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Ⅰ．はじめに 

 

1. 趣旨・目的 

富山県が主催する、「とやまつながるラボ」は、県外在住で、富山の地域づくりや暮らしに関心を持つ

社会人の方を対象として、富山とつながる関わりしろを発見することを目的として開講する、現地訪問と

オンラインの学びで構成する講座です。講座での学びと交流を通じて、富山の地域課題について考え、関

係人口としての多様な活動や将来的な移住など、受講生と富山の関わりを深めるきっかけとなることを

めざしています。 

 

2. 応募条件 

○ 富山県外にお住いで、富山の地域づくり、暮らし、ローカル・ビジネスなどに関心がある方で、原則

として講座及び富山県内での現地ツアー（2 日間）に参加可能である大学生、社会人の方。 

○ PC スキル及びインターネット環境のある方。 

【推奨環境】 

・デバイス：PC（WINDOWS / MAC いずれでも可） 

・通信環境：通信量制限に余裕をもってご参加ください。 

 

3. 受講環境 

（１）講座：オンラインで実施 

○ 使用予定ツール 

Zoom 

○ 使用予定ツールのアクセス・操作方法サポート 

希望者には、講座開始前に事務局によるレクチャー/サポートを実施します。 

 

（２）現地訪問：富山県内にて 1 泊 2 日で開催 

○ 新型コロナ感染症対策を十分行って実施します。 

○ 実施前の新型コロナ感染症の状況により、現地訪問をオンラインツアー形式に変更する場合があり

ます。 

 

4. 受講生募集人数 

○ 20 名程度 

・選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。 

・応募多数の場合、選考させていただく場合があります。 

・ご希望のコースについて、内容や人数により調整させていただく場合があります。 
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5. 開催スケジュール 

＊各回の予定は都合により変更となる場合がございます。 

日程 時間 内容 備考 

R4 年 8 月 30 日（火） 19:30－21:40 オンライン説明会 ＊参加無料 

9 月 12 日（月） （22 時まで） 応募締切 
＊申込フォームによる 

（Google Form） 

9 月 17 日（金） （17 時まで） 選考結果通知 ＊メールによる 

 10 月 15 日（土） 
12 時集合 

（富山駅） 
現地開催 DAY1 

富山のプレイヤーに学ぶ 

富山との関わりシロを考える 

 10 月 16 日（日） 
15 時解散 

（富山駅） 
現地開催 DAY2 

 10 月 29 日（土） 13:00－17:00 最終発表会 
＊13 時開始 

つながり Plan のまとめ＊最終発表 
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Ⅱ．講座について 

 

1. 講座の概要 

○ 本講座は、富山とのつながりを考える視点から、以下の２つのコースを設定します。 

 

① つながるローカル・プロジェクトコース 

地域資源の活用や課題解決を考えてみたい方のためのコースです。 

 

② つながる暮らしコース 

富山とつながる、自分らしい暮らし方や働き方を考えてみたい方のためのコースです。 

 

○ メンターやゲストからの学び、受講生ワークだけでなく、富山県内のプレイヤーとの交流機会を通じ

て、相互に親しくつながることのできる「インターンシップ」をイメージした 1 泊 2 日の現地訪問

を開催します。 

・ 新型コロナ感染症対策を十分行って実施します。 

・ 実施前の新型コロナ感染症の状況により、現地訪問をオンラインツアー形式に変更する場合

があります。 

○ 最終回では、受講をとおしてみえてくる《とやまつながるプラン》を発表いただきます（プランは複

数の受講生によるグループ／個人どちらでも結構です）。 

 

2. 講師 メンターの紹介 

●メイン講師  

指出 一正 氏 (さしで かずまさ) （『ソトコト』編集長 株式会社ソトコト・プラネット 代表取締役） 

1969 年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。 

雑誌『Outdoor』編集部、『Rod and Reel』編集長を経て、現職。島根県「しまコトア

カデミー」メイン講師、静岡県「『地域のお店』デザイン表彰」審査委員長、和歌山県

田辺市「たなコトアカデミー」メイン講師、秋田県湯沢市「ゆざわローカルアカデミ

ー」メイン講師、岡山県真庭市政策アドバイザー、富山県「くらしたい国、富山」推

進本部本部員、上毛新聞「オピニオン 21」委員をはじめ、地域のプロジェクトに多く

携わる。内閣官房まち・ひと・しごと創生本部「わくわく地方生活実現会議」委員。内閣官房「水循環の

推進に関する有識者会議」委員。環境省「SDGs 人材育成研修事業検討委員会」委員。内閣官房まち・ひ

と・しごと創生本部「人材組織の育成・関係人口に関する検討会」委員。国土交通省「ライフスタイルの

多様化と関係人口に関する懇談会」委員。総務省「過疎地域自立活性化優良事例表彰委員会」委員。農林

水産省「新しい農村政策の在り方検討会」委員。UR 都市機構 UR まちづくり支援専門家。内閣官房「ふ

るさと活性化支援チーム」委員。「大阪・関西万博 日本館」クリエイター。BS 朝日「バトンタッチ SDGs

はじめてます」監修。著書に『ぼくらは地方で幸せを見つける』（ポプラ新書）。趣味はフライフィッシン

グ。 
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■２つのコースのご案内と担当メンター 

つながりたいかたちにあわせて受講したいコースをお選びいただけます。 

 

つながるローカル・プロジェクトコース             

地域資源の活用や地域社会の課題解決を考えてみたい方のためのコースです。 

射水市内川地区などを中心に、空き家活用、エリアリノベーションに取り組む明石さんと地域プ

レイヤーのみなさんの活動から、まちを面白くするプロジェクトに学び、「私なりのつながるチ

ャレンジ」を考えていきます。 

●こんな方にオススメ 

富山のわくわくするプロジェクトにコミットしたい、活躍している人たちと一緒に何かやって

みたいと考えている方 

●担当メンター  

明石 博之 氏 （あかし ひろゆき）／グリーンノートレーベル株式会社 代表取締役・プロデューサー 

広島県尾道市生まれ。多摩美術大学でプロダクトデザインを学ぶ。大学を卒業

後に当社に入社、2008 年に代表取締役に就任。全国各地を飛び回るうちに自

らがローカルプレイヤーになることに憧れ、2010 年に妻の故郷・富山県へ移

住。漁師町で出会った古民家をカフェにリノベした経験をキッカケに秘密基地

的な「場」をつくる面白さに目覚めた。その後、まちの価値を拡大する「場」

のプロデュース・空間デザインを仕事の軸として、富山のまちづくりに取り組んでいる。2014 年度「う

るおい環境とやま賞」（風の賞）を受賞。 

【明石さんの主な活動拠点】 https://ba-gnl.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●1 期生・2 期生の感想紹介（アンケートより） 

 実際に行動するための方法を、自分ごととして整理することができました。これまでは地元や現状に

不満を持っていると思っていましたが、地元に意外と愛着があると気づきました。 

 個人ワークで初日に受けた影響を自分の中で内省し、受け止められました。その「私事」をグループ

で共有し、「私達事」になり、広がりを見せていく様が面白かったです。 

 特に最後の全体での共有が興味深かったです。1 日でこんなにそれぞれ異なった気づきが得られるの

かと驚きました。学びの成果がはっきりと表れていたと思います。 

 メンターや講師から自分以外へのフィードバックも参考になり、とても贅沢だと思いました。 

■café uchikawa 六角堂 

漁師町の元畳屋さんだったオーガニックカフェ。（富山県射水市八幡町） 

https://inacafe.net/  

■水辺の民家ホテル「カモメ」と「ウミネコ」 

かつては漁師の家だった空き家 2 軒を一棟貸しの宿泊施設にリノベーション。

内川暮らしのプチ体験ができる宿です。（富山県射水市放生津町） 

https://minkahotels.jp/ 

 

https://inacafe.net/
https://minkahotels.jp/
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つながる暮らしコース               

富山とつながることで、自分らしい暮らし方や働き方を考えてみたい方のためのコースです。 

富山の市街地から海岸部、立山連峰方面へと、コンパクトでありながら多様な環境に包まれる中

での暮らしや仕事、営みを探訪し、自分なりのつながりスタイルを見つけていきます。 

●こんな方にオススメ 

まずは富山について知りたい、関係をつくりたいところから始めたい方。 

富山とつながる「私」の暮らし、つながり方を考えてみたい方。 

●担当メンター  

島田 勝彰 氏 （しまだ かつあき） （合同会社ハピオブ 共同代表兼 CEO） 

富山県富山市出身。34 歳。富山大学人間発達科学部（現教育学部）卒業。同大

学職員を経て、24 歳で独立。人事系コンサルタントとして、採用業務の代行や

人事業務支援を行いつつ、複業でミドルベンチャーの CHRO・執行役員を歴任。

現在は組織の称賛文化や主体性を育む仕組みづくりを行う合同会社ハピオブ

にて共同代表兼組織開発コンサルタントを務める。 企業・行政・教育機関等で

主体性教育に関するノウハウを提供。教育雑誌「月刊先端教育」にて特集掲載。講演やセミナーの実績は

50 件以上。ファインネクス株式会社人事戦略アドバイザー。富山福祉短期大学 客員講師。富山情報ビジ

ネス専門学校 キャリア講師。富山ニュービジネス協議会 起業家マインド育成委員会 副委員長。 

【島田さんの主な活動拠点】  https://happiob.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●1 期生・2 期生の感想紹介（アンケートより） 

 「つながる暮らしコース」のテーマにふさわしく、現地と参加者それぞれの関わり方の種をください

ました。どの活動も魅力が伝わり心惹かれたし、そこから各自がしようとするアプローチに対し適切

なサポートをいただけたので参加目的を体現することができました！ 

 「とやまつながるラボ」に参加したことでのご縁や体験を、引き続き自分なりに育てていきたいと思

いました。行動していくイメージと人脈が持てました。 

 自分とふるさとの関係を見つめ直すきっかけを頂けたことに感謝しています。 

 気軽に参加できたので富山とのつながりを考えるファーストステップとしては十分だったと思いま

す。自分の中で富山の印象がかなり変化したので、この講座に出会えてよかったです。 

■インフォメーションスタジオ「HUB」 

開放的な雰囲気でミーティングやイベント、撮影等ができるレンタルス

ペース。富山市中心部。 

https://happiob.com/hub 

 ■複業マッチングサイト「スタヒロ」 

企業と人を「プロジェクト」でつなぐマッチングサイト。 

https://starthero.jp/ 

 
■みちとつながるコミュニティ「PAddle」 

全国の高校生がつながることのできる高校生限定のオンラインコミュニティ。 

https://paddle-ationone.hp.peraichi.com/ 

 

https://happiob.com/hub
https://starthero.jp/
https://paddle-ationone.hp.peraichi.com/
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■開催スケジュール （予定は都合により変更することがあります。）  

日時 内容 講師 

【オンラインワークショップ＋現地実習説明会】つながるラボで出会える 富山のひと・コト・場 

8/30(火) 

19:30～

21:40 

１．チェックイン／オリエンテーション（主催者トーク） 

２．指出さんのつながるラボ Talk 

「関係人口で富山とつながる」 

３．メンター・トーク・セッション 

  「とやま発ローカルプロジェクト／ライフスタイルの魅力」 

４．参加者セッション 

５．講座概要紹介・応募案内 

講師 

 指出 一正 氏 

メンター 

明石 博之 氏  

島田 勝彰 氏 

【現地訪問】富山のプレイヤーに学ぶ 

10/15(土) 

 

12:00 

富山駅集合 

◎ つながるローカル・プロジェクトコース 

明石メンターの活動現場・つながりゲスト訪問 

…富山県射水市内 

◎ つながる暮らしコース 

島田メンターの活動現場・つながりゲスト訪問 

…富山市内 

※交流会（両コース合同で夕食・交流会） 

（宿泊）射水市内のホテルを予定 

メンター 

明石 博之 氏 

島田 勝彰 氏 

 

ゲスト 

現地プレイヤー 10/16(日) 

 

15:00 

富山駅解散 

◎ つながるローカル・プロジェクトコース 

明石メンターの活動現場・つながりゲスト訪問 

…富山県氷見市内 

◎ つながる暮らしコース 

島田メンターの活動現場・つながりゲスト訪問 

…富山県立山町 他 

【最終発表会】つながり Plan のまとめ＊最終発表 

10/29(土) 

13:00～ 

17:00 

1. 参加者セッション／「現地訪問の感想共有」    

2. 最終プラン検討セッション 

① メンター・レクチャー／「つながりプランのまとめ方」 

② コース別グループワーク／「最終プランのまとめ」 

３．最終プラン・グループ発表 

４．つながるレクチャー／「これからのつながりづくりのために」 

講師：指出一正氏 

５．つながるステイトメント記入 

６．閉講セレモニー／富山県からのメッセージ／記念撮影 

講師 

指出一正 氏 

メンター 

明石 博之 氏  

島田 勝彰 氏 

 

  



7 

 

現地訪問の概要 

◎つながるローカル・プロジェクトコース 

「ここは、北前船で栄えた港町の歴史を背景に、漁師の営みが息づいている新湊内川。高度経済成長や

バブル経済の崩壊を横目に、独自の文化を育んできた〝富山のガラパゴス〟のようです。」という射水

市の新湊内川エリア。1 日目は、メンター・明石さんがリノベーションを手がけてきたカフェやホテル

等を訪ね、このエリアを巡ります。また、9 月にオープン予定の「みなとキッチン」で、地域の方との

アクティビティも体験。夜はつながる暮らしコースの皆さんと合流して交流会。 

2 日目は氷見市へ。明石さんがセンター長を務める IJU 応援センター「みらいエンジン」へ。移住をサ

ポートするスタッフの方やサポーター、利用者の方などに、リアルなお話を伺います。 

 

日にち 時間 内容 備考 

Day1 

 

10/15（土） 

12:00 JR 富山駅集合 マイクロバスで移動 

12:40 新湊内川散策 

café uchikawa 六角堂、水辺の民家ホテル等 
徒歩 

 みなとキッチン アクティビティ  

18:00 夕食・交流会（つながる暮らしコースと合流） 2 時間程度 

 
（宿泊）第一イン新湊（シングル） 

ホテルは事務局で手配し
ます。受講お申込の際に手
配希望の有無を伺います。 

Day2 

 

10/16（日） 

 自由散策  

9:30 ホテル発 マイクロバスで移動 

10:00 氷見市 IJU 応援センター「みらいエンジン」  

12:00 （昼食各自）  

13:00 現地ツアーの振り返り  

14:00 氷見市出発 マイクロバスで移動 

15:00 JR 富山駅 解散  

※スケジュール詳細は変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

café uchikawa 六角堂 

築 70 年の元畳屋さんだった空き家を改修し、2013 年にオープンしたオー

ガニックカフェ。オーガニックコーヒー、有機・無添加の野菜など、作り手

のこだわりと愛情のこもった食材のメニューを提供しています。 

みなとキッチン 

2022 年 9 月にオープン予定。新湊の魚食文化を発信するシェアキッチンと

して新湊漁港の敷地内に整備中。会員制で、ランチ営業、料理教室、ワーク

ショップなどに活用できます。 

氷見市 IJU 応援センター「みらいエンジン」：salon＆office「まちのタマル場」 

移住支援を行う「みらいエンジン」の拠点「まちのタマル場」は、氷見市の

商店街にあります。相談者に寄り添い、暮らしや仕事、住居など細やかな

サポートを行っています。 
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◎つながる暮らしコース 

富山には、コンパクトな中に多様な魅力がぎゅっと詰まっています。市街地・海岸部・山間部の暮らし

や仕事、そしてそこに生きる人々をご紹介します。 

1 日目は、富山駅周辺の市街地。コンパクトシティの象徴でもある路面電車・ポートラムに乗って、メ

ンター・島田さんオススメのネイティブスポットを探訪します。「富山の生き方、創造拠点。」として

10 月にオープン予定の SCOP TOYAMA を見学。その後、海岸部の岩瀬エリアでの町並みを散策。夕

食は射水市新湊でローカル・プロジェクトコースの皆さんと一緒に交流を楽しみます。 

2 日目は、立山方面へ。ハーブ畑、精油工房、レストラン、イベント広場等、「地域・社会の新しい健

やかさ」を目指す取り組みを訪ねます。 

 

日にち 時間 内容 備考 

Day1 

 

10/15（土） 

12:00 JR 富山駅集合  

 富山市街地でのネイティブスポットを探訪 

 （候補：グランドプラザ、鈴木亭、市立図書館・

きらり、純喫茶ツタヤ、SCOP TOYAMA） 

ポートラム（路面電車） 

 富山市岩瀬エリア探訪 マイクロバスで移動 

18:00 夕食・交流会：射水市 

（ローカル・プロジェクトコースと合流） 
2 時間程度 

 
（宿泊）第一イン新湊（シングル） 

ホテルは事務局で手配し
ます。受講お申込の際に手
配希望の有無を伺います。 

Day2 

 

10/16（日） 

8:30 ホテル発 公用車で移動 

9:30 Healthian Wood（立山町）  

12:00 （昼食各自）  

13:00 現地ツアーの振り返り  

14:00 立山町 発 公用車で移動 

15:00 JR 富山駅 解散  

※スケジュール詳細は変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOP TOYAMA（富山県創業支援センター/創業・移住促進住宅） 

「富山の生き方、創造拠点。」として、旧県職員住宅が、創業支援センター

とコレクティブハウスの住宅として生まれ変わります。2022 年 10 月オー

プン予定。 

Healthian Wood 

立山連峰の麓に広がる田園風景の中に、ハーブ畑、精油工房、レストラン、

イベント広場等を地域の伝統的な散居村のように配置。新たな健やかさ、

豊かさを求める取り組みを訪ねます。 

鈴木亭 

慶應 2 年（1866）創業の老舗。幕府御用菓子司の技法を習得し、富山の地

で立山杉を表現した名物「杢目羊羹」を生み出しました。現在は 6 代目に

よりその技が受け継がれています。 
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Ⅱ．受講者募集オンライン説明会 

 

1. 開催日時 

 ・令和 4 年 8 月 30 日（火）19 時 30 分～21 時 40 分 

  ＊オンライン説明会へのご参加は、下記「参加申込み方法」をご参照ください。 

 

2. 主な内容 

 指出さんのつながるラボ Talk 「関係人口で富山とつながる」 

指出 一正 氏 メイン講師 ソトコト編集長 

 メンター・セッション 「とやま発ローカルプロジェクト／ライフスタイルの魅力」 

明石 博之 氏  メンター（グリーンノートレーベル株式会社 代表取締役 射水市） 

島田 勝彰 氏  メンター（合同会社ハピオブ 共同代表兼 CEO 富山市） 

指出 一正 氏   メイン講師（ナビゲーター）  

 富山県の地域づくりレクチャー 

高森 覚  富山県知事政策局成長戦略室ウェルビーイング推進課 

 とやまつながるラボ受講案内とQ／A 

奥崎 有汰 講座ディレクター 

高木 朋美 運営事務局 

   

3. オンライン説明会への参加申し込み方法 

下記講座案内 WEB ページ掲載の説明会案内／参加申し込みフォームより、お申込みください。 

 《とやまつながるラボ・フェイスブックページ》 

    https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/ 

 

 《オンライン説明会へのお申し込みフォーム》 

https://forms.gle/58WqiSqH6jJN3CaV9 

 

＊受講をご検討の方は、ぜひ説明会へのご参加をご検討ください。 

 

4. 説明会の開催方法 

ZOOM ミーティングによる配信 

＊URL はお申し込みいただいた方のご登録メールにお送りさせていただきます。 

5. 説明会定員 

30 名程度（参加費無料） 

 

≪説明会についてのお問い合わせ先≫ 

    info@csri.jp  （担当：奥崎・高木） 

https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/
mailto:info@csri.jp
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Ⅲ．応募について 

 応募方法 

応募に際しては、下記 WEB ページをご確認の上、「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応

募ください。ご質問等は、Ｐ8「応募に関するお問合わせ先」をご参照の上、ご連絡ください。 

 講座情報ページ 

講座案内 WEB ページ：http://www.csri.jp/archives/info/1637 

 

 

 

とやまつながるラボ Facebook：https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/ 

 

 

 

 講座受講応募フォーム（google フォーム） 

 受講応募フォーム：https://forms.gle/jKhj5KbJAPwgYTCQ8  

 

 

 

 

 

1. 応募条件（再掲） 

○ 富山県外にお住いで、富山の地域づくり、暮らし、ローカル・ビジネスなどに関心がある方で、原則

として講座及び富山県内での現地実習（2 日間）に参加可能である大学生、社会人の方。 

○ PC スキル及びインターネット環境のある方。 

【推奨環境】 

・デバイス：PC（WINDOWS / MAC いずれでも可） 

・通信環境：通信量制限に余裕をもってご参加ください。 

 

2. 受講環境（再掲） 

（１）講座：オンラインで実施 

○ 使用予定ツール 

Zoom 

○ 使用予定ツールのアクセス・操作方法サポート 

希望者には、講座開始前に事務局によるレクチャー/サポートを実施します。 

 

  

http://www.csri.jp/archives/info/1637
https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/
https://forms.gle/jKhj5KbJAPwgYTCQ8
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（２）現地訪問：富山県内にて 1 泊 2 日で開催 

○ 新型コロナ感染症対策を十分行って実施します。 

○ 実施前の新型コロナ感染症の状況により、現地訪問をオンラインツアー形式に変更する場合があり

ます。 

 

3. 受講生募集人数（再掲） 

○ 20 名程度 

・選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。 

・応募多数の場合、選考させていただく場合があります。 

・ご希望のコースについて、内容や人数により調整させていただく場合があります。 

 

4. 応募締切 

令和 4 年 9 月 12 日（月）22 時まで 

 

5. 選考方法 

受講にあたっては 、本事業の趣旨に基づき、応募書類を審査の上、選考します。 

 

6. 選考結果のご連絡 

令和 4 年 9 月 17 日（金）17:00 までに通知 

＊ご応募時に申請いただいたメールアドレスにご連絡します。 

 

７． 応募に関するお問い合わせ先 

事務局 (株式会社シーズ総合政策研究所内)  

E-mail: t_labo@csri.jp   （担当：奥崎・高木）  http://www.csri.jp/ 

TEL：0852-55-8450 

 

  

mailto:t_labo@csri.jp
http://www.csri.jp/
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Ⅳ．受講費について 

 

1. 受講費 

◎受講費：5,000 円（消費税込）  

【受講費に含まれる内容】 

・現地実習のプログラム費 

・旅行保険加入費 

＊以下の項目は受講費に含まれません。 

・現地実習期間中の宿泊費・食費・路面電車運賃 

・自宅等出発地域から集合・解散場所間の往復交通費 

・そのほか受講費以外の経費 

 

2. お支払い方法 

・受講費のお支払いは、銀行振込にてお支払いください。 

・下記期限までに受講費をお支払ください。 

【お振込期限】 

 令和 4 年 9 月 30 日（金）までにお振込みをお願いします。 

※ お振込先はお申込み時にご連絡いたします。振込手数料は恐れ入りますが各自ご負担下さい。 

 

3. キャンセルについて 

 受講決定後に受講をキャンセルされる場合は、事務局まで、メール（t_labo@csri.jp）にて 9 月 30（金）

までにご連絡ください。それ以降のキャンセルの際は、下表掲載のキャンセル料がかかります。 

 

9月 30日（金）以降当日まで 申込み費用の  30％ 

 10月 15日（土）開催当日 

（または無断キャンセル） 
申込み費用の 100％ 

 

 

 

  

mailto:info@csri.jp
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Ⅴ．そのほか 

 

 個人情報の取り扱いについて 

ご応募いただいた情報については、本事業内の目的で利用し、下記のプライバシーポリシーに基づき、

適切に管理致します。 

＊運営会社（株式会社シーズ総合政策研究所）個人情報プライバシーポリシー 

下記 URL をご参照ください。 

http://www.csri.jp/company/privacy  

 

■取材協力のお願いについて 

本講座は、とやまつながるラボ Facebook、富山県 HP 等広報媒体、sotokoto online において展開する

WEB 媒体等において、受講状況を取材・掲載させていただくことがあります。また、現地フィールドワ

ークにおいて、地元メディアの取材が入る可能性があります。ご了承のほどお願い申し上げます。 

なお、写真掲載等を希望されない方は掲載・放映を行わないように致しますので受講時にお申し出くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業主体 

富山県知事政策局成長戦略室ウェルビーイング推進課 

https://www.pref.toyama.jp/100224/kensei/kenseiunei/soshiki/19/100224.html 

 

 

■事務局 

株式会社シーズ総合政策研究所＊株式会社ソトコト・プラネット 

・株式会社シーズ総合政策研究所  

http://www.csri.jp 

・株式会社ソトコト・プラネット 

https://sotokoto-online.co.jp/ 

 

http://www.csri.jp/company/privacy
https://www.pref.toyama.jp/100224/kensei/kenseiunei/soshiki/19/100224.html
http://www.csri.jp/

