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【本件に関する問合せ先】 

富山大学 地域連携推進機構 地域連携戦略室 COC+統括コーディネーター 尾山誠 

TEL.０７６－４４５－６１７７   

                            令和元年 9月 19日 

報 道 機 関  各位 

 

 

 
富山県内の高等教育機関が連携して取り組んでいる，ALL富山ＣＯＣ＋事業におい

て，各機関が連携して地方創生のために「未来の地域リーダー」の育成を目指して

おります。その事業の一つの柱として，県内の学生が地域課題について学び，その

課題をともに考え，解決策を探求する合宿型セミナー「とやま塾 in HIMI」を開催

いたします。 

このセミナーの目的は、協働力、課題解決力を高めることです。参加した学生た

ちが地域の人々や他の高等教育機関の学生と交流しコミュニケーション力を伸ばす

こと、氷見市に代表される地域の課題を理解し、その解決策を協働しながら模索す

る中で地域貢献の態度を醸成すること、氷見市の素晴らしい自然や文化に触れるこ

とでその良さを知り、富山への愛着を深めることが期待されます。 

つきましては，下記のとおり開催いたしますので，取材・報道方宜しくお願い申

し上げます。 

 

記 

【日程】 

令和元年 9月 18日（水）～20日（金） 

 

【場所】 

 グループワーク実施施設：ハマナス荘（氷見市島尾 1882-1） 

 夕食会場：住みたくなる宿「イミグレ」（氷見市小杉 232-1） 

    氷見市内各所 

【主な内容】 

講義「氷見市の特徴や課題」，市長･学長を交えた夕食会， 

ワークショップ “まちなか発想ゲーム”「メイキット」の体験 

グループに分かれて各研修先でヒアリング及び体験 

  （「SAYSFARM」魚問屋が始めたワイナリー含む６会場にて研修） 

※上記内容は予定であり，変更することがございますのでご了承下さい。 
以 上 

 

地域課題について学びその課題をともに考え解決策を探求する 

 「とやま塾 in HIMI」を開催 
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ALL 富山 COC ＋  

 

     とやま塾 in HIMI 2019 

 

 

 

参加のしおり 
  

 

 

日時：令和元年 9 月 18 日(水)～20 日（金） 

場所：富山県氷見市 
  

 
 
 
 
 

 

 

主催：ALL 富山 COC+ 
富山大学、富山県立大学、富山国際大学、富山短期大学、富山福祉短期大学、富山高等専門学校 

後援：氷見市 
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■実施協力 
 ・宿泊施設（富山第一銀行保養施設松濤閣）の無償貸出し 

富山第一銀行 

 
 ・グループワーク場所（ハマナス荘）の無償貸出し 

氷見青年会議所 

 
■ご寄付 

水口化成株式会社  
大谷製鉄株式会社 

   

株式会社大沢野テクノサービス  
北陸銀行 

   

富山銀行  
住澤塗装工業株式会社 

   

株式会社あつみファッション  
岸田木材株式会社 

   

氷見まちづくり株式会社  
安達建設株式会社 

   

株式会社大阪屋ショップ  
株式会社コージン 

   

サクラパックス株式会社  
三耐保温株式会社 

   

富山第一銀行奨学財団  
富山信用金庫 

   

長岡工業株式会社  
北陸コンピュータ・サービス株式会社 

   

株式会社藤木自動車商会  
株式会社ワシントン靴店 

 
「とやま塾 in HIMI 2019」実施にご協力いただきありがとうございます。 
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［日程］  

 
9 月 18 日(水)：1 日目 
10:00 
 

集合 富山駅北口集合  

 移動 部屋割，グループ編成確認 バス等 
11:45 松濤閣到着 荷物置き，昼食準備 松濤閣 
12:00 昼食 （まこ弁）  
12:50 移動 松濤閣→ハマナス荘 徒歩 
13:00 開講式  ハマナス荘 
13:15 ワークショップ アイスブレイク 

まちなか発想ゲーム「メイキット」 
氷見に関する情報収集 

 

17:00 移動 ハマナス荘→総湯 バス等 
17:30 入浴  総湯 
18:30 移動 総湯→イミグレ バス等 
18:45 イミグレ着 夕食会準備 イミグレ 
随時 （学長・理事到着）  （イミグレ） 
19:00 夕食会 市長，学長・理事を交えた夕食会  
21:00 夕食会終了 片付け  
21:30 移動 イミグレ→松濤閣 バス等 
22:00 松濤閣到着 自由時間 松濤閣 
23:00 就寝   
 
9 月 19 日(木)：2 日目 
7:00 起床  松濤閣 
7:30 朝食・外出準備   
9:00 移動 松濤閣→研修先（グループごと） バス等 
 研修 6 つの小グループに分かれて，各研修先でヒアリング

と体験 
（昼食は各自で） 

研修先 

 移動 研修先→松濤閣 バス等 
午後 松濤閣帰着 （帰着時刻はグループごと） 

研修先での学びのまとめ 
情報収集 
研修先への提案まとめ 

松濤閣荘 

17:00 移動 ハマナス荘→総湯 バス等 
17:30 入浴  総湯 
18:30 移動 総湯→松濤閣 バス等 
19:00 夕食 （まこ弁） 松濤閣 
20:00  情報収集 

研修先への提案まとめ 
 

23:00 就寝   
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9 月 20 日(金)：3 日目 
7:00 起床  松濤閣 
7:30 朝食・清掃   
8:30 発表準備 研修先への提案作成 

（パワポ作成。発表原稿作成） 
 

11:30 昼食 （まこ弁）  
12:30 移動・発表準備 松濤閣→ハマナス荘 

（荷物をすべて持って移動） 
徒歩，ハマナス荘 

13:00 成果発表会 発表：各グループ 20 分×6 グループ 
ゲスト：研修先の皆さん，市役所の皆さんなど 

 

15:30 閉講式，片付け   
16:00 移動 ハマナス荘→各大学等  
 解散   
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［小グループ実習先］  

  

(A グループ 学生 3 名) 

TEDxHimi 

ご担当者：薮田様 

 

(B グループ 学生 3 名) 

「みらいエンジン」IJU 支援センター 

ご担当者：藤田智彦様 

 

(C グループ 学生 3 名) 

「SAYSFARM」魚問屋が始めたワイナリー 

ご担当者様：飯田健児様 

 

(D グループ 学生 3 名) 

 「ヒラク」サードプレイス 

ご担当者様：平田佳史 

 

(E グループ 学生 4 名)  

「考えるパン KOPPE」商店街空き店舗のリノベーション 

ご担当者様：竹添あゆみ様 

 

(F グループ 学生 4 名) 

「濱谷さん」漁業と若い世代への継承，国際貢献 

ご担当者様：濱谷忠様 

 

［持ち物］  

 
 ・2 泊 3 日分の着替えなど（寒いかもしれないので長袖も準備してください。） 
 ・ノートパソコン（持っている人） 
 ・普段使っている医薬品 
 ・参加費 5,000 円 
 ・筆記用具 

・帽子 
・洗面具（タオル含む） 
・雨具 
・その他，必要と思うもの 
・グループごとの持ち物 
 C グループ：汚れても良い恰好（ぶどうの収穫・仕込み体験） 
 E グループ：汚れても良い恰好，マスク，軍手持参（リノベーション体験） 
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［住所および地図］  

 
■宿泊先 
 富山第一銀行保養施設 松濤閣（富山県氷見市島尾） 
■グループワーク実施施設 
 ハマナス荘（〒935-0032 富山県氷見市島尾 1882-1 TEL 0766-91-8350） 

http://himijc.or.jp/（氷見青年会議所） 
 

   
 
■18 日懇親会および学長・理事宿泊 
 移り住みたくなる宿 イミグレ（〒935-0424 富山県氷見市小杉 232-1 TEL 0766-92-2200） 

https://www.imigre.jp/ 
 

   

 

イミグレ 

磯波風 

永芳閣 

松濤閣 

ハマナス荘 島尾海浜公園 
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［その他］  

 
■寝具貸出し 
日本アメニティ 
TEL 0766-27-0020 
http://www.nippon-amenity.com/lease.html 
 

■昼食および 19 日夕食 
 まこ弁（中島誠）～地産地消のお弁当づくり～ 
 氷見市上久津呂 TEL 090-8704-3931 
 
■問い合わせ・緊急時連絡先 

  富山大学地域連携戦略室 ０７６－４４５－６１７７ 

  （富山大学）尾山 真 ０９０－３２９１－５３７９ 

  （富山県立大学）堺 勇人 ０９０－２７４５－２０６８ 

  （富山国際大）長尾 治明 ０９０－２３７２－５１０９ 

  （富山国際大）殿村 幸子 ０9０－５６８８－２２６３ 

  



とやま塾 

＊主催 
   ALL富山COC+ 
  とやま塾実行委員会 
       (富山大学、富山県立大学、富山国際大学、富山短期大学、 
        富山福祉短期大学、富山高等専門学校、高岡法科大学) 

＊日程 
 

＊お申込み/お問合せ 
E-mail:t-senryaku@adm.u-toyama.ac.jp FAX:076-445-6033 TEL:076-445-6177 
・お申込みは氏名、学部・学科、学年、性別、メールアドレス、携帯電話番号をお伝えください。 
 地域連携戦略室に直接お持ちいただいてもかまいません（裏面に申込書があります）。  
                          地域連携戦略室(五福CafeAZAMI2F) 担当：尾山 

これまでにない 
経験をする3日間 
新たな地域での発見 
社会で必要とされる体験 

＊会場 富山県氷見市内 

＊後援  氷見市 

≪とやま塾修了証≫ゲット 

in HIMI 

※写真は昨年の「とやま塾 in ASAHI 2018」のワンシーンです。 

2019年9月18日(wed)~20日(fri) 
       10時富山駅北口出発 18時富山駅北口解散 

＊参加費 5,000円 (2泊３日宿泊費および6食の食事代、交通費等を含む） 



氏名 学部・学科名 

学年 性別 男性 ・ 女性 

メールアドレス 

携帯電話番号 

高等教育機関名 

「とやま塾 in HIMI 2019」参加申込書 

申込方法 
申込締切 

2019年7月31日までに必要事項を記入して、下のお申込み先
まで、メール、ＦＡＸ又は直接持参で申込みください。（参加
費は当日集金します） 

記入事項 

※ご記入いただいた内容は，当事業(COC+)実施のためにのみ使用いたします。 

〈未来の地域リーダー〉となる学生たちを募集しています 
 富山大学、富山県立大学、富山国際大学、富山短期大学、富山福祉短期大学、富山高等専門学校、
高岡法科大学は、ALL富山ＣＯＣ＋事業において、連携して地方創生のために〈未来の地域リーダー
育成〉を目指しております。 
 その事業の一つの柱として、県内の学生が、地域課題について学び、その課題をともに考え、解
決策を探求する〈未来の地域リーダー〉を育むプログラムを実施する、合宿型セミナー「とやま塾 
in HIMI 2019」を開催したいと考えています。 
 そのセミナーにおいて、学生たちが、１．地域の人々や、他の高等教育機関の学生と交流し、コ
ミュニケーション力を伸ばし、２．氷見市の素晴らしい自然や文化に触れることで、その良さを知
り、富山への愛着を深め、３．氷見市に代表される地域の課題を理解し、その解決策を協働しなが
ら模索し、地域貢献の態度を醸成するとともに協働力、課題解決力を高めることを目的とします。 

参加費用 5,000円 (2泊３日宿泊費および6食の食事代、交通費等を含む）  

募集学生数 30名 (定員に達し次第締め切らせていただきます）  

2日目 9月19日(木) 
 夕方 氷見市移住者の話及び対話 
    夕食と氷見市移住者及び関係者との対話 
 
3日目  9月20日(金) 
 午前 地域課題についての解決策を探求するグループワーク 
    昼食 
 午後 グループによる解決策プレゼンテーション 
    〈とやま塾修了証〉授与 
 18時 富山駅北口着予定 

 ［とやま塾プログラム（仮）］  
1日目 9月18日(水) 
 10時   富山駅北口出発 
 午後 氷見市の地域課題についての話及び対話 
    グループワーク  
 夕方 学長を交えた夕食と対話 
    グループワーク 
              
2日目 9月19日(木) 
 午前 氷見市の自然と文化施設の見学及び体験 
 午後 昼食 
    氷見市の自然と文化施設の見学及び体験 ※内容を変更する場合がありますのでご了承ください。 

お申込み先 
 富山大学 地域連携戦略室 (五福CafeAZAMI2F)  担当：尾山 
 E-mail:t-senryaku@adm.u-toyama.ac.jp 
 FAX:076-445-6033 
 TEL:076-445-6177 
※直接お持ちいただいてもかまいません。   地域連携戦略室(五福CafeAZAMI2F) 担当：尾山 

（フリガナ） 
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