
Pick up

Convention

魚津市（蜃気楼展望地点）

船の上部が伸び上がっているのが良くわかります。

第52回日本周産期・新生児医学会学術集会

　第52回日本周産期・新生児医学会学術集会のテーマは「周産期魂～母体、
胎児、新生児を救うのは私たちの使命です～」です。周産期医療は、産科医、
新生児科医、小児外科医、小児麻酔医、看護師さんなどの医療スタッフ全体の
協力なくして、行なえない医療分野です。次世代の命を救うために、多くの医療
者が富山に集い議論を行ない、今の医療をよりよくしていくことを目的としてい
ます。　http://jspnm52.umin.jp/

平成28年7月16日（土）～18日（月）　参加予定者3,000名
富山国際会議場、富山県民会館、
ANAクラウンプラザホテル富山、富山市民プラザ
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july september
7月 9月8月
太陽の光が降りそそぐ、明るく活動的な季節となりました。

august

７

　月

中部７県計量協議会
オークスカナルパークホテル富山　［１５０人］

７
～８

平成２８年度　東海北陸ブロック県・指定都市
民生委員児童委員関係事業会議
ホテルグランテラス富山　［１００人］

７
～８

全国絵本ミュージアム会議
射水市大島絵本館　［２００人］

１１

第１５回情報科学技術フォーラム（FIT２０１６）
富山大学五福キャンパス　［１，２００人］

７
～９

日本商工会議所青年部
第３６回北陸信越ブロック大会富山大会
富山国際会議場　［１，５００ 人］

９
～１１

日本音響学会２０１６年秋季研究発表会
富山大学五福キャンパスほか　［１，０００人］

１４
～１７

第４回日韓Knee Osteomy Symposium
富山市民プラザ　［２１０人］

１７

NPO対人援助スピリチュアルケア研究会
学術研究大会
富山市民プラザ　［３００人］

１８

日本生薬学会第６３回年会（富山）
富山国際会議場　［７００人］

２４
～２５

APCFS２０１６：破壊と強度に関する環太平洋
国際会議
富山国際会議場　［２５０人］

１８
～２２

第５６回北陸北信越薬剤師大会
第４９回北陸北信越薬剤師学術大会
ホテルグランテラス富山　［７００人］

１８
～１９

全国鏝絵サミット in 射水
射水市小杉社会福祉会館　［２００人］

２４
～２５

第６８回日本生物工学会大会
富山国際会議場　ANAクラウンプラザホテル富山　［１，６００人］

２８
～３０

平成２８年度調査技術会議
パレブラン高志会館　［１５０人］

１５

第５３回北陸地区知的障害関係施設職員研究大会
富山県総合福祉会館（サンシップとやま）　［２５０人］

７
～８

第５２回日本周産期・新生児医学会学術集会
ANAクラウンプラザホテル富山　富山国際会議場ほか　［３，２００人］

１６
～１８

(一社）日本インドア・グリーン協会
第４３回定時総会・高岡大会
高岡市生涯学習センター（ウイング・ウイング高岡）　［１４０人］

２３
～２４

第１５回日本組織移植学会総会・学術集会
富山国際会議場　［３１０人］

２６
～２８

２０１６高岡万葉セミナー「万葉の衣食住」
高岡市万葉歴史館　［２００人］

２７
～２８

第１７回北陸（日本）・韓国経済交流会議
富山第一ホテル　［１８５人］

３０
～３１

地域防災力充実強化富山大会
富山県民会館　［１，２００ 人］

３１

第３３回日本臨床細胞学会北陸連合学術集会
黒部市国際文化センター　［１８０人］

３

第５回国際コファクター会議＆酵素活性分子
国際会議２０１６
黒部市宇奈月国際会館セレネ　［２５０人］

４
～８

平成２８年度　第４０回東海北陸公立中学校英語
教育研究会富山大会
パレブラン高志会館　［２５０人］

１７
～１８

第４０回全国公立学校事務長会研究協議会・総会
富山国際会議場　［３５０人］

４
～５

９

　月

８

　月

９
月

I N F O R M A T I O N

平成28年度理事会・評議員会開催
　理事会及び評議員会が開催され、平成27年度事業報告並びに収支決算について原案どおり承認されました。また、人事

異動等に伴う一部役員等の選任も行われ、次の皆さんが選ばれました。

新　任　常務理事　　山田　和明（（公財）富山コンベションビューロー常務理事
　　　　理　　事　　今本　雅祥（富山市副市長）
　　　　　　　　　　亀井　明紀（富山県観光・地域振興局長）
　　　　　　　　　　能澤　雄二（黒部市副市長）
　　　　　　　　　　村田　芳朗（高岡市副市長）

理　　事　　四谷　英久（㈱富山第一銀行本店営業部長）
監　　事　　上田　順子（富山県会計管理者）
　　　　　　西川　良久（富山市会計管理者）
評 議 員　　飯澤　宗晴（黒部市産業経済部長）
　　　　　　上谷　　修（富山市商工労働部長）

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。

　昨年度のコンベンションの開催状況は、件数・参加者数とも最多記録を更新しました。
　今回紹介した「富山きときと空港」は、羽田乗り継ぎ等が便利でおトク、羽田からの所要時間は約60分となっています。
また、ソウル便など４国際便が就航し、さらに、レンタカー割引制度等のサービスが充実しています。

編集後記

08　とやま夢大陸　vol.105

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.toyama-cb.or.jp/　E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp

［編集・発行］

よ う こ そ 、 富 山 県 へ



コンベンション開催報告

1 第55回日本生体医工学会大会

　第55回日本生体医工学会大会が富山市で開催されました。生体医工学とは、人々

の健康と健康な生活を守るために、医学と工学が一緒に、病気の診断、手術や治療

に有効な技術や装置の研究開発に取り組む学問領域です。今回は「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、特別講演やセッションが企画されま

した。409演題の研究発表が行われ、新時代を先取りした診断・治療法・またツール

や装置など、基礎から実践、理論から実機、そして現場応用に至るまで白熱した議

論がなされました。特に研究成果を現場に届ける医工学に光が当たる実りある大会

となりました。

コンベンションコンベンションコンベンション

2 Ｇ7富山環境大臣会合（G7 Toyama Environment Ministers’Meeting）

■日時：平成28年5月15日（日）～16日（月）
■会場：富山国際会議場・富山県民会館ほか
■参加人数：約140名

　Ｇ7富山環境大臣会合では、Ｇ7各国、ＥＵ、国際機関の代表が一堂に会し、気候

変動、資源効率性、海洋ごみなど７つのテーマについて議論が行われました。会合

では「富山物質循環フレームワーク」が採択され、今後各国が連携して食品ロスの

削減や、食品廃棄物の再利用などに取り組むことになりました。

　会合期間中は、Ｇ7富山環境大臣会合等推進協力委員会がエクスカーションや歓迎

レセプションを主催し、県内の観光や食の魅力をアピールしたほか、「とやま情報

館」を設置し、県内市町村・企業の環境保全に関する取組みや環境関連技術等を広

く紹介しました。また、多くの県民の皆さんが通訳・案内ボランティアとして参加

され、円滑な会議運営や富山のおもてなしを支えました。

3

■日時：平成28年4月26日（火）～28日（木）
■会場：富山国際会議場・富山市民プラザ
■参加人数：約800名

第54回全飲連全国富山県大会

　全国飲食業生活衛生同業組合連合会主催で毎年行われる「飲食業界の振興育成・
衛生水準の維持向上・組織の拡充強化」を目的とした全国大会が、今年は富山県で
開催されました。全国から飲食業界関係の組合員約1,100名が集まり式典と懇親会が
行われました。式典の際には物産展示フェアも開催され、富山県の名産品を多くの
方が買い求めている姿がありました。
　懇親会は、市内3ホテルに分かれて開催いたしましたが、各ホテル共に富山の食材
をメインとしたメニュー・富山の地酒を用意し、食のプロたちに存分に堪能してい
ただきました。
　来県された方々の多くは、県内観光にも出かけられ、富山を十分楽しんでいただ
いた方々から「また来たい」との声が聞かれ、富山県大会は富山県のＰＲにも貢献
した大会となりました。

■日時：平成28年5月24日（火）～25日（水）
■会場：富山市民芸術文化ホール（オーバード・ホール）
■参加人数：約1,200名

歓迎看板：富山きときと空港

歓迎看板：富山きときと空港

歓迎看板：富山きときと空港
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富山コンベンションビューロー　03

そうだ! コンベンションは富山で開こう。

平成27年度コンベンション開催状況 ［インフォメーションコーナー］

第54回全飲連全国富山県大会

インフォメーションコーナーを一新しました。

　当ビューローでは、約700の機関・団体

等の協力を得て、平成27年度に富山県内

で開催された北陸ブロック規模以上の学

会や大会等のコンベンション開催状況を

まとめました。

　県内のコンベンション開催件数は、

268件（前年度対比105.1%）で、参加者

総数は90,906人（同105.6%）となり、件

数・参加者数とも過去最多となりました。

　これは、北陸新幹線の開業効果もあり、

全国レベルの大規模コンベンションが数

多く開催され、県外参加者数が44,919人

（同149.7%）と大きく伸びたこと、また、

「ASSW（北極科学サミット週間）2015」

などの大きな国際会議の開催により、外

国からの参加者数が1,117人（同200.5％）

と顕著な伸びを示したことによるものです。 第84回全国民生委員児童委員大会富山大会

第18回日本臨床救急医学会総会・学術集会

ASSW2015

4 （公社）日本材料学会第65期通常総会・学術講演会

■日時：平成28年5月27日（金）～29日（日）
■会場：富山大学五福キャンパス 
■参加人数：約430名

　（公社）日本材料学会第65期通常総会・学術講演会が富山大学五福キャンパスで

開催されました。本会は多岐にわたる分野を包括した材料学に関する総合的な学会

で、あらゆる材料に関する情報交換の場として盛んな交流が図られています。大会

ではシンポジウム、フォーラム、学術講演が行われ、また、特別講演では富山での

開催に因んで、西日本旅客鉄道株式会社車両設計室の眞下伸也氏をお招きし、北陸

新幹線車両W7系／E7系の特徴のご紹介いただくとともに、採用されている富山の

材料技術にもふれていただきました。

　懇親会でも富山の食と酒を堪能していただきながら交流を深めていただき、他県

からの参加者にも大いに満足していただきました。

5 第66回日本吟道全国大会

■日時：平成28年6月29日（日）
■会場：高岡文化ホール
■参加人数：約900名

　富山県では2回目となる全国大会が、万葉文化の香り高い高岡市で開催されました。
　各地からバス仕立てで参加するグループ、東京駅を出発した本体は、北陸新幹線
の車窓で展開される美しい光景に心躍り、入富。山海の珍味に舌鼓し大会に臨みま
した。
　漢詩、短歌、俳句、自由詩を独吟、合吟の形で吟詠するステージに、会場から熱
い声援が送られ、時が過ぎるのを忘れるくらい充実した発表に終始。とりわけ、番
組の最後を飾った特別番組・吟詠組曲「家持幻想」は詩吟と扇舞、剣舞、バレー等
の身体表現との合作で、音響と映像のコンビネーションも相俟って、観客を魅了し
ました。
　会場を移動し、砺波市のホテルで催した祝賀会には、350名にものぼる会員が集い、
全国大会の成功を寿ぎ、美酒を酌み交わして明日への躍進を誓い合いました。

歓迎看板：JR新幹線富山駅

歓迎看板：JR新幹線新高岡駅
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■会場：富山市民芸術文化ホール（オーバード・ホール）
■参加人数：約1,200名

歓迎看板：富山きときと空港

歓迎看板：富山きときと空港

歓迎看板：富山きときと空港
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環境省提供



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

04　とやま夢大陸　vol.105 富山コンベンションビューロー　05

　富山きときと空港は、北陸・飛騨・信越地域の空の玄関口として、国内定期路線を

２都市間で、国際定期路線を５都市間で運航しています。

お問い合わせは、富山きときと空港ホームページを確認願います。

○富山県知事政策局総合交通政策室　TEL 076-444-8720  FAX 076-444-3464　富山きときと空港ホームページ  http://www.toyama-airport.jp

富山－羽田便・特割は前日購
入可能です。羽田から日本全
国へ３７区間に乗継割引運賃
が設定されとてもおトクです。
また、羽田乗り継ぎ国際路線
も充実しています。

詳しくはANA国内線予約・案内
（全国一律料金）

0570-029-222まで
お問い合わせください

メ リ ッ ト 1

富山きときと空港には1,507台の無料駐車場
をご用意しております。

メ リ ッ ト 2
富山きときと空港から富山市中心部までは車
で約15分と近くて便利です。

メ リ ッ ト 3

富山きときと空港へは ●富山I.Cから自動車…約5分

●富山駅から　連絡バス…約25分　タクシー…約15分

富山きときと空港から北陸・飛騨・信越各地域へのアクセスも便利です。メ リ ッ ト 4

県外からのお客様に便利なレンタカー割引制度や乗合タクシー制度を
ご用意しております。

実施期間：2016年5月23日（月）～2017年2月28日（火）
対　　象：富山到着当日に空港内にある営業所でレンタカーを借り、同営業所へ返却いただきます。

実施期間：2016年4月1日（金）～2017年3月18日（土）　　 （航空便ご搭乗日のみ）

メ リ

◆レンタカー割引制度 東京（羽田）－富山便往復ご利用でレンタカ－最大３０％ＯＦＦキャンペーン

◆行きも帰りもラクラク！乗合タクシー

●運行エリアと運賃（小学生以上）

※6歳未満の小児は無料。

運行エリア 1人あたりの片道運賃※

お仕事・ご旅行がますますおトクに便利に！

ッ ト 5

富山きときと空港アクセスマップ

ＡＮＡラウンジ券　富山きときと空港 お食事・お買い物券　等

つながる ひろがる 富山きときと空港

ご搭乗回数に応じて、特典をプレゼント！

飛行機ならラクラク乗り継ぎで
全国各地、世界各地へ

無料駐車場

1,507台

P 駐車場 有料駐車場 186台

ラウンジ
国際線
免税売店

富
山
き
と
き
と
空
港

高岡市

魚津市
砺波市

（旧福岡町を除く） 2,500円
3,000円
2,500円

富山きときと空港のより一層の利用促進を目的に、サポー
ターズクラブを創設しました。ぜひ、ご入会ください！

富山きときと空港発着の航空便にご搭乗で、乗合タクシーがご利用いただけます。
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06　とやま夢大陸　vol.105

そうだ！コンベンションは富山で開こう。

健康まめ知識

飲んで良し、肌にも良し。
炭酸水でヘルシーな夏を！

　最近ちょっと話題の炭酸水。美容や健康に良いと言

われていますが、どんな効果があるのかご存知ですか

…？ 今回は炭酸水の魅力をご紹介しましょう。

　炭酸水とは炭酸ガス（二酸化炭素）の水溶液のこと。

炭酸水を飲むと血管に二酸化炭素が入り、酸素不足の

状態になります。酸素不足になった血管内では血流が増

加し、それが代謝促進やダイエット効果につながるのだ

そうです。

　筋肉疲労の原因となる乳酸を体外に排出し、疲労回

復を促す効果も…。また、ガスが腸の動きを活発にする

ので便秘や吹き出物にも良いそうです。飲み方としては、

運動後や疲れた時にコップ１杯ほどの炭酸水をゆっくり

飲むのがおすすめ。あまり大量に飲むと満腹感でご飯が

食べられなくなる、ゲップが出るというデメリットもある

のでご注意ください。

　そして、炭酸水は肌にも良いと言われています。弱酸

性で抗菌作用があるので、肌をしっとりと清潔に保つこ

とができます。洗顔後、炭酸水を浸したコットンを肌にの

せて数分間パックすると血行が良くなり、毛穴に詰まっ

た汚れもすっきり取れます。美白効果も期待できるそう

です。

　最近は「炭酸泉」が設

置された大型銭湯も増え

ています。泡の効果を全

身で楽しんだ後は、冷え

た炭酸水を飲んでクール

ダウン。これからの季節、

シュワシュワと立ち上る

爽やかな泡を五感で楽し

みましょう。

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

　本年２月に公表しました、平成25年度富山県民経済計算の推計の結果、県内総
生産は、名目４兆3,566億円、実質４兆6,580億円となり、対前年度経済成長率は、
名目1.0％増、実質0.9％増と、名目、実質ともに２年ぶりにプラス成長となりま
した。
　１人当たり県民所得（県民雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計を総人口で
除したもの）は、対前年度3.6％増の3,159千円で、前年度（第６位）に比べ全国
順位をひとつ下げましたが、北陸３県では最も高いものとなっています。

※　県民経済計算では、県内総生産額や経済成長率、産業構造など
を見ることができます。詳しくは県ホームページをご覧ください。
　http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/lib/k3/index.html

経済成長率（％）の推移 １人当たり県民所得（平成25年度）

県（実質）
県（名目）
国（実質）
国（名目）

都道府県 金額（千円）順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43
44
45
46
47
7
15
21

4,508
3,579
3,326
3,273
3,255
3,166
3,159
3,138
3,125
3,060
2,419
2,407
2,399
2,337
2,102
3,159
2,972
2,845
2,845

東京都
愛知県
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滋賀県
栃木県
三重県
富山県
茨城県
山口県
広島県
長崎県
宮崎県
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鳥取県
沖縄県
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石川県
福井県
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平成25年度富山県民経済計算結果　～１人当たり県民所得は全国第７位～平成25年度富山県民経済計算結果　～１人当たり県民所得は全国第７位～

お問い合わせ　富山県統計調査課　TEL 076-444-3191　FAX 076-444-3490



銀盤酒造は北アルプス黒部峡谷を臨む風光明媚な環境にあり、醸造
は明治の中庸、太古の時代に酒が湧き出たと伝えられる現在の黒部川
扇状地湧水群にて始まりました。日本の名水百選のひとつ黒部川湧水
群の清水を仕込み水とし、酒米「山田錦」や「雄町米」を惜しみなく
磨き皆様に愛される美味しい酒つくりの研究を日々重ねております。
「超特撰　米の芯」はその名の通り厳選された
酒米を35％にまでに精白し「名水の里　黒部」
の清水で醸した純米大吟醸酒。芳醇なふくみ香
とまろやかさが絶品です。

昭和8年に創業、名物三角どらや
きは、生地は薄くもちもち、中は北
海道産小豆あんがたっぷり、他店
内には四季折々の和菓子が並び、
街散策の食べ歩きや店内でもゆっ
くり食べられます。

「銀盤　超特撰　米の芯」

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。

富山県自然博物園ねいの里

富山県内の博物館・美術館など

〒939-2632  富山市婦中町吉住1-1　 TEL 076-469-5252　FAX 076-469-5865
E-mail shizen@toyamap.or.jp　http://www.toyamap.or.jp/shizen/
●開館時間　午前9時～午後5時　●入館料　無料　●休館日　火曜日（祝日は除く） 祝日の翌日、年末年始
●アクセス／バス： JR千里駅から婦中コミュニティーバスで「いこいの村」下車、徒歩5分　車：北陸自動車道
小杉ICまたは富山西ICから15分

D A T A

大塚屋製菓店
〒931-8356　富山市岩瀬大町152 　
TEL 076-437-9678

銀盤酒造株式会社
〒938-0801　富山県黒部市荻生4853-3 
TEL 0765-54-1181　FAX 0765-54-1183　E-mail office@ginban.co.jp
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　県の中央部射水丘陵にある施設で、展示館と自然観察のためのフィールドを利用して、里山の自然
や生き物について楽しく学ぶことができます。
　園内は、1周約2キロメートル（徒歩約１時間）の自然観察路やホクリクサンショウウオ、モリアオガ
エル、メダカ、カブトムシなどのミニビオトープがある森の生態園（約13ha）とハッチョウトンボやカ
キツバタなどの絶滅のおそれのある動植物を保護増殖している水辺の生態園（約4ha）があります。
　また、けがや衰弱した野生鳥獣を救護し、野外復帰ができるように治療する野鳥の病院、鳥獣保護セ
ンターも併設しています。

富山市科学博物館

〒939-8084  富山市西中野町一丁目8番31号　TEL 076-491-2123　FAX 076-421-5950
http://www.tsm.toyama.toyama.jp/index.shtml
●開館時間　午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）　●入館料　大人520円（小人210円、幼児は無料）［観覧料の中に1回分のプラネタリウ
ムの観覧を含む］※土日祝は高校生以下無料、土曜日はカップル無料、20名以上の団体割引あり　●休館日　年末年始12/28～1/4、臨時休館日（HP
等で要確認）　●アクセス／富山駅から富山地鉄バス5番乗り場、辰尾団地・猪谷・国際大学・笹津・富山高専系行きで8分、「西中野口」下車すぐ、
富山駅前から南回りルートで10分、「科学博物館・近代美術館」下車すぐ、「西中野」下車、徒歩7分、北陸自動車道富山ICから富山駅方面へ車で約10分

D A T A

　郷土の自然や身近な現象から自然の仕組みをさぐり、科学の面白さを実感することができるよう、
また、富山の自然の特徴をあらゆる角度から楽しく学ぶことができるように、「とやま時間のたび」、
「とやま空間のたび」、「宇宙へのたび」の3部で構成展示しています。
　展示室ではツチクジラの骨格標本や恐竜などの大型標本をはじめとする多くの資料が皆さんをお
待ちしています。
　また、プラネタリウムでは、迫力ある映像で宇宙や科学への夢と感動を皆さんにお届けいたします。

射水市新湊博物館

〒934-0049　射水市鏡宮299　TEL 0766-83-0800　FAX 0766-83-0802
E-mail hakubutsu@city.imizu.toyama.jp　http://www.city.imizu.toyama.jp/museum/
●開館時間　午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）　●入館料　一般310（250）円、65歳以上又は障害のある方150（120）円、中
学生以下無料　※（　）内は20名以上の団体料金　●休館日　火曜日及び祝日の翌日（祝日の翌日が土日の場合は開館）、年末年始（12/28～
1/4）●アクセス／万葉線中新湊駅からタクシーで約6分、あいの風とやま鉄道小杉駅から射水市コミュニティバス新湊・小杉線「新湊方面行き」
乗車、「カモンパーク新湊」下車で約15分、徒歩1分、あいの風とやま鉄道小杉駅からタクシーで約8分、北陸自動車道小杉ICから車で約10分

D A T A

　本年10月で開館19年を迎える市内唯一の登録博物館です。地域の特色ある歴史・民俗・文化にか
かわる資料、江戸時代に現在の射水市高木で生まれ、越中・加賀・能登のきわめて正確な地図を作った
石黒信由以下4代の｢高樹文庫資料」、当市久々湊出身で人間国宝第１号の陶芸家・石黒宗麿の作品と
関係資料を展示の柱としています。
　建物と周囲は、皇居吹上新御所などを手がけた建築家・内井昭蔵の設計・監理によるもので、芸術性と潤いに富んだ環境となってい
ます。館に隣接する「測量庭園」では、石黒信由考案の測量器具の復元モデルを使い、江戸時代の測量術を体験学習することができます。

「岩瀬名物三角どらやき」58
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運動後や疲れた時にコップ１杯ほどの炭酸水をゆっくり

飲むのがおすすめ。あまり大量に飲むと満腹感でご飯が

食べられなくなる、ゲップが出るというデメリットもある

のでご注意ください。

　そして、炭酸水は肌にも良いと言われています。弱酸

性で抗菌作用があるので、肌をしっとりと清潔に保つこ

とができます。洗顔後、炭酸水を浸したコットンを肌にの

せて数分間パックすると血行が良くなり、毛穴に詰まっ

た汚れもすっきり取れます。美白効果も期待できるそう

です。

　最近は「炭酸泉」が設

置された大型銭湯も増え

ています。泡の効果を全

身で楽しんだ後は、冷え

た炭酸水を飲んでクール

ダウン。これからの季節、

シュワシュワと立ち上る

爽やかな泡を五感で楽し

みましょう。

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

　本年２月に公表しました、平成25年度富山県民経済計算の推計の結果、県内総
生産は、名目４兆3,566億円、実質４兆6,580億円となり、対前年度経済成長率は、
名目1.0％増、実質0.9％増と、名目、実質ともに２年ぶりにプラス成長となりま
した。
　１人当たり県民所得（県民雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計を総人口で
除したもの）は、対前年度3.6％増の3,159千円で、前年度（第６位）に比べ全国
順位をひとつ下げましたが、北陸３県では最も高いものとなっています。

※　県民経済計算では、県内総生産額や経済成長率、産業構造など
を見ることができます。詳しくは県ホームページをご覧ください。
　http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/lib/k3/index.html

経済成長率（％）の推移 １人当たり県民所得（平成25年度）

県（実質）
県（名目）
国（実質）
国（名目）

都道府県 金額（千円）順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43
44
45
46
47
7
15
21

4,508
3,579
3,326
3,273
3,255
3,166
3,159
3,138
3,125
3,060
2,419
2,407
2,399
2,337
2,102
3,159
2,972
2,845
2,845

東京都
愛知県
静岡県
滋賀県
栃木県
三重県
富山県
茨城県
山口県
広島県
長崎県
宮崎県
鹿児島県
鳥取県
沖縄県
富山県
石川県
福井県

16 17 18 19 20 21

2.1
1.8
1.0
0.9 

22 23 24 25年度

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

-8.0

-10.0

上
位
県

下
位
県

北
陸
三
県
１人当たり国民所得

平成25年度富山県民経済計算結果　～１人当たり県民所得は全国第７位～平成25年度富山県民経済計算結果　～１人当たり県民所得は全国第７位～

お問い合わせ　富山県統計調査課　TEL 076-444-3191　FAX 076-444-3490



コンベンション・カレンダー
july september
7月 9月8月
太陽の光が降りそそぐ、明るく活動的な季節となりました。

august

７

　月

中部７県計量協議会
オークスカナルパークホテル富山　［１５０人］

７
～８

平成２８年度　東海北陸ブロック県・指定都市
民生委員児童委員関係事業会議
ホテルグランテラス富山　［１００人］

７
～８

全国絵本ミュージアム会議
射水市大島絵本館　［２００人］

１１

第１５回情報科学技術フォーラム（FIT２０１６）
富山大学五福キャンパス　［１，２００人］

７
～９

日本商工会議所青年部
第３６回北陸信越ブロック大会富山大会
富山国際会議場　［１，５００ 人］

９
～１１

日本音響学会２０１６年秋季研究発表会
富山大学五福キャンパスほか　［１，０００人］

１４
～１７

第４回日韓Knee Osteomy Symposium
富山市民プラザ　［２１０人］

１７

NPO対人援助スピリチュアルケア研究会
学術研究大会
富山市民プラザ　［３００人］

１８

日本生薬学会第６３回年会（富山）
富山国際会議場　［７００人］

２４
～２５

APCFS２０１６：破壊と強度に関する環太平洋
国際会議
富山国際会議場　［２５０人］

１８
～２２

第５６回北陸北信越薬剤師大会
第４９回北陸北信越薬剤師学術大会
ホテルグランテラス富山　［７００人］

１８
～１９

全国鏝絵サミット in 射水
射水市小杉社会福祉会館　［２００人］

２４
～２５

第６８回日本生物工学会大会
富山国際会議場　ANAクラウンプラザホテル富山　［１，６００人］

２８
～３０

平成２８年度調査技術会議
パレブラン高志会館　［１５０人］

１５

第５３回北陸地区知的障害関係施設職員研究大会
富山県総合福祉会館（サンシップとやま）　［２５０人］

７
～８

第５２回日本周産期・新生児医学会学術集会
ANAクラウンプラザホテル富山　富山国際会議場ほか　［３，２００人］

１６
～１８

(一社）日本インドア・グリーン協会
第４３回定時総会・高岡大会
高岡市生涯学習センター（ウイング・ウイング高岡）　［１４０人］

２３
～２４

第１５回日本組織移植学会総会・学術集会
富山国際会議場　［３１０人］

２６
～２８

２０１６高岡万葉セミナー「万葉の衣食住」
高岡市万葉歴史館　［２００人］

２７
～２８

第１７回北陸（日本）・韓国経済交流会議
富山第一ホテル　［１８５人］

３０
～３１

地域防災力充実強化富山大会
富山県民会館　［１，２００ 人］

３１

第３３回日本臨床細胞学会北陸連合学術集会
黒部市国際文化センター　［１８０人］

３

第５回国際コファクター会議＆酵素活性分子
国際会議２０１６
黒部市宇奈月国際会館セレネ　［２５０人］

４
～８

平成２８年度　第４０回東海北陸公立中学校英語
教育研究会富山大会
パレブラン高志会館　［２５０人］

１７
～１８

第４０回全国公立学校事務長会研究協議会・総会
富山国際会議場　［３５０人］

４
～５

９

　月

８

　月

９
月

I N F O R M A T I O N

平成28年度理事会・評議員会開催
　理事会及び評議員会が開催され、平成27年度事業報告並びに収支決算について原案どおり承認されました。また、人事

異動等に伴う一部役員等の選任も行われ、次の皆さんが選ばれました。

新　任　常務理事　　山田　和明（（公財）富山コンベションビューロー常務理事
　　　　理　　事　　今本　雅祥（富山市副市長）
　　　　　　　　　　亀井　明紀（富山県観光・地域振興局長）
　　　　　　　　　　能澤　雄二（黒部市副市長）
　　　　　　　　　　村田　芳朗（高岡市副市長）

理　　事　　四谷　英久（㈱富山第一銀行本店営業部長）
監　　事　　上田　順子（富山県会計管理者）
　　　　　　西川　良久（富山市会計管理者）
評 議 員　　飯澤　宗晴（黒部市産業経済部長）
　　　　　　上谷　　修（富山市商工労働部長）

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。

　昨年度のコンベンションの開催状況は、件数・参加者数とも最多記録を更新しました。
　今回紹介した「富山きときと空港」は、羽田乗り継ぎ等が便利でおトク、羽田からの所要時間は約60分となっています。
また、ソウル便など４国際便が就航し、さらに、レンタカー割引制度等のサービスが充実しています。

編集後記
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