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井口村
1,296人

平 村
1,416人

利賀村
1,083人

福野町
14,682人

上平村
997人

城端町
9,948人

福光町
20,387人

南砺市
[H16.11.1誕生]
南砺市

[H16.11.1誕生]
井波町

10,373人

H16.11.1 合併（住基）
人 口：５９,２３０人
世帯数：１７，１７５世帯
面 積：６６８．８６Ｋ㎡

H22.10.1現在（H22国調）
人 口：５４,７２４人
世帯数：１６，９３０ 世帯

※ 内旧町村人口は、平成12年国調数値（８町村計：60,182人）

H25.2.28現在（住基）
人 口：５４，９２８人
世帯数：１７，７４５世帯

南砺市構成旧８町村
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人口

住民基本台帳人口：５４，９２８人
うち外国人数： ７２３人

人 口

１７，７４５世帯世帯数

面 積 ６６８．８６ｋ㎡（琵琶湖とほぼ同じ）

●高齢化率（６５歳以上）：３２．１５％

●産業別就業者割合 第１次産業： ６．７％
（Ｈ２２） 第２次産業：３８．７％

第３次産業：５４．６％

●製造品出荷額等(H21)：２１３１億円

●年間商品販売額(H19)： ５２０億円

（H25.2.28現在）

その他

南砺市の概要
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南砺市のアクセス

平成２６年度開業予定の
北陸新幹線
東京↔高岡間が約２時間２０分に

平成２０年７月
東海北陸自動車道全線開通
名古屋↔南砺市間 ２時間３０分

平成２６年度末までに、
南砺スマートＩＣ（仮称）
供用開始予定
南砺市北部福野地域
五箇山ＩＣ，福光ＩＣに続く市内
３番目のＩＣ
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◆ホワイトスペース特区 エリア放送事業
（ 全体イメージ ）
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◆ホワイトスペース特区 エリア放送事業
（ 実現に向けた年次計画 ）
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2011.12.21「なんとちゃんねる」実験開始！
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エリア放送の全体像

市ホームページ
（お知らせ・緊急情報など）

市役所

情報提供者

観光課・観光協会など
映像・観光情報入力

連携

南砺市 放送クラウドデータセンター

・ＣＭＳサーバ
・映像の蓄積・送出
・映像伝送変換装置

Internet

権限があれば
どこからでも入力可能

視聴エリア

スマートフォン
携帯電話
のワンセグ

カーナビ
のワンセグ
フルセグなど

観光地 道の駅など 限界集落

デジタルテレビ・
ワンセグなど

地域公共ネットワーク

南砺市 エリア放送実験の概要
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市役所

ＣＭＳ※1

※1ＣＭＳ：Content Management System

視聴エリア

連
携

市（行政）のホームページと連携し、
市からのお知らせをデータ放送で同様
に提供しています。
また、データ放送単独のお知らせを
提供することも可能です。

市からのお知らせ データ放送連携
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災害対策本部
南砺市 福野庁舎 講堂

各庁舎（８庁舎）
館内共聴にて放映

観光地
（相倉合掌造り集落）

にて放映

スマートフォンでの視聴 カーナビゲーションでの視聴

地域公共
ネットワーク

ワンセグ放送

IP伝送

IP伝送

IP伝送

災害対策本部
ライブ中継

館内共聴にて各庁舎
に災害対策本部の
映像を配信

観光地にワンセグ放送
で災害対策本部の映像

を配信

観光地にワンセグ放送
で災害対策本部の映像

を配信

平成２４年９月２日に行われました、南砺市総合防災訓練にて
災害対策本部（福野庁舎）の映像をライブ中継にてエリア放送
で提供し、災害発生時の情報提供効果を検証しました。

災害発生時の情報提供 （総合防災訓練）
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城端庁舎周辺城端庁舎周辺

利賀庁舎周辺利賀庁舎周辺

平庁舎周辺平庁舎周辺相倉合掌集落相倉合掌集落

五箇山観光案内所五箇山観光案内所

上平庁舎周辺上平庁舎周辺

菅沼合掌集落菅沼合掌集落

道の駅上平道の駅上平

福野庁舎周辺福野庁舎周辺

送信ポイント（フェーズ１ 2011年12月～）

福光庁舎周辺福光庁舎周辺 井口庁舎周辺井口庁舎周辺

井波庁舎周辺井波庁舎周辺

送信ポイント（フェーズ２ 2012年12月～）

福野、福光、井波、井口の４庁舎にて、今年度新たに
送信ポイントを増設いたします。

エリア放送 送信ポイント（合計１２カ所）
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フェーズ１ コンテンツ紹介（１）
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フェーズ１ コンテンツ紹介（２）
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ｅｔｃ
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南砺市は「アニメの聖地」注目
・全国からアニメファンが聖地巡りに訪れる
・コミュニケーションノートで交流
・有志の会により、イベントの開催
・アニメキャラクターの特別住民票を発行

市をPRするオリジナルアニメーションを制
作・活用する。市内限定の配信と、国内外の
広いエリアへの配信を合わせて展開すること
により、南砺市のイメージアップと誘客を進め
る。

◆南砺市オリジナルアニメ製作事業
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◆なんとちゃんねる 活用計画
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恋旅～True Tours Nanto～完成披露試写会
2013.4.28
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■当日観覧者一般応募者、報道、
関係者含め、約３００名
うち、一般応募者 １８９名
（県外１１４人・市内県内６５人）



恋旅～True Tours Nanto～視聴方法
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恋旅～True Tours Nanto～フォトラリー
■概要

• 作品の舞台となった場所で専用アプリを使用し写真を撮影された方に、「恋旅」オリジナルポ
ストカードをプレゼント。

• ポストカードは6種類あり、撮影エリアごとに異なる絵柄を使用。
• さらに異なる種類のポストカードを3枚集めると「恋旅」特製ポストカードブック「リコレクト
アルバム」をプレゼント。

■ポストカード・リコレクトアルバム配布数（４月２８日～５月６日）

・ポストカード ２，２３０枚 ・リコレクトアルバム ４４６冊
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＜＜ 反応 ＞＞

• 利賀のそばの館のシルバーのおばあちゃんと、恋旅
に参加された方との交流がある（一緒に肩を組んで
写真を撮ったりなど）。

• 関東地方からの来訪者が多い（いのくち椿館より）

• 今まで、城端しか訪れたことの無かった方が、南砺
市のいろんなところに行ってみるきっかけとなって
おり、他にもこんな素晴らしいところがあることに
気づけたとの声がある。

• 男性が圧倒的に多いが、女性だけの方もおられる

• 東山荘やよしむらまんじゅうなどの看板の写真を撮
っていく方が増えた。

• IOXでジムカーナの写真を撮っている方が増えた。

●参考 いのくち椿館入館者数推移（GW期間中）

平成２３年度 ９０名（震災の影響あり） 平成２４年度 １７４名 平成２５年度 ４５０名



エリア放送 デジタルサイネージシステム
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↑本編放送

↑デジタルサイネージ

城端駅 →
観光案内所



課題と要望事項（１）

 エリア放送の弾力的な出力制限処置について

＜背景と課題＞

 南砺市のように、山間部が多く難視地区を抱える市町村にお
いては、地上波デジタル放送に代わる緊急情報発信システム
としてのエリア放送サービスには、期待するところが非常に
大きい。

 しかしながら、フルセグでも全国一律で原則１０ｍＷが出力
制限とされていることから、山間地域の人口密度の低い地域
では、多数のアンテナ設置が必要となり、コストメリットが
出にくく普及の支障となっている。

＜要望事項＞

 地域の実情に応じた、弾力性ある電波出力設計が可能な制度
に変更願いたい。
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課題について（２）

 地デジ化に伴うアナログ中継局撤去エリアへの応用について

＜背景と課題＞

 ＣＡＴＶ普及が進む当富山県においては、災害の可能性が高く
、防災情報などの取得に不利な地域であるにも関わらず、アナ
ログ中継局は撤去され、デジタル放送電波が届かない地上波難
視地域が多くなった。

 これは、当県、当市だけではなく全国的に見られる現象と認識
しているが、東日本大震災においてテレビ電波が有効な防災、
減災対策になるとの認識が再確認される中、放送波の直接受信
ニーズは非常に高まっている。
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ありがとうございました。
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南砺市エリア放送型システム「なんとちゃんねる」

http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/nantochannel/index.htm


