陸新幹線新黒部宇奈月温泉駅周辺のまちづくり支援
空き店舗・工場等遊休不動産の有効活用促進事業の実施
「食」等地域資源を活用した地域活性化支援事業の推進
コンベンション開催支援制度の普及と活用推進
魚津駅、新魚津駅と駅周辺整備促進も含めた並行在来線等利活用の推進
呉東地域での産業支援施設の拡充
企業誘致の促進
道の駅「万葉の里高岡」の駐車場の拡張
まち・ひと・しごと創生総合戦略の支援
地域消費喚起に向けた事業の推進・協力
射水みなとまちづくり方策の推進
一歩先のまちづくり構想の提言

(22)
(23)
(24)
(25)

・駅のあるまち「となみ」存続のための交通網(公共駐車場と JR(城端線･
新幹線)･高速バスとのパークアンドライド)の連携強化
富山サンダーバーズ冠試合の実施
クロスベイ新湊を活用した賑わい創出と周辺開発の推進
「くろべフェア」の開催支援
高岡商工会議所地域振興プランの見直し

(26) 「TOYOTA GAZOO Racing」開催への支援
(27) ひみキトキト商品券事業及び地域電子商品券ひみ Pay の実施
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

氷見夜のまちなかグル巡り事業の実施
地場産品ギフトモール「おもてなしギフトショップ」事業の実施
氷見市エリアマネジメント事業の実施
第 35 回全国日本大学女子野球選手権大会の開催支援
あいの風とやま鉄道㈱生地駅周辺の再開発事業への支援
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(33) 伏木駅前活性化事業
(34) 勝興寺参道周辺活性化事業（勝興寺修復工事完成記念事業の開催）
(35) 氷見未来牽引事業発掘委員会によるリーディングカンパニーの育成
(36) 新湊まちづくり協議会事業の推進
・クロスベイ新湊を核としたにぎわい創出と地域資源再利用に向けた協議
・自動予約システムの開発や実証運行に向けた協議
・電動カートのルート策定や実証運行に向けた協議
・観光案内施設機能と実施主体の検討
・観光ルート・アプリ開発に向けた協議
・キッチンカーによるにぎわい創出及び実証実験に向けた協議
(37) 第５世代移動通信システムの事業支援
新
○
新
○
新
○
新
○

(38)
(39)
（40）
（41）

「MaaS」のシステム運用への協力
つくるＵＯＺＵプロジェクト事業の推進
砺波の次代を担う若者の意見の施策への積極的反映
「砺波で働きたい、住みたい、飲食したい」を内外に発信する事業への
支援
新 （42） 中滑川駅周辺整備事業における複合施設の整備促進
○
新
○
(43) SDGs を切り口とした産業の創生

２．中小企業支援体制の強化
(１) 中小企業経営支援対策の実施
(２) 地域の中小・小規模企業の巡回訪問に加え、オンラインによる記帳指導や
経営相談により安心・安全な小規模企業等経営改善普及事業の強化拡充
(３) 経営発達支援計画に基づいた伴走型の指導・助言による小規模事業者への
支援
(４) 新川地域の高度情報通信網の整備促進
(５) ＩＴスキル研修の実施とＩＴ利活用による小規模企業の生産性向上の支援
(６) 商工会との広域的な連携による各種施策への支援
(７) 各分野の専門家(中小企業診断士など）と連携した特別相談窓口の設置や
継続的な専門家派遣の実施などにより経営相談体制の更なる強化
(８) ビジネスマッチングによる技術・製品等の販路開拓支援
新
○
(９) ビジネスチャンスを回復させるためのオンライン商談会や情報提供のた
めのセミナー実施
(10) 再チャレンジの支援に向けた経営安定特別相談室の活用促進
(11) 国、県、市が実施する緊急経済対策への協力
(12) 知的サポート・経営改革プラットホーム事業の推進、新たな事業展開に
意欲的に取り組む中小・小規模企業を積極的に支援
(13) 経営支援策を円滑に実施するため、職員の資質向上を推進
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(14) 北陸三県ビジネスドラフトによる販路開拓支援事業の交流地域を拡大して
の実施
(15) 全国の商工会議所の会員企業が参加するビジネスモールの積極的な活用に
よりＩＴを活用したビジネスマッチングを推進する
(16) 農商工連携事業の実施
(17) 県内高等教育機関と市内企業とのマッチング支援
(18) 小規模企業のＩＴ化診断の支援
(19) 経営支援情報メールマガジン事業の実施
(20) 経営発達支援事業の実施
(21) 関係支援機関等との連携による中小・小規模企業の経営基盤の強化と経営
革新の支援
(22) 消費税再引き上げに対するセミナーやテーマ別経営相談会の企画・開催
(23) 中小企業の資金繰りをはじめとする経営改善の支援
(24) 創業計画作成の支援や創業後の個別フォローアップの充実
(25) 創業ビジネススクールの開講等による開業・創業の支援
(26) 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業の実施
(27) 成長分野等産業支援ネットワークへの参画
(28) 環境エネルギーの利用産業への活動支援
(29) 認定経営革新等支援機関として、地域の支援機関で組織する地域プラット
フォーム「元気とやま創造中小企業支援ネットワーク」や「富山県よろず
支援拠点」等と連携を図り、複雑・高度・専門化する経営課題・相談ニー
ズにきめ細かく対応
(30) 創業者支援事業の実施
(31) 小規模事業者持続的発展支援事業の実施
(32) 新事業活動促進法に基づく経営革新計画の作成支援
(33) ６次産業の育成と支援
(34) やる気企業の創出とワンストップ経営支援
・重点指導事業所による経営支援モデルの継続的実施
・経営発達支援計画策定による計画的支援・実施
・定期専門家相談日の継続と拡充
・若手経営者元気プラン支援事業の推進
(35) IOT（Internet of Things）AI･IT を活用した新ビジネスの創出など、中小・
小規模企業のイノベーションを促進する
(36) 経営戦略のアドバイスや企業の成長を推進するなどの専門的技能を有す
る人材の確保を支援する
(37) 中小企業の海外進出・展開への支援
(38) スタートアップ企業など新たな成長企業に対する伴走支援の推進
(39) 事業承継計画の策定をはじめ、円滑な事業承継を支援する
新
○
(40) 「事業継続力強化計画」などの計画策定支援
(41) 中小企業の働き方改革推進事業への支援
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(42) 中小企業等 IoT・デジタル化推進支援事業の実施
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

(48)
(49)
(50)
新
○
(51)
新
○
(52)

新
○
新
○
新
○
新
○
新
○

小規模事業者向け IT 活用推進研究会の設置
健康経営普及推進事業の実施
氷見市ビジネスサポートセンター事業（Ｂiz 事業）の実施
キャッシュレス決済制度の周知ならびにシステム導入の推進
中小・小規模企業への新型コロナウイルス対策の強力な支援
・適時的確な情報発信と相談体制の強化
・事業継続への支援体制強化
・テイクアウト商品販売店紹介サイト｢テイクアウト富山｣の活用による
販促支援
・休業要請以外の小規模事業者への支援の強化
新 ・ウィズコロナ・アフターコロナ時代に向けた経営環境の変化に対応す
○
る経営支援
新 ・市内飲食店、小売・サービス業への販促支援（飲食券・商品券）
○
新 ・魚津うまいもんのＳＮＳ等での情報発信支援
○
第５世代移動通信システム（5G）活用のための調査研究
高岡商工会議所事業継続計画（BCP）の策定
全国規模での事業に関する商工会との連携強化
デジタル化推進室を設置し、デジタル技術の活用、経営革新などに意欲的
に取り組む中小・小規模企業へに支援強化
パートナーシップ構築宣言企業の登録を促進し、取引価格の適正化など大
企業と中小企業の共存共栄関係の構築を支援

（53）事業継続力強化支援事業の実施
(54) 小規模事業者の販路開拓に向けたセミナー及び地元での商談会の開催
(55) 小規模支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」の策定
(56) 非対面・非接触での相談体制の構築
(57) 中小企業の事業再構築計画の支援

３．雇用対策の推進
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)

高年齢者の継続雇用制度の導入円滑化の推進
人材確保に向けた各種雇用対策の実施支援
(財)産業雇用安定センターの活用
たかおか企業人材確保推進事業の実施
学生・社会人対象のモデルツアーを実施し、UIJ ターンを促進する
従業員の労働生産性の向上に向けた健康経営を推進する
北陸職業能力開発大学校との雇用・産業技術に関しての連携支援
雇用調整助成金等の助成金関係の相談窓口の強化
(4 地域＝富山、高岡、新川、砺波)
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新
○
(９) 企業紹介サイトの充実や SNS 活用による地元企業情報の発信を支援
新 （10） ハローワーク・労働局との連携による、若年の引きこもりの方の雇用支援
○

４．商工会議所活動の強化
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

新
○
新
○
新
○
新
○
新
○

(20)
(21)
(22)
（23）
（24）
（25）
(26)

地域振興策に関する提言及び要望活動の強化
部会・委員会の活性化と活動の強化
休業補償プランＰＬ保険及び個人情報漏えい賠償責任保険の加入促進
商工会議所生命共済制度・特定退職金制度をはじめ各種共済制度の加入
促進
青年部及び女性会の活動支援
会頭会議、専務理事会議、人事管理委員会、職員資質向上委員会、ＩＴ
ワーキング委員会等
会員サービス事業の実施
会員相互の情報交換・交流を通してビジネスチャンスの拡大を図る「会員
ビジネス交流会」を、県内８商工会議所合同で開催
新規に加入した会員事業所等を対象にした「新入会員の集い」の開催
まちづくり推進条例の周知に努め、県外から進出した企業や事業所に対す
る商工会議所への加入を促進する
魚津商工会議所ビルの利活用
会員企業から新商品などの情報を展示するなど、会員企業の各種情報発信
を強力に支援する
人材育成のための各種検定試験の普及推進と申込におけるインターネット
の活用
新商品（製品）や新サービスなどの販路拡大、技術提携などを目的とした
プレス発表会の開催や共同広告の作成支援
会員増強による組織基盤の充実
ソーシャルネットワークを活用した会議所活動の見える化を推進
地域のまちづくりを担う人材育成と次世代のための「いみず塾」の開催
多様な連携と商工会議所のイノベーション
・曳山会館やハイテク企業団地等の安定的運営
・信頼される会議所づくりと市民広報の推進
情報化推進等の研究と推進(クラウド化への支援)
旧商工会地区への支援活動の強化
未曾有の経済活動の縮小に対する活動活性化への支援強化
デジタル化を取り入れた業務効率化の推進
SDGｓへの取り組み
LINE 配信サービスの実施
事務事業のデジタル化による業務効率化の推進
創立７０周年記念事業の実施
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５．総合交通体系の整備促進
(１) 北陸新幹線の建設促進
ア．金沢以西の早期整備に向けた強力な運動の展開
イ．黒部宇奈月温泉駅と新川圏への交通体系整備促進
ウ．高岡駅と新幹線新高岡駅とのアクセス及び広域的な二次交通の整備等
利便性の確保
エ．
「かがやき」定期便の新高岡駅停車の実現
オ．黒部宇奈月温泉駅への「かがやき」臨時停車
カ．北陸新幹線沿線の各都市に加え、関西地域との交流促進
キ．万葉線の海王丸パークまでの延伸
ク．新幹線県内各駅からの二次交通利便性向上支援
ケ．富山駅路面電車南北接続による沿線地区の連携促進
(２) あいの風とやま鉄道の利便性の向上
(３) 高山本線運行充実の働きかけ
(４) 総合交通体系支援として城端・氷見線のコンセプト列車の利用促進
・コンセプト列車「べるもんた」の 2 車両化及び平日城端～氷見までの
運行
・「べるもんた」のＩＲ鉄道、あいの風とやま鉄道への乗り入れ
(５) 高規格幹線道路等の整備促進
ア．北陸関東広域道路の整備促進
イ．富山市と飛騨地方を結ぶ高規格道路の整備促進
ウ．東海北陸自動車道の全線 4 車線化促進
エ．北アルプス横断道路構想推進会議が取り組む、本県と長野県を直結
する横断道路構想の推進
(６) 国道等の整備促進
ア．国道８号線魚津以東バイパスの４車線化の推進
イ．国道４１５号線新庄川橋の架け替えの早期着手
(７) 富山空港の機能充実
(８) 富山空港国際便（ソウル便、大連便、上海便、台湾便）の利用促進と、
東南アジア便等の開設
(９) 地域公共交通機関を生かした街づくりの推進
(10) 県東部地域における公共交通網の検討推進
(11) 道路整備の推進
・能越自動車道高岡北 IC から中心市街地及び伏木外港へのアクセス強化を
図る道路
・都市計画道路
①主要地方道高岡環状線の整備促進（高規格道路）
②北島・牧野・作道線の整備促進
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(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

③県道能町姫野線等の延伸について
④（仮称）七美四方荒屋線の県道新設について
伏木外港の整備促進
・伏木外港 C 工区用地の造成と岸壁の建設促進
・RORO 船の運航定期化と大型客船の誘致などポートセールスの強化
・シーアンドレール構想に基づく伏木外港への貨物線の延伸の検討
富山地方鉄道本線の維持確保
能越道による誘客活動への支援
わくライナーを活用した誘客活動への支援
富山―羽田便の航空貨物の利便性の向上
北アルプス横断道路構想の推進
JR 城端線・氷見線直通化及び LRT 化への取り組み

新
○
(19) 路面電車南北接続を活用した中心市街地との交流促進

６．環境保全・資源保護の推進

新
○
新
○
新
○

新
○

(１) 環境社会検定（eco 検定）等の実施や、日商の「環境行動計画支援サイト」
などを通じ環境問題に対する意識向上を図る
(２) 民間による小水力発電事業への活動支援
(３) ＳＤＧｓ未来都市富山市の施策への協力
(４) スマートシティの実現支援
(５) リサイクル社会の構築をサポート
(６) 食品ロスの削減と未使用品等の有効活用促進
(７) 二酸化炭素削減や省エネなどの環境問題に取り組む企業へ、行政や関係団
体と連携して、支援施策を周知する
(８) 藻場保全活動の推進
(９) 散居村保全のための支援
(10) 越中式定置網漁法の全国発信
(11) エネルギー関連施設の視察やセミナーを開催する
(12) 国の史跡、増山城跡の整備支援
（13） 日本農業遺産に認定された氷見市の「ひみ寒ぶりを育む農林水産循環シス
テム」の世界農業遺産への認定に向けた活動支援

７．中心市街地等活性化の支援
(１)
(２)
(３)
(４)

商店街活性化対策及びにぎわい創出事業の促進
中心市街地活性化センター事業の実施
空き店舗(空き家も含)対策協議会（仮称）の運営
中心市街地活性化基本計画の実現促進
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(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)
(12)

街なみ景観の整備促進
市外や郊外に立地する事業所（本支店）等の中心地区進出促進策の検討
中心商店街空き店舗対策事業の実施
高岡こどもおしごと博事業の実施
たかおか得するまちのゼミナール事業の実施
ふるさと名物商品サイト立上げ運営支援
空き店舗を活用した起業・創業の促進と支援
市街地の賑わいと居住者の利便性向上の推進
・文化を核にしたまちづくり構想策定
・夜高まつりの誘客モデル事業の推進
・
「テンバラ」の継続的実施の支援

(13) 民間の発意や創意を重視した街づくりを促進し、中心市街地回遊性の向上
に向けた事業へ協力する
(14) 新湊のこんなお店、あんなお店知っとるけ事業の実施
(15) 山町ヴァレー賑わいづくり事業の実施
(16) 御旅屋セリオ賑わい創出事業
・子ども広場設置事業の実施
(17) ℮スポーツ推進支援事業への支援
(18) エリアマネージャー設置による中心市街地の魅力創造
(19) 高度化資金利用の区画整理事業整備の商店街への整備支援
新
○
(20) 商福連携等、地域と商店街との連携に関する調査研究

８．地場産業の振興
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

地域基盤産業の振興と伝統産業の育成
新地場産業集積圏構想（マスタープラン）の実現
地場産品活用運動及び特産品開発の奨励と販路拡大の推進
富山湾深層水の非水産分野における産業化の推進
地場産業の振興と異業種交流による経営資源融合化の促進
地域ブランドの育成と発信強化
工芸都市高岡クラフトコンペ事業の実施
富山県ものづくり研究開発センターとの連携
チューリップ栽培の振興
伝統産業後継者育成事業の実施
「匠」技能認定制度による地場産業育成支援
新商品販路開拓事業の実施
クリエーター交流事業の実施
ジビエ食材の消費拡大と特産品化への推進
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９．観光の振興
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)

各種コンベンションの誘致
重要文化財「勝興寺」の整備促進と伏木地区観光対策の推進
東南アジア（韓国、中国、台湾等）からの観光客の誘致と支援
県観光ＨＰ｢とやま観光ナビ｣産業観光特集ページへの協力
富山湾越しから望む立山連峰の世界ブランド化事業
海洋深層水に関わる観光振興と地場産品の開発促進
観光ボランティアの活動支援
東海・北陸自動車道沿線都市からの誘客と受入整備
新川(砺波)地域の広域観光開発の推進支援
高岡古城公園遊覧船運航事業の実施
「フィルムコミッション」の活動に積極的に協力し、ロケ誘致による富山
県のイメージアップや観光振興に貢献
(12) 市民や旅行会社の意見を取り入れた、より魅力的な「産業観光ルート」や
「街なか周遊モデルコース」の検討
(13) 高岡の食ブランド活性化事業
(14) 日本遺産のまち高岡の魅力発信の強化
(15) 産業観光情報発信事業の実施
(16) 「高岡旧町名復活を推進する会」の事業推進
(17) 姉妹・友好都市との連携支援
(18) ほたるいか海上観光の安定的継続支援
(19) 高山本線沿線の商工会議所等との協力体制の構築
(20) 東海地区との交流促進
(21) 近隣県の産業観光施設などを取り入れた広域観光のモデルコースの検討
(22) 射水ベイエリアの水辺の資源活用による観光振興
(23) 第８回よっしゃ来い！ＣＨＯＵＲＯＫＵまつり開催支援
(24) 教育機関や民間企業と協力し、就職・進路学習、インターンシップ、修学
旅行等での「富山産業観光図鑑 2021」
（英語版を含む）の活用の推進
新
○
(25) とやま観光推進機構や富山市観光協会と連携し、PR 効果を高めた産業観光
の更なる強化を図る
(26) 北陸新幹線新高岡駅利用促進事業の実施
・観光物産展の出展
・観光出向宣伝事業の実施
(27) 「しんみなと歴史ヒストリア」事業の実施
(28) アンテナショプ連携事業「県外物産展」の実施
(29) 北陸新幹線沿線都市物産展の実施
(30) 魚津市台湾インバウンド推進事業の実施
(31) Ｗｉ－Ｆｉスポットの普及促進
(32)「新湊曳山まつり」観光客の受入れ体制の充実・整備の支援
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(33) 魚津をスターにするプロジェクト事業
（ＳＴＡＲ！ＵＯＺＵ ＰＲＯＪＥＣＴの更なる推進）
(34) ユネスコ無形文化遺産「たてもん祭り」開催支援
(35) 伝統文化事業(夜高･子供歌舞伎･獅子舞･太鼓)への支援・協力
(36) 藤子・F・不二雄ゆかりの地スタンプラリー事業及び「まんが感想文キャン
ペーン」の実施
(37) 東京・中板橋商店街との連携・支援
(38) 能越道フェスティバルへの開催支援
(39) 滑川沖ダイビングスポットの環境整備推進
新 （40） 高岡のうまみとたくみ（JAPAN ブランド育成支援）事業の実施
○
新 （41） ふるさとの偉人連携事業
○
新 （42） 電子版氷見おもてなし観光パスポートの運用による誘客促進事業の実施
○
新 （43） 富山湾岸クルージング遊覧ルートの充実と新たな航路の開設推進
○

１０．国際交流・貿易振興対策の推進
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)
(12)

日本海側拠点港伏木富山港の港湾機能拡充と整備促進
県産品の国際見本市への積極的参加と輸出拡大
対岸貿易の拡大及びコンテナ定期便開設の促進と貿易商社の育成
万葉埠頭へのＲＯＲＯ船客船の誘致
日本海側拠点港伏木富山港の国内外の定期航路拡充と旅客船寄港誘致の
ためのポートセールス事業の促進
海外経済・観光交流視察団の派遣
富山新港の国際物流ターミナルの整備
・水深１２ｍ岸壁の延伸整備・コンテナヤードの拡張・暫定水深の解消
富山新港港湾施設の再編整備及び適切な維持管理と長寿命化の推進
富山新港旅客船バース（海王岸壁）の大型船対応
・ターミナルの整備・岸壁・泊地の増深・岸壁の延伸・背後地整備
富山新港の公共岸壁に上屋施設の設置促進
富山新港東西埋立地交流厚生用地等への民間事業者等の誘致
富山新港東西埋立地の環境整備

１１．学術・文化の振興
(１) 「立山・黒部」の世界遺産登録への支援
(２) 世界で最も美しい湾 氷見から望む海越しの立山連峰の景色の世界遺産登
録への支援
新
○
(３) 第 13 回世界ポスタートリエンナーレ開催支援とポスターの街とやまの
実施
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