
第55回日本生体医工学会大会

平成28年4月26日（火）～28日（木）　参加予定者1,200名
富山国際会議場、富山市民プラザ

　第55回日本生体医工学会大会は、「生命を吹き込む医工学と生命を届ける
医工学」をテーマとして開催いたします。様々なプログラムを企画しており、大
学や研究機関などで行った生体医工学分野の研究成果を発表し、情報交換
を行います。日本の生体医工学を進歩させ世界に貢献する医療技術国となる
ことを目的としております。　http://www.jsmbe55.jp/aisatu/
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コンベンション開催の支援やとやまの情報などは、ホームページをご覧ください。

　北陸新幹線が昨年３月に開業して１年が経ちました。開業以来多くの方々が富山県にお見えになり、富山の伝統ある
食・文化や魅力ある観光地など富山県をまるごと触れていただきました。これからも、機関誌「とやま夢大陸」で富山の
情報を発信し、皆様のお越しをお待ちいたしております。

編集後記

県や市町の支援制度

富山県開催補助金 延べ宿泊数

積算対象

参加人数で可能な場合がありますので、　
富山県観光課コンベンション誘致班　　
（076-444-4565）へ問い合わせください

申請先及び担当課（問合わせ先)

上限額

最高
３０万円
①～④を
合計した上限

各限度額

１０万円

５万円

補助率

必要経費の
１／２以内

（千円未満切り捨て）

補助対象補助事業

①インフォメーション業務

①県内観光

②伝統芸能

③シャトルバス送迎

④派遣サービス

（産業観光も含む）

最高 800万円

（公財）富山コンベンションビューローの支援制度
１．コンベンション開催支援（県外参加者100人以上、又は国際規模のコンベンション）

２．コンベンション・ボランティア派遣
    （ブロック規模以上で参加者300人以上、かつ県外参加者100人以上、又は国際規模のコンベンション）

３．その他の支援制度

市町開催補助金

・開催会場・宿泊ホテル・旅館の紹介
・富山空港やJR新幹線駅での歓迎看板の掲示
・資料入れ用のコンベンションバッグの提供
・飲食・お土産マップ（食べ飲みマップ）の提供
・各種の観光パンフレットの提供　　など

延べ宿泊数
又は参加人数

市町により補助額が異なります
（開催地の市町へ問い合わせください）最高 500万円

コンベンションタクシー 富山県で開催されるコンベンション（県外参加者50名以上）に参加するために来県され、
県内の宿泊施設に宿泊された方がタクシーで県内観光される場合、タクシー料金が半額。

補助金額

県内観光のためのバスやライトレール等の貸切運賃及び
「富岩水上ライン」等の遊覧船代

交流会・懇親会等で披露する富山県の伝統芸能・郷土芸
能等の出演料

分散した会場間や会場と県内各駅・空港等へ参加者を送
迎するシャトルバスや介護タクシー等の貸切運賃

看護師・保育士・通訳（手話通訳含む）・介護ヘルパー等の
サービスを受けるための派遣料

コンベンション会場にインフォメーションコーナーを設置し、会場案内や観光地、特産品、宿泊施設、飲食
店等の案内、その他、参加者からの問い合わせに対応

②アシスタント業務 受付の補助。資料配布・資料詰め、手荷物一時預かり等。
ボランティア派遣人数は、1コンベンションあたり1日最大4人、延べ12人まで
（主催者費用負担）
・業務が昼食時、夕食時にかかるときは食事費1人につき1000円を負担

●

●

●

●

●

歓迎看板見本

食べ飲みマップコンベンションバッグインフォメーションコーナー

開催宿泊補助最高限度額1300万円（県＋市町）

県・市町

コンベンシ
ョンビュー

ローが

連携
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コンベンション・カレンダー
april june
4月 6月5月
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　月
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春の息吹とともに、過ごしやすい季節となりました。

may

第９０回日本脳神経外科学会中部支部学術集会
富山国際会議場　［２００人］

９

第４７回全国国立大学法人放射線診療部門会議
富山国際会議場　［２１０人］　

１９
～２０

ライオンズクラブ国際協会３３４－Ｄ地区
第６２回地区年次大会
富山市総合体育館　ほか　［１，１００人］　

２１ 

２４
～２５

こども環境学会２０１６年大会（富山）
富山大学五福キャンパス　［２５０人］　

２２
～２４

第５５回日本生体医工学会大会
富山国際会議場　ほか　［１，２００人］　

２６
～２８
１
～２

第３７回全国南ライオンズクラブ友好会高岡大会
ウイング・ウイング高岡　ほか　［２３０人］

１５
～１６

Ｇ７富山環境大臣会合
富山国際会議場 ほか　［２００人］

１８
～２０

平成２８年度（公社）砂防学会定時総会並びに
研究発表会「富山大会」
富山県民会館　ほか　［１，０００人］ ６

　月

第１２回東海・北陸ブロック老健富山大会
富山国際会議場　［８００人］

第５４回全飲連全国富山県大会
富山市芸術文化ホール　ほか　［１，６００人］

２６
～２７

（公社）日本材料学会 第６５期通常総会・学術講演会
富山大学五福キャンパス　［４００人］

２７
～２９ 

第６６回日本吟道全国大会
富山県高岡文化ホール　［７１５人］

２８
～３０

第５１回東海北陸肢体不自由児者父母の会連合会 
富山大会
ホテルグランテラス富山　［２００人］

４
～５

日本商工会議所移動常議員会
ANAクラウンプラザホテル富山　［２５０人］

１５
～１６

日本ビタミン学会第６８回大会
富山国際会議場　［３５０人］

１７
～１８

Compound Semiconductor Week ２０１６
（CSW２０１６）
富山国際会議場　［４２０人］

２６
～３０
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コンベンション・ボランティア研修会を開催
　富山県内で開催されるコンベンションにおいて、コンベンション・ボ
ランティアの方々が、適切なおもてなしと様々な問い合わせに対応でき
るよう、2月25日（木）に富山商工会議所においてコンベンション・ボ
ランティア研修会を開催しました。33名のボランティアの方々が参加さ
れました。
　研修会では、富山ふるさとマスターから「富山のくすり」をテーマに
富山のくすりの歴史や現状について、ふるさと検定のクイズを交えなが
ら講義をしていただきました。
　次に、富山市企画調整課からは「接遇・おもてなし研修」として、グ
ループでインフォメーション業務の具体事例について話し合い、接客
ロールプレイを通して対応の仕方を学びました。
　最後に、富山県観光課コンベンション誘致班から「コンベンションの開催状況等」について、説明をしてい
ただきました。
　非常に有意義な研修会となり、受講されたボランティアの方々からは、次のような声が聞かれました。

コンベンションコンベンションコンベンション

「富山のくすり」の歴史や経済
効果、背景等が理解できまし
た。加賀谷先生の穏やかな語り
口も参考になりました。

「接遇・おもてなし研修」でのロー
ルプレイを通しての学習は、相手
の問いかけに対し、他の方の対
応が分かり、勉強になりました。

相手の要望を的確に把握し、丁
寧に伝えることができるように
スキルアップしたいと思いま
す。

イベント情報、天気予報、交通
情報なども事前に知った上で、
ボランティアの業務に臨むこと
が大事だと思いました。

Ａさん Ｂさん

Ｃさん Ｄさん
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そうだ! コンベンションは富山で開こう。

公益財団法人　富山コンベンションビューロー賛助会員名簿公益財団法人　富山コンベンションビューロー賛助会員名簿公益財団法人　富山コンベンションビューロー賛助会員名簿
私たち賛助会員（平成28年4月1日現在）は、富山でのコンベンションによる
地域振興を願っています。

１　宿泊・会場
アパヴィラホテル〈富山駅前〉
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山
延対寺荘
オークスカナルパークホテル富山
㈱金太郎温泉
グリーンビュー立山
黒部市宇奈月国際会館「セレネ」
公立学校共済組合立山保養所　立山高原ホテル
コンセプトホテル和休
コンフォートホテル富山駅前
㈱スカイインテック
ダイワロイネットホテル富山
高岡マンテンホテル駅前
立山国際ホテル
剣の湯ドーミイン富山
東横INN富山駅前１
砺波ロイヤルホテル
富山エクセルホテル東急
富山大手町コンベンション㈱（富山国際会議場）
(一財)富山勤労総合福祉センター（呉羽ハイツ）
(一財)富山県産業創造センター（高岡テクノドーム）
(公財)富山県文化振興財団（富山県民会館）
(公財)富山県民福祉公園
(一社)富山県労働者福祉事業協会（ボルファートとやま）
(一財)富山産業展示館（テクノホール）
㈱富山市民プラザ
富山第一ホテル
富山電気ビルデイング㈱
富山マンテンホテル
パレブラン高志会館
ホテルアルファーワン富山荒町
ホテルアルファーワン富山駅前
ホテルグランテラス富山
ホテルサンルート魚津
㈱ホテルニュ－オ－タニ高岡
ホテルプライム富山
ホテルリラックスイン富山

２　飲食業
アーバンプレイステナント会
㈲会乃風（会乃風総曲輪本店）
㈲味の笹義
㈱あずき(季節料理ひよこ）
いきいき亭
居酒屋　八五郎
居酒屋ほそかわ
磯炙
㈲イミズ(漁菜亭)
海幸山幸　越中茶屋
越中の台所　季の香
江戸前　寿司正
海鮮居酒屋ヤットルゾー五條
カクテルバー　白馬舘
割烹　あら川
割烹　小川
(株)香月（彩りの里香月）
このモダン焼　あのとん平焼
㈱五万石
㈱五万石千里山荘
栄寿司小吉
地魚地酒うお清
示野珈琲
写楽
松月
醸家
末弘軒
寿し・割烹夢八
すし健
寿し富
スナックスターダスト
㈱タイジュ（越中膳所　海の神山の神）
たべ処一粋
たべどころ　のみどころ　いろり
地産食彩越中舞華

鶴喜
つるや本店
㈱天高く(麺家いろは）
天米　県庁前店
㈲十々八
富山すし居酒屋花より魚
とやまの味処　漁火
富山の彩　かさ桜亭
パノラマレストレラン光彩
㈲プライムワン（西町大喜）
仏蘭西屋洋酒肆
仄香
美乃鮨
ろばた焼　浜っ子
㈱ONE'S HEART（富山旬彩ONE'S　HEART）

３　食料品・土産
㈱あるぺん村　
㈱池田屋安兵衛商店
㈱梅かま
大塚屋製菓店
㈱大野屋
㈱河内屋
銀盤酒造㈱
㈱芝寿し
杢目羊かん本舗鈴木亭
㈱大和富山店
㈲田尻酒店
㈲竹林堂
㈲月世界本舗
富山県いきいき物産㈱
㈱中尾清月堂
日の出屋製菓産業㈱
㈱ボンリブラン
㈱桝田酒造店
㈱源
若鶴酒造㈱

４　建設業
㈱押田建築設計事務所
佐藤工業㈱北陸支店
塩谷建設㈱
住吉工業㈱
南陽㈱
米原商事㈱

５　製造業
㈱アイザック
㈱あつみファッション
㈱広貫堂
㈱斉藤製作所
サカヰ産業㈱
サクラパックス㈱
三協立山（株）
㈱セキノ興産
ダイダン㈱富山営業所
東亜薬品㈱
日医工㈱
北陸コカ・コーラボトリング㈱
㈱宮本工業所
ＹＫＫ㈱

６　卸・小売・商社
イワイ㈱
金岡忠商事㈱
㈲スマックコーポレーション
㈱瀬戸
富山いすゞ自動車㈱
富山石油㈱
富山日野自動車㈱
富山ヤクルト販売㈱
富士ゼロックス北陸㈱
北酸㈱
北陸砂糖㈱
北陸中央食品㈱

㈱明文堂
菱越電機㈱
㈱若林商店

７　金融・保険業
㈱富山銀行
富山県信用組合協会
富山県信用保証協会
富山信用金庫
㈱富山第一銀行
㈱北陸カード
㈱北陸銀行

８　輸送通信業
㈱インテック
加越能バス㈱
黒部峡谷鉄道㈱
全日本空輸㈱富山支店
立山貫光ターミナル㈱
立山黒部貫光㈱
トナミ運輸㈱
富山交通㈱
富山港湾運送㈱
富山地方鉄道㈱
西日本電信電話㈱富山支店
西日本旅客鉄道㈱金沢支社富山地域鉄道部

９　電気・ガス業
日本海ガス㈱
北陸電力㈱富山支店

１０　旅行業
近畿日本ツーリスト㈱富山支店
㈱ＪＴＢ中部富山支店
新富観光サービス㈱
㈲タイセイツアーズ
トップツアー㈱富山支店
富山地鉄サービス㈱
㈱日本旅行富山支店
名鉄観光サ－ビス㈱富山支店

１１　広告・印刷
朝日印刷㈱
㈱金沢舞台
㈱キタカド
北日本印刷㈱
㈱北日本新聞開発センター
㈱グッドラック
㈱シ－・エ－・ピ－
大栄印刷㈱
㈱チューエツ
㈱電通西日本富山支社
とうざわ印刷工芸㈱
㈱とさ
富山スガキ㈱
中村印刷工業㈱
ハマ企画
㈱ブレーンマーカー
㈱宝来社
㈱山田写真製版所

１２　サービス業・その他
I S K（有)
㈱アールエィティ　レントオール富山
(一財)岩瀬カナル会館
㈱押田会計
㈱オレンジ・ヴォイス・ファクトリー
木林会計事務所
呉羽観光㈱呉羽カントリークラブ
㈱サウンド・ソニック富山支社
㈱スキル
第一レンテル㈱
チャイルドスクウェア㈲
㈱富山育英センタ－
富山空港ターミナルビル㈱

㈱富山県総合情報センター
富山総合ビルセンター㈱
富山ターミナルビル㈱
㈱トヨタレンタリ－ス富山
日本海給食㈱
㈱ネクステージ
㈱ＰＣＯ
㈱フードシステム
㈱宝来
北銀ソフトウエア㈱
北銀リース㈱
㈱ホクタテ
㈱ラックス

１３　報道関係
㈱北日本新聞社
北日本放送㈱
㈱チュ－リップテレビ
富山エフエム放送㈱
富山テレビ放送㈱
㈱読売新聞社東京本社北陸支社

１４　各種団体
(協)総曲輪通り商盛会
(公財)高岡地域地場産業センタ－
(一財)富山観光物産センタ－
富山県印刷工業組合
(公社)富山県観光連盟
(公社)富山県看護協会
(福)富山県社会福祉協議会
(公財)富山県新世紀産業機構
富山県ﾎﾃﾙ旅館生活衛生同業組合　
富山県理容生活衛生同業組合
富山個人タクシー(協)
富山市商店街連盟
富山市ホテル旅館事業(協)
富山ます寿し(協)
(一財)北陸経済研究所

１５　商工会議所
富山商工会議所
高岡商工会議所
氷見商工会議所
射水商工会議所
魚津商工会議所
砺波商工会議所
滑川商工会議所
黒部商工会議所

１６　地方自治体
富山県
富山市
高岡市
射水市
魚津市
氷見市
滑川市
黒部市
砺波市
小矢部市
南砺市
上市町
立山町
入善町
朝日町
舟橋村

１７　個人会員
小林延嘉
舘　清文
中山喜徳

○

○

○

○

○

○

○

○

○新規会員 ※掲載は原則としてアイウエオ順。

コンベンション・カレンダー
april june
4月 6月5月

４

　月

５

　月

５

　月

春の息吹とともに、過ごしやすい季節となりました。

may

第９０回日本脳神経外科学会中部支部学術集会
富山国際会議場　［２００人］

９

第４７回全国国立大学法人放射線診療部門会議
富山国際会議場　［２１０人］　

１９
～２０

ライオンズクラブ国際協会３３４－Ｄ地区
第６２回地区年次大会
富山市総合体育館　ほか　［１，１００人］　

２１ 

２４
～２５

こども環境学会２０１６年大会（富山）
富山大学五福キャンパス　［２５０人］　

２２
～２４

第５５回日本生体医工学会大会
富山国際会議場　ほか　［１，２００人］　

２６
～２８
１
～２

第３７回全国南ライオンズクラブ友好会高岡大会
ウイング・ウイング高岡　ほか　［２３０人］

１５
～１６

Ｇ７富山環境大臣会合
富山国際会議場 ほか　［２００人］

１８
～２０

平成２８年度（公社）砂防学会定時総会並びに
研究発表会「富山大会」
富山県民会館　ほか　［１，０００人］ ６

　月
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富山国際会議場　［８００人］

第５４回全飲連全国富山県大会
富山市芸術文化ホール　ほか　［１，６００人］

２６
～２７

（公社）日本材料学会 第６５期通常総会・学術講演会
富山大学五福キャンパス　［４００人］

２７
～２９ 

第６６回日本吟道全国大会
富山県高岡文化ホール　［７１５人］

２８
～３０

第５１回東海北陸肢体不自由児者父母の会連合会 
富山大会
ホテルグランテラス富山　［２００人］

４
～５

日本商工会議所移動常議員会
ANAクラウンプラザホテル富山　［２５０人］

１５
～１６

日本ビタミン学会第６８回大会
富山国際会議場　［３５０人］

１７
～１８

Compound Semiconductor Week ２０１６
（CSW２０１６）
富山国際会議場　［４２０人］

２６
～３０
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コンベンション・ボランティア研修会を開催
　富山県内で開催されるコンベンションにおいて、コンベンション・ボ
ランティアの方々が、適切なおもてなしと様々な問い合わせに対応でき
るよう、2月25日（木）に富山商工会議所においてコンベンション・ボ
ランティア研修会を開催しました。33名のボランティアの方々が参加さ
れました。
　研修会では、富山ふるさとマスターから「富山のくすり」をテーマに
富山のくすりの歴史や現状について、ふるさと検定のクイズを交えなが
ら講義をしていただきました。
　次に、富山市企画調整課からは「接遇・おもてなし研修」として、グ
ループでインフォメーション業務の具体事例について話し合い、接客
ロールプレイを通して対応の仕方を学びました。
　最後に、富山県観光課コンベンション誘致班から「コンベンションの開催状況等」について、説明をしてい
ただきました。
　非常に有意義な研修会となり、受講されたボランティアの方々からは、次のような声が聞かれました。

コンベンションコンベンションコンベンション

「富山のくすり」の歴史や経済
効果、背景等が理解できまし
た。加賀谷先生の穏やかな語り
口も参考になりました。

「接遇・おもてなし研修」でのロー
ルプレイを通しての学習は、相手
の問いかけに対し、他の方の対
応が分かり、勉強になりました。

相手の要望を的確に把握し、丁
寧に伝えることができるように
スキルアップしたいと思いま
す。

イベント情報、天気予報、交通
情報なども事前に知った上で、
ボランティアの業務に臨むこと
が大事だと思いました。

Ａさん Ｂさん

Ｃさん Ｄさん



「美しく豊かなとやまの森」
そうだ! コンベンションは富山で開こう。

アラカルトとやまの魅
力

「美しく豊かなとやまの森」「美しく豊かなとやまの森」
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○開 催 理 念
　県民参加の森づくりの一層の推進と森林の循環利用による林業再生を図るとともに富山県の数多く

の魅力を全国にアピールし、緑あふれる自然といきいきと人が輝くふるさとを未来へつなぎます。 

○基 本 方 針
　・「県民参加の森づくり」のより一層の推進　・県産材活用による林業・木材産業の振興

　・優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の普及　 ・「森づくり」と「海づくり」の連携

○大会テーマ：『 かがやいて　水・空・緑のハーモニー 』

○開 催 時 期：平成29年春季

○開 催 会 場　式典会場：魚津桃山運動公園（魚津市）
　　　　　　　植樹会場：魚津桃山運動公園　他６会場

○主 な 行 事
　式典行事…プロローグ、式典、エピローグの３部構成

とし、とやまの豊かな自然や森・川・海の

つながりなど「富山らしさ」を発信します。

　記念植樹…「県民参加の多様な森づくり」「森づくり

と海づくりの連携」「優良無花粉スギ『立

山 森の輝き』」を全国に発信するため、それ

ぞれの植樹会場にあった樹種を植栽します。 

○開 催 規 模：6,200人（県外1,200人、県内3,000人、本部員等2,000人）

○主　　　催：富山県、公益社団法人国土緑化推進機構

豊かな「とやまの森」を未来に引き継ぐために、平成19年4月から
「水と緑の森づくり税」を導入し、県民参加で森づくりを進めています。

里山の再生を進めています

花粉症のない富山県を目指して

生活に利用されなくなり、うっそうとした里山林を見通しが良く明るい里山林へ県民協働で整備しています。

花粉症対策の一環として、本県で開発した優良無花粉スギ「立山 森の輝き」をスギ人工林の伐採跡地
で植栽するとともに、全国で普及・ＰＲを行っています。

整備前 整備後

地域住民による整備

県内での植栽 首都圏での植樹活動

通常無花粉スギ

第68回全国植樹祭とやま2017第68回全国植樹祭とやま2017

シンボルマーク

大会ポスター原画

お野立所　完成予想図

全国植樹祭とは 
　豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的理解を深めるため、昭和25年から
毎年全国持ち回りで開催されている国土緑化運動の中心的行事で、天皇皇后両陛下
のご臨席が通例となっています。
　富山県では、昭和44年に砺波市「頼成の森」で第20回大会を開催して以来、48年
ぶり２回目の開催となります。

朝日赤川

入善五十里

黒部田籾

魚津三ケ
滑川運動公園

丸山総合公園

魚津桃山運動公園

上市町 

滑川市

凡　例
式典会場
植樹会場

植樹会場

お問い合わせ

○富山県農林水産部森林政策課
　全国植樹祭推進班
TEL:076-444-3265（直通）　FAX:076-444-3390

　『第68回全国植樹祭とやま2017』
　http://www.68syokujusai-toyama.jp/

お問い合わせ　○富山県農林水産部森林政策課　TEL:076-444-3385（直通）　FAX:076-444-4428
　　　　　　　「とやまの森づくりホームページ」　 http://www.pref.toyama.jp/sections/1603/moridukuri

魚津市 

黒部市

入善町
朝日町

富山県
朝日町入善町

黒部市

魚津市

上市町

立山町富山市

南砺市

砺波市

高岡市

氷見市

射水市 舟橋村小
矢
部
市

滑川市
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お問い合わせ　富山県統計調査課
 TEL 076-444-3192　FAX 076-444-3490

そうだ！コンベンションは富山で開こう。

健康まめ知識

目だけでなく、老化の原因も？
今日からできるブルーライト対策

　パソコンやスマートフォン（スマホ）から出ているブ
ルーライト。目に良くないと言われていますが、体にも悪
影響を及ぼしていることをご存知ですか？ 今回はその影
響と対策についてご紹介しましょう。
　ブルーライトとは380～500mmの領域にある青色光
のこと。LED照明や、パソコン、スマホのディスプレイに
たくさん含まれるため、現代人の多くはこのブルーライト
の影響を受けることになっています。ブルーライトは刺激
が強く、エネルギーの高い光であるため、眼精疲労やド
ライアイなどを起こしやすくします。そして体への影響。
ブルーライトを長時間浴びると、睡眠を促すホルモン
「メラトニン」の分泌が減り、体内時計が狂ってしまうと
いうデータが出ているのです。体内時計の乱れは睡眠障
害だけでなく、肥満や糖尿病、高血圧、うつ病など様々
な生活習慣病の原因になっています。
　すぐにできるブルーライト対策としては、就寝２時間前

にはパソコンやスマホから離れること。ベッドにスマホを
持ち込んでいる人は悪い癖だと割り切り、今日からやめ
ましょう。寝室では目はもちろん、脳への刺激も抑えるこ
とが大切。ですから照明も暖色系のものがおすすめです。
　毎日パソコンを使う人にはブルーライト専用の目薬が
効果的です。時々点眼すればブルーライトによるダメー
ジをケアできるそうです。また最近は、日焼け止めクリー
ムのようにブルーライトをカットする素肌クリームも出て
いるそうです。ブルー
ライトを無防備に浴び
続けるのは目にも体に
もよくないこと…。でき
ることから実践しま
しょう！

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

平成27年国勢調査　人口速報集計結果より平成27年国勢調査　人口速報集計結果より
　平成27年10月1日を期日として、国勢調査が、全国一斉に実施されましたが、先般、
人口及び世帯数の速報値が公表されましたので、その概要を紹介します。なお、本年
10月末に、人口及び世帯数の確報値が公表される予定です。
１　富山県の人口は106万6,883人、世帯数は390,786世帯
　本県の人口は、前回(平成22年)国勢調査に比べ、26,364人、2.4％の減少となりま
した。また、世帯数は7,347世帯、1.9％の増加となりました。市町村別にみると、1村
で増加し、14市町で減少しました。人口増減率でみると、減少率が大きいのは、朝日
町（△10.4％）、氷見市（△7.2％）、入善町（△6.7％）の順となっています。

２　全国の人口の伸び率は0.7％減少。8県で増加、39県で減少
　全国の人口は1億2,711万人と、前回（平成22年）国勢調査
に比べ0.7％減少し、大正9年の調査開始以降、初めて減少に
転じました。人口増加率は沖縄県が3.0％と最も高く、次い
で東京都（2.7％）、愛知県（1.0％）など8県で増加しました。
また、人口減少率は秋田県が5.8％と最も高く、次いで福島
県（△5.7％）、青森県（△4.7％）など39県で減少しました。

朝日町
△10.4

黒部市
△2.0魚津市

△4.5

舟橋村
  0.5

上市町
△4.7
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 △7.2
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 △0.8
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 △6.2

増加

滑川市
 △2.7

入善町
   △6.7
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河内屋のロングセラー、スティック蒲鉾のシリーズが
新幹線開業と同時に「棒Ｓ」として生まれ変わりまし
た。
保存料無添加。上質白身魚のスリミにこだわり、贅沢
な大人のチーズ蒲鉾としてお取り寄せでも人気の元
祖スティックチーズをはじめ、美味しく、北陸らしく、５
つの味わい。旅のお土産にご好評戴いております。

江戸時代に誕生した、富山の薬の原点
ともいえる日本を代表する伝統薬です。
食べ過ぎ、飲みすぎ、現代人のストレス
による胃腸のトラブルに、ぜひお試しい
ただきたい和漢の胃腸薬です。

「棒Ｓ（ボウズ）」 　「越中反魂丹」

富 山 お み や げ 図 鑑

富山コンベンションビューロー　07

そうだ! コンベンションは富山で開こう。

富山県埋蔵文化財センター

富山県内の博物館・美術館など

〒930-0115  富山市茶屋町206-3　 TEL 076-434-2814　FAX 076-434-2859
http://www.pref.toyama.jp/branches/3041/maibun/
●開館時間　午前9時～17時　●入館料　無料　●休館日　金曜日（祝日のときは翌週の最初の平日） 年末
年始　●アクセス／バス: 富山駅より高岡方面行呉羽山公園下車0.5km、北代循環か新湊東口行県立図書館
前下車0.1km、車: 国道8号線八町交差点より南へ2.5km、県道44号線峠茶屋交差点より0.4km、鉄道: あいの風
とやま鉄道 呉羽駅より2.0km

D A T A

㈱池田屋安兵衛商店 
富山市堤町通り1-3-5 　
TEL076-425-1871　FAX076-491-1698

鮨蒲本舗 河内屋
〒937-0051 富山県魚津市駅前新町9-12 
TEL 0765-24-0381　FAX 0765-23-0340

55 56

当センターは、都道府県立施設としては全国で初めての埋蔵文化財センターとして、昭和52年4
月、豊かな自然と多くの史跡が残る呉羽丘陵の山麓に開所しました。以来、県内各地の出土品の保
存や整理を続け、現在では、国指定重要文化財「境Ａ遺跡」出土品や、日本海側最大級の貝塚である
「小竹貝塚」の出土品など、40,000箱以上にのぼる出土品を収蔵しています。これらの考古資料
を活用するため、展示室での企画展・特別展や小竹貝塚出土品の常設展のほか、講座や小中学校と
連携した教育活動などを行い、最新の研究成果や考古学の魅力を県内外に向けて発信しています。

黒部市吉田科学館

〒938-0005　黒部市吉田574-1　TEL 0765-57-0610
E-mail info@kysm.or.jp　　http://kysm.or.jp/
●開館時間　午前9時～17時　●入館料　入館無料（プラネタリウム観覧料：一般300円）　
●休館日　月曜（祝日の場合は開館）、祝日の翌平日　●アクセス／あいの風とやま鉄道 生地駅より徒歩10分

D A T A

本年4月29日（金）にリニューアルオープンするプラネタリウムは、直径20メートルの
大型ドームに広がる美しい星空と迫力ある映像で、宇宙の世界へとお誘いします。
小さなお子様から大人向けの番組まで年齢層に応じた番組ラインナップをご用意して
おります。また、館内では、地元の自然をテーマにした企画展、気軽に遊べる手作りおも
ちゃコーナーや科学を身近に体験できるサイエンスショーなどもございますので、皆さ
まのお越しをお待ちしております。

チューリップ四季彩館

〒939-1381　富山県砺波市中村100-1　TEL0763-33-7716　FAX0763-33-0090
E-mail shikisai@city.tonami.lg.jp　http://www.tulipfair.or.jp
●開館時間　9時～ 18時（最終入館17時半）　●観覧料　常設展：高校生以上310円（250円）、小中学生150円（120円）　特別企画展：高校
生以上500円（400円）、小・中学生250円（200円）（　）は、20名以上の団体料金（チューリップフェア期間はフェア入場料に含む　高校生以上
1,000円、小・中学生300円）　●休館日　年末年始及び展示入替等による休館日　●アクセス／ JR城端線 砺波駅から徒歩15分、砺波ICから
車で5分、高岡砺波スマートICから7分　※駐車場有（チューリップフェア期間は、フェア駐車場500円）　

D A T A

3月10日（木）リニューアルオープン！
3.7ｍのタワー型オブジェで、一年中咲くチューリップを楽しめるチューリップパレスをはじめ、咲き誇
るチューリップが万華鏡のように四方へ広がるパレットガーデンや球根の仕組みと開花までを、不思議
で楽しい演出で紹介する球根シアターなどチューリップの見所満載！
また、チューリップ染めのスカーフや人気の香水などのお土産ショップ、開放感のあるカフェスペースも
拡張し、ワンダーガーデンの雰囲気を感じられる演出をしています。皆様のご来館をお待ちしています。

えっちゅうはんごんたん

境A遺跡出土品（重要文化財）

06　とやま夢大陸　vol.104

お問い合わせ　富山県統計調査課
 TEL 076-444-3192　FAX 076-444-3490

そうだ！コンベンションは富山で開こう。

健康まめ知識

目だけでなく、老化の原因も？
今日からできるブルーライト対策

　パソコンやスマートフォン（スマホ）から出ているブ
ルーライト。目に良くないと言われていますが、体にも悪
影響を及ぼしていることをご存知ですか？ 今回はその影
響と対策についてご紹介しましょう。
　ブルーライトとは380～500mmの領域にある青色光
のこと。LED照明や、パソコン、スマホのディスプレイに
たくさん含まれるため、現代人の多くはこのブルーライト
の影響を受けることになっています。ブルーライトは刺激
が強く、エネルギーの高い光であるため、眼精疲労やド
ライアイなどを起こしやすくします。そして体への影響。
ブルーライトを長時間浴びると、睡眠を促すホルモン
「メラトニン」の分泌が減り、体内時計が狂ってしまうと
いうデータが出ているのです。体内時計の乱れは睡眠障
害だけでなく、肥満や糖尿病、高血圧、うつ病など様々
な生活習慣病の原因になっています。
　すぐにできるブルーライト対策としては、就寝２時間前

にはパソコンやスマホから離れること。ベッドにスマホを
持ち込んでいる人は悪い癖だと割り切り、今日からやめ
ましょう。寝室では目はもちろん、脳への刺激も抑えるこ
とが大切。ですから照明も暖色系のものがおすすめです。
　毎日パソコンを使う人にはブルーライト専用の目薬が
効果的です。時々点眼すればブルーライトによるダメー
ジをケアできるそうです。また最近は、日焼け止めクリー
ムのようにブルーライトをカットする素肌クリームも出て
いるそうです。ブルー
ライトを無防備に浴び
続けるのは目にも体に
もよくないこと…。でき
ることから実践しま
しょう！

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

平成27年国勢調査　人口速報集計結果より平成27年国勢調査　人口速報集計結果より
　平成27年10月1日を期日として、国勢調査が、全国一斉に実施されましたが、先般、
人口及び世帯数の速報値が公表されましたので、その概要を紹介します。なお、本年
10月末に、人口及び世帯数の確報値が公表される予定です。
１　富山県の人口は106万6,883人、世帯数は390,786世帯
　本県の人口は、前回(平成22年)国勢調査に比べ、26,364人、2.4％の減少となりま
した。また、世帯数は7,347世帯、1.9％の増加となりました。市町村別にみると、1村
で増加し、14市町で減少しました。人口増減率でみると、減少率が大きいのは、朝日
町（△10.4％）、氷見市（△7.2％）、入善町（△6.7％）の順となっています。

２　全国の人口の伸び率は0.7％減少。8県で増加、39県で減少
　全国の人口は1億2,711万人と、前回（平成22年）国勢調査
に比べ0.7％減少し、大正9年の調査開始以降、初めて減少に
転じました。人口増加率は沖縄県が3.0％と最も高く、次い
で東京都（2.7％）、愛知県（1.0％）など8県で増加しました。
また、人口減少率は秋田県が5.8％と最も高く、次いで福島
県（△5.7％）、青森県（△4.7％）など39県で減少しました。
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コンベンション開催の支援やとやまの情報などは、ホームページをご覧ください。

　北陸新幹線が昨年３月に開業して１年が経ちました。開業以来多くの方々が富山県にお見えになり、富山の伝統ある
食・文化や魅力ある観光地など富山県をまるごと触れていただきました。これからも、機関誌「とやま夢大陸」で富山の
情報を発信し、皆様のお越しをお待ちいたしております。

編集後記

県や市町の支援制度

富山県開催補助金 延べ宿泊数

積算対象

参加人数で可能な場合がありますので、　
富山県観光課コンベンション誘致班　　
（076-444-4565）へ問い合わせください

申請先及び担当課（問合わせ先)

上限額

最高
３０万円
①～④を
合計した上限

各限度額

１０万円

５万円

補助率

必要経費の
１／２以内

（千円未満切り捨て）

補助対象補助事業

①インフォメーション業務

①県内観光

②伝統芸能

③シャトルバス送迎

④派遣サービス

（産業観光も含む）

最高 800万円

（公財）富山コンベンションビューローの支援制度
１．コンベンション開催支援（県外参加者100人以上、又は国際規模のコンベンション）

２．コンベンション・ボランティア派遣
    （ブロック規模以上で参加者300人以上、かつ県外参加者100人以上、又は国際規模のコンベンション）

３．その他の支援制度

市町開催補助金

・開催会場・宿泊ホテル・旅館の紹介
・富山空港やJR新幹線駅での歓迎看板の掲示
・資料入れ用のコンベンションバッグの提供
・飲食・お土産マップ（食べ飲みマップ）の提供
・各種の観光パンフレットの提供　　など

延べ宿泊数
又は参加人数

市町により補助額が異なります
（開催地の市町へ問い合わせください）最高 500万円

コンベンションタクシー 富山県で開催されるコンベンション（県外参加者50名以上）に参加するために来県され、
県内の宿泊施設に宿泊された方がタクシーで県内観光される場合、タクシー料金が半額。

補助金額

県内観光のためのバスやライトレール等の貸切運賃及び
「富岩水上ライン」等の遊覧船代

交流会・懇親会等で披露する富山県の伝統芸能・郷土芸
能等の出演料

分散した会場間や会場と県内各駅・空港等へ参加者を送
迎するシャトルバスや介護タクシー等の貸切運賃

看護師・保育士・通訳（手話通訳含む）・介護ヘルパー等の
サービスを受けるための派遣料

コンベンション会場にインフォメーションコーナーを設置し、会場案内や観光地、特産品、宿泊施設、飲食
店等の案内、その他、参加者からの問い合わせに対応

②アシスタント業務 受付の補助。資料配布・資料詰め、手荷物一時預かり等。
ボランティア派遣人数は、1コンベンションあたり1日最大4人、延べ12人まで
（主催者費用負担）
・業務が昼食時、夕食時にかかるときは食事費1人につき1000円を負担

●

●

●

●

●

歓迎看板見本

食べ飲みマップコンベンションバッグインフォメーションコーナー

開催宿泊補助最高限度額1300万円（県＋市町）

県・市町

コンベンシ
ョンビュー

ローが

連携
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公益財団法人
富山コンベンションビューロー

〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3　富山商工会議所ビル7F
TEL.076-421-3300　FAX.076-421-0963
URL : http://www.cap.or.jp/̃tcb/　  E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp

［編集・発行］

よ う こ そ 、 富 山 県 へ


