
日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 

平成26年5月25日（日）～29日（木） 参加予定者  2,000人 
富山市総合体育館，富山国際会議場他 

ロボットとメカトロニクスに関する全国的な学術講演会で、全件ポスター
講演として濃密に議論します。 
今年は約1300件と、歴代トップクラスの講演登録があり、全国から大学
や企業の研究者が富山に集います。初日は富山国際会議場で、公開
講座やロボット製作教室等、一般市民向けの無料企画も開く予定です。
最終日には県内のテクニカルツアーを予定しています。ぜひ4月25日ま
でに事前参加登録をおすませください。多くの方の参加をお待ちしてお
ります。 
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コンベンション・ボランティア研修会を開催 
　コンベンション・ボランティアの方々が、富山県内で開催されるコンベンション参
加者に対し、適切なおもてなしと様々な問合わせに対応ができるよう、３月５日（水）
にコンベンション・ボランティア研修会を開催しました。会場の富山商工会議所ビル
には30名のボランティアが参加されました。 
　富山県観光課コンベンション誘致班からは、コンベンションタクシーの利用等につ
いて、富山県知事政策局からは、北陸新幹線開業に向けて富山県の取り組みについて、
それぞれ説明をしていただきました。続いて、コスモ生涯学習アカデミー代表の尾山
敦子講師からは、接遇と話し方について、富山県民性のありがちな「何もないちゃ！」
を取り上げながら、県外の方におもてなしの心をどう伝えるのか講義していただきま
した。また、インフォメーションコーナーでの具体的な事例を通し、来県者が心地よ
いと感じる対応の仕方を学ぶことができました。 
　現地研修では、富山市郷土博物館にて、学芸員の方から富山の歴史についてわかり
やすく説明をしていただきながら、館内を見学しました。 
　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、有意義な研修会となりました。 

Ａさん　おもてなしの心、言葉づかいなど、日常
生活でも活かせる研修でした。よりよい
ボランティアを目指そうと思いました。 

Ｂさん　接遇と話し方では、実際の場面を想定したおもてなしが学べた。「富山おもて
なしハンドブック」も富山県人の特性がわかり、自分を見直す上で参考になった。 

Ｃさん　富山市郷土博物館を見学し、富山城が身近にありながら富山人としてその歴
史がよくわかっていませんでした。今回、学芸員さんのわかりやすい解説が
聞けてとてもよかったです。県外の方に富山城を見学して富山を知ってもら
いたいと思いました。 

Ｄさん　富山県として北陸新幹線開業に向けて様々な方面で、おもてなしに取り組ん
でいること、満足度の高い観光地ベスト30のうち３か所が富山県にあるとの
説明に耳を傾けた。また、ボランティアとして、県外の方にアピールできる
知識と心のこもった応対を身につけ、微力ながらも役立てるよう努力したい
と思いました。 

コンベンション コンベンション コンベンション 

コンベンション・カレンダー 
april june
4月 6月 5月 

４
　
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

iNEMI Substrate & Packaging Technology Workshop 
富山国際会議場　［１２０人］ 

ICEP２０１４ 
富山国際会議場　［３００人］ 

２２ 
～２３ 

植物地理分類学会　２０１４年度大会 
富山県中央植物園　［１１０人］　 

３１ 
～６/１ 

２３ 
～２５ 

第８回中部・北陸仏教婦人会大会 
高岡市民会館　［１,６００人］　 

１８ 

２５ 
～２９ 

ロボティクス・メカトロニクス講演会２０１４ in TOYAMA 
富山市総合体育館　富山国際会議場　［１,５００人］ 

２６ 
～６/１ 

富山ガラス造形研究所２０１４　春のワークショップ 
富山ガラス造形研究所　［１１５人］　 

２５ 国際ロータリークラブ２６１０地区　地区大会 
富山県高岡文化ホール　［７００人］ 

５
月 

６
　
月 

(公社)日本植物園協会　第４９回大会 
ホテルグランテラス富山　富山県中央植物園　［１５０人］ 

富山大学人間発達科学部附属中学校研究協議会 
富山大学人間発達科学部附属中学校　［５１０人］ 

１２ 
～１４ 

富山大学人間発達科学部附属小学校　春の研究発表会 
富山大学人間発達科学部附属小学校　［５１０人］ 

１３ 

富山大学人間発達科学部附属幼稚園　保育フォーラム 
富山大学人間発達科学部附属幼稚園　［２１０人］ 

１７ 

第３８回全日本川柳２０１４年富山大会 
富山国際会議場　［６００人］ 

２９ 

６ 

２４ 
～２５ 

富山大学体育会５０周年記念大会 
富山大学五福キャンパス　［２００人］ 

接遇と話し方の講義 

富山市郷土博物館の見学 

コンベンションタクシーの説明 

新幹線開業に向けての取り組みの説明 



そうだ! コンベンションは富山で開こう。 

富山コンベンションビューロー　03

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26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 
オークスカナルパークホテル富山 
（株）金太郎温泉 
グリーンビュー立山 
黒部市宇奈月国際会館 
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 
（株）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 
東横インJr.富山駅前 
東横イン富山駅前宝町 
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（株）（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） 
（株）富山市民プラザ 
富山第一ホテル 
富山電気ビルデイング（株） 
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 
（株）ホテルニューオータニ高岡 
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 
（有）味の笹義 
いきいき亭 
居酒屋　八五郎 
居酒屋　ほそかわ 
（有）イミズ（漁菜亭） 
（株）ウィーズ（越中膳所　海の神山の神） 
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 
家庭懐石さがの 
（株）五万石 
栄寿司小吉 
シェフ小玉 
写楽 
旬彩魚酒とやま物語 
松月 
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 
食べ処呑み処和ＷＡ 
地産食彩越中舞華 
鶴喜 
つるや本店 
天米　県庁前店 
（有）十々八 
富山すし居酒屋花より魚 
とやまの味処　漁火 
日本海給食（株） 

パノラマレストラン光彩 
（有）プライムワン（西町大喜） 
仏蘭西屋洋酒肆 
美乃鮨 
もつ家　福多 
八百松亭 
ろばた焼　浜っ子 
 
３　食料品・土産 
（株）あるぺん村　 
（株）池田屋安兵衛商店 
（株）梅かま 
大塚屋製菓店 
（株）河内屋 
銀盤酒造（株） 
（株）芝寿し 
杢目羊かん本舗鈴木亭 
平ら寿し本舗 
（株）大和富山店 
（有）田尻酒店 
（有）竹林堂 
（有）月世界本舗 
富山県いきいき物産（株） 
（株）富山ステーションデパート（とやま駅特選館） 
日の出屋製菓産業（株） 
（株）ボンリブラン 
（株）桝田酒造店 
若鶴酒造（株） 
 
４　建設業 
（株）押田建築設計事務所 
佐藤工業（株）北陸支店 
塩谷建設（株） 
住吉工業（株） 
南陽（株） 
米原商事（株） 
 
５　製造業 
（株）アイザック 
（株）あつみファッション 
（株）広貫堂 
（株）斉藤製作所 
サカヰ産業（株） 
サクラパックス（株） 
三協立山（株） 
（株）セキノ興産 
ダイダン（株）富山営業所 
（株）タカギセイコー 
東亜薬品（株） 
日医工（株） 
北陸コカ・コーラボトリング（株） 
（株）宮本工業所 
ＹＫＫ（株） 
 
６　卸・小売・商社 
イワイ（株） 
金岡忠商事（株） 
（有）スマックコーポレーション 
（株）瀬戸 
富山いすゞ 自動車（株） 
富山石油（株） 
富山日野自動車（株） 
富山ヤクルト販売（株） 
富士ゼロックス北陸（株） 
北酸（株） 
北陸砂糖（株） 
北陸中央食品（株） 
（株）明文堂 
菱越電機（株） 
（株）若林商店 
 
７　金融・保険業 
（株）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 
（株）富山第一銀行 
（株）北陸カード 
（株）北陸銀行 
 
８　輸送通信業 
（株）インテック 
加越能バス（株） 
黒部峡谷鉄道（株） 
全日本空輸（株）富山支店 
立山貫光ターミナル（株） 
立山黒部貫光（株） 
トナミ運輸（株） 
富山交通（株） 
富山港湾運送（株） 
富山地方鉄道（株） 
西日本電信電話（株）富山支店 
西日本旅客鉄道（株）金沢支社富山地域鉄道部 
 
９　電気・ガス業 
日本海ガス（株） 
北陸電力（株）富山支店 
 
１０　旅行業 
近畿日本ツーリスト（株）富山支店 
（株）ＪＴＢ中部富山支店 
新富観光サービス（株） 
（有）タイセイツアーズ 
トップツアー（株）富山支店 
富山地鉄サービス（株） 
（株）日本旅行富山支店 
名鉄観光サービス（株）富山支店 
 
１１　広告・印刷 
朝日印刷（株） 
（株）金沢舞台 
（株）キタカド 
北日本印刷（株） 
（株）北日本新聞開発センター 
（株）グッドラック 
（株）シー・エー・ピー 
大栄印刷（株） 
（株）チューエツ 
（株）電通西日本富山支社 
とうざわ印刷工芸（株） 
（株）とさ 
富山県イベントディスプレイ業協同組合 
富山スガキ（株） 
中村印刷工業（株） 
ハマ企画 
（株）ブレーンマーカー 
（株）宝来社 
（株）山田写真製版所 
 
１２　サービス業・その他 
I S K（有） 
（株）アールエィティ　レントオール富山 
（一財）岩瀬カナル会館 
桜仁会富山さくら病院 
（株）押田会計 
（株）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（株）呉羽カントリークラブ 
（株）サウンド・ソニック富山支社 
（株）スキル 
（株）生活ネット研究所 
チャイルドスクウェア（有） 
（株）富山育英センター 
富山空港ターミナルビル（株） 
（株）富山県総合情報センター 
（株）富山ゴルフ 
富山総合ビルセンター（株） 
富山ターミナルビル（株） 

（株）トヨタレンタリース富山 
（株）ＰＣＯ 
（株）フードシステム 
（株）宝来 
北銀ソフトウエア（株） 
北銀リース（株） 
（株）ホクタテ 
（株）ラックス 
 
１３　報道関係 
（株）北日本新聞社 
北日本放送（株） 
（株）チューリップテレビ 
富山エフエム放送（株） 
富山テレビ放送（株） 
（株）読売新聞社東京本社北陸支社 
 
１４　各種団体 
宇奈月温泉旅館（協） 
（協）総曲輪通り商盛会 
（公財）高岡地域地場産業センター 
（一財）富山観光物産センター 
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 
斉藤潔雄 
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
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アラカルト とやまの魅
力 

ものづくり県・富山 ものづくり県・富山 

◆日本海側屈指のものづくり県 
　富山県は、大正時代から豊富な水資源と低廉な電力を
活用した化学や紡績産業が立地し、戦後は新産業都市構
想を背景にアルミなどの金属・加工、工作機械や自動車等
の機械関連産業の集積が進みました。 
　近年、これらの古くからの企業が電子材料分野で新たに
事業展開するとともに、県外からの企業の新規立地も進む
など電子部品・デバイス・電子材料産業も盛んです。 
　製造業で生産金額が大きい主要製品は、化学（医薬品）、
電子部品（パワーＩＣ等）、生産用機械、金属製品（アルミサッ
シ）、プラスチック製品です。 
　こうしたことから、富山県はものづくりに対する意識が高く、
産業別就業人口割合では第２次産業のウエイトが全国トッ
プクラスとなっています。 
 

はじめに 

◆医薬品生産金額全国トップクラス 
　「くすりの富山」で知られるとおり、富山県には300年に及
ぶ薬の伝統があり、現在でも全国トップクラスの地位を誇っ
ています。新技術による医薬品の開発や品質の向上に努め、
医療用をはじめ、配置用や店舗用に生産された医薬品は国
内の病院、薬局等はもちろん、アジア、ヨーロッパ、アメリカな
ど、広く世界各国に出荷され、富山県薬業の名声を高めて
います。 
 
◆機械・金属産業の集積 
　戦前から蓄積されていた銅・鋳物の加工技術等を活かし
たアルミ産業の集積が進み、全国一のアルミ産地を形成し
ており、世界的なファスナーメーカーもあります。また、技術力
の高い機械関連企業や自動車産業を支える優良な部品メー

カーが数多く立地しており、機械産業の盛んな中京・東海
地域を結ぶ「東海北陸機械ロード」ともいうべき集積がみら
れます。 
 
◆ＩＴ産業、飲料・繊維・化学工業・電気機械等の集積 
　良質で豊富な水、安価で安定した電力、自然災害の少な
さ、交通の利便性といった半導体等のデバイスメーカーが
志向する立地条件を十分に満たしています。ＩＴ関連製造業
では、グローバル製品に使用される基盤／素材、電装／機
能部品といった部品・加工メーカーの集積が見られ、デバイ
スメーカーへの部品供給、加工等の素地が整っています。 
　その他、質の高い労働力、豊富な水・電力、災害の少な
い自然環境など恵まれた立地条件を活かして、業界を代表
する企業がバランスのとれた産業群を形成しています。 

本県ものづくり産業の特色 

　富山県では、「新・元気とやま創造計画」に基づき、「活力」、
「未来」、「安心」を政策の柱に、諸政策を推進しています。 
　なかでも「活力とやま」として、本県ものづくり産業の特長
を活かし、本県産業のさらなる飛躍のため、医薬・バイオ等

の健康分野、航空機・次世代自動車・ロボット等の先端も
のづくり分野など、県内企業の新たな成長分野への挑戦や
参入を支援しています。 

県の取組み 

平成22年国勢調査より 

産業別就業人口割合 

富山県 

第1次産業 第2次産業 第3次産業 

全　国 

33.4%

3.5%

61.2%

23.7%

4.0%

66.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



超精密切削加工機 エレクトロスピニング装置 10ｍ法電波暗室 

電波暗室棟 
開発支援棟 

ものづくり県・富山 
そうだ! コンベンションは富山で開こう。 
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ものづくり県・富山 

　県としては、これからも「元気とやまの創造」に向けて県内
企業の競争力強化を図り、本県の基幹産業である「ものづ
くり」関連企業の技術革新と成長産業への参入を支援して
まいります。 

おわりに 

◆富山県ものづくり研究開発センター 
　平成23年４月、本県ものづくり産業の一層の発展を目指し、
産学官が連携して技術開発に取り組む県内ものづくり産業
振興の拠点として整備した「富山県ものづくり研究開発セ
ンター」は、超精密切削加工機やエレクトロスピニング装置

などナノテク関連設備を含む国際水準の３２の最先端設備
を備え、ナノテクに係る研究開発の推進や県内企業の新商
品・新技術の開発支援、先端ものづくり人材の育成などに
積極的に取り組んでいます。 
 

◆富山県ものづくり大賞 
　県では、県内産業・文化の発展を支え、豊かな県民生活
の形成に大きく貢献してきた「ものづくり」を着実に継承し、
さらに発展させていくため、高度な技術開発により県内「も
のづくり」の活性化に寄与した企業を顕彰するとともに、も
のづくり機運の一層の醸成を図ることを目的として、平成22
年度に「富山県ものづくり大賞」を創設し、これまで10社の
優れた製品・技術が表彰されています。 
 
◆富山県ものづくり産業未来戦略 
　近年のグローバル競争激化に対応するため、国では産業
競争力の強化や規制改革推進のための新たな成長戦略と
して「日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定）」が策
定されたところです。 

　本県としてもこのような国の施策や世界の技術動向、経
済環境の変化、本県ものづくり産業の現状を踏まえて、本
県ものづくり産業発展のための競争力強化に向けた今後
の施策のあり方を策定するため、平成25年11月に「富山県
ものづくり産業未来戦略会議」を設置し、「富山県ものづく
り産業未来戦略」の構築に向けて議論が重ねられていると
ころです。 
　本戦略の推進にあたっては、３Ｄプリンターなどの最新技
術の導入やマグネシウム、炭素繊維材料などの最先端素
材の活用、ライフサイエンスクラスターの形成などを進めると
ともに、「医薬・バイオ」、「医薬工連携」、「次世代自動車」、
「航空機」、「ロボット」といった５つの分野を中心とした新た
な成長産業への参入支援をはじめ、ものづくり人材の育成
確保などに積極的に取り組んでいくこととしています。 

富山県ものづくり研究開発センター 

お問い合わせ 

○富山県商工企画課 
TEL 076-444-3245　FAX 076-444-4401

新たな研究開発の取組 
◆ファイバーレーザーを用いた金型表面微細加工 
◆ナノテクを用いたすず製工芸品の着色加工 
◆リサイクル資源を活用した難燃性プラスチック 

【主な最先端設備】 



そうだ! コンベンションは富山で開こう。 

健康まめ知識 
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老化物質「AGE」を溜めないよう 
先に野菜。そしてゆっくり食べる！ 

　春は出会いや別れの季節。人と会う機会も多くなると
思いますが、久しぶりに会った友人を見て「相変わらず若々
しいな」と感じたり、「随分、老け込んだな」と感じたりする
ことはありませんか？　老化は誰にでも訪れるものですが、
そのスピードはそれぞれ…。老化を遅くすることはできるの
でしょうか？ 
　みなさんは「AGE（Advanced Glycation End-products）」
という言葉をご存知ですか？ AGEとはタンパク質が糖化し、
変質した最終糖化物質のこと。体内に蓄積すると組織を
劣化させ、老化を起こします。皮膚がたるむ、視力が低下
する、骨や血管がもろくなるなどの老化現象は、このAGE
が関係しているということが最近の医学研究でわかったそ
うです。 
　では、AGEを増やさないようにするにはどうしたらいいの
でしょう。それは血糖値と関係があります。血糖値が急上
昇すると、体内で処理しきれなくなった糖がタンパク質と結

びついてAGEが作られます。だからAGEができないよう、
血糖値を上げない食事を心掛ければいいのです。 
　キーワードは「先に野菜」、「ゆっくり」。食事の時、ご飯
を先に食べると血糖値が一気に上がりやすくなります。そ
れに対し、野菜などの食物繊維を先に食べると腸での糖
の吸収が遅くなり、血糖値の上昇も緩やかになります。また、
ゆっくりと時間をかけて食べれば、血糖値の急上昇を抑え
られます。山芋や納豆などのネバネバ系の食べ物も、腸に
届くまでの時間を遅く
してくれます。 
　毎日の食事をちょっ
と気づかい若 し々い心
と体のバランスを保ち
ながら、春の息吹を満
喫しましょう。 

富山県における卸売業及び小売業について 富山県における卸売業及び小売業について 

　昨年9・11月に公表されました平成24年経済センサス‐活動調査の結果から、
卸売業及び小売業の「事業所数」及び「商品販売額」等について紹介します。 

１　事業所数及び従業者数 
　卸売業、小売業別にみると、卸売業は3,494事業所（平成21年経済センサス‐基
礎調査（以下「前回調査」という。）比▲6.9％減）、従業者数は27,092人（前回調査
比▲9.6％減）、小売業は11,151事業所（同▲13.4％減）、従業者数は63,983人（同
▲9.9％減）となっています。 
　卸売業の事業所数を産業中分類別にみると、「機械器具卸売業」が929事業所
（卸売業に占める構成比26.6％）と最も多く、次いで「建築材料、鉱物・金属材料等
卸売業」が909事業所（同26.0％）、医薬品・化粧品、家具などが含まれる「その他
の卸売業」が779事業所（同22.3％）などとなっています。 
　また、小売業の事業所数を産業中分類別にみると、医薬品・化粧品、燃料、書籍
などが含まれる「その他の小売業」が4,104事業所（小売業に占める構成比36.8％）
と最も多く、次いで「飲食料品小売業」が3,289事業所（同29.5％）、「織物・衣服・身
の回り品小売業」が1,631事業所（同14.6％）などとなっています。  
２　年間商品販売額 
　卸売業及び小売業の事業所の年間商品販売額は、2兆9,010億円となっています。 
　卸売業、小売業別にみると、卸売業は1兆9,434億円（構成比67.0％）、小売業は
9,577億円（同33.0％）となっています。 
　卸売業の年間商品販売額を産業中分類別にみると、「建築材料，鉱物・金属材
料等卸売業」が8,288億円（卸売業に占める構成比42.6％）と最も多く、次いで「機
械器具卸売業」が4,044億円（同20.8％）、「飲食料品卸売業」が3,648億円（同18.8
％）などとなっています。 
　また、小売業の年間商品販売額を産業中分類別にみると、燃料や医薬品・化粧
品などが含まれる「その他の小売業」が3,394億円（小売業に占める構成比35.4％）
と最も多く、次いで「飲食料品小売業」が2,673億円（同27.9％）、「機械器具小売業」
が1,804億円（同18.8％）などとなっています。 
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T A統計で 

見る「とやま」 
統計で 
見る「とやま」 

小売業構成比 

卸売業構成比 

事業所数及び従業者数 

１兆 
9,434億円 

9,577億円 

建築材料、 
鉱物・ 
金属材料 
等卸売業 
42.6％ 

その他の 
小売業 
35.4％ 

飲食料品小売業 
27.9％ 

機械器具 
小売業 
18.8％ 

織物・衣服・ 
身の回り品 
小売業 
6.7％ 

各種商品 
小売業 
6.5％ 

その他の 
業種等 
4.6％ 

機械器具卸売業 
20.8％ 

飲食料品 
卸売業 
18.8％ 

その他の 
卸売業 
14.8％ 

その他の 
業種等 
2.9％ 

合計 合計 卸売業 小売業 全国 
▲11.9 
▲9.8 
▲12.0 
▲12.8

1,405,021 
11,225,151 
480,332,788 
132,917,692

11,151 
63,983 
957,667 
1,414,661

3,494 
27,092 

1,943,377 
－　　 

14,645 
91,075 

2,901,044 
1,414,661

事業所数 
従業者数（人） 
年間商品販売額（百万円） 
売場面積（㎡） 

卸売業 
▲6.9 
▲9.6 
▲8.4 
ー　 

小売業 
▲13.4 
▲9.9 
▲18.5 
▲12.8

全国 
▲9.7 
▲6.9 
▲12.4 
▲11.2

前回調査比（％） 実　　数 調査年 
平成24年 

１　「従業者数」とは、「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり、臨時雇用者は含めていない。 
２　「事業所数」、「従業者数」及び「年間商品販売額」は、必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計した。 
3　事業所数及び従業者数の前回調査は平成21年、年間商品販売額及び売場面積の前回調査は平成19年である。 

お問い合わせ ○富山県統計調査課 
 　TEL 076-444-3193   FAX 076-444-3490



入善町のご当地キャラクター「ジャン
ボ～ル三世」をパッケージにあしらった、
キュートなミネラルウォーター。280ml
の飲みきりサイズが可愛い１本です。
中身も、全国名水百選「黒部川扇
状地湧水群」を有する入善町にて
採水・ボトリングしています。 
■1本 100円　■1箱（30本）2,600円 

表面にたっぷりとおぼろ昆布をのせ、黒豆と刻み昆布を
生地に練り込んだパウンドケーキと、刻んだ昆布を入れ
たクリームの甘さがちょうどいいサクッとしたマカロンです。 
和と洋が融合し、甘さと塩気のバランスが美味しい新感
覚のスイーツをぜひご賞味ください。 
・高岡昆布パウンドケーキ 1個220円 1本1,600円 
・高岡昆布マカロン 1袋3個入り 750円 

「高岡昆布パウンドケーキ」、「高岡昆布マカロン」 「富山県入善町のおいしい水」 

富 山 お み や げ 図 鑑  
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そうだ! コンベンションは富山で開こう。 

富山県水墨美術館 

チューリップ公園東にある砺波市美術館は、チューリップ四季彩館、砺波郷土資料館とも近い場所にあ
り、砺波市の文化ゾーンの一角を形成しています。市民はもとより、砺波地方の皆さんにとって、美術
に親しみ、また創造し、交流の場にして頂けるよう、文化的創造活動の拠点となるよう構想されました。 
多彩な展覧会が催せる企画展示室、美術館が収蔵した作品を展示する常設展示室、一般の創作活動
の発表の場としてご利用いただける市民ギャラリーがあります。 
また、市民アトリエでは平日は市内の子どもたちを対象に子どもの造形アトリエを実施、週末は企画展
に関連したワークショップや講演会などを行っています。 

砺波市美術館 

富山湾の不思議“埋没林”と“蜃気楼”に出あえる博物館。魚津埋没林は、かつて海岸に生育していたスギの巨木林が約2000年前に
河川の氾濫や海面上昇が複合して埋没したもので、過去の環境変動を示す貴重な存在として国の特別天然記念物に指定されている。
館内では埋没林が出土したその場で保存展示しており、水中展示館の樹齢500年を超えると推定される巨大な樹根は圧倒的な存在
感がある。またこの場所では、富山湾の代名詞ともいえる蜃気楼も見ることができる。実際の蜃気楼に出あうチャンスは少ないが、館内
ではフルハイビジョンの大型映像で蜃気楼を楽しむことができる。 

魚津埋没林博物館 

富 山 県 内 の 博 物 館 ・ 美 術 館 

〒930-0877  富山県富山市五福777番地　TEL 076-431-3719　FAX 076-431-3720 
●開館時間　9時30分～17時（入館は16時30分まで）　●観覧料　＜常設＞一般200円　大学生160円　＜企画展＞企画展により異なる　※
高校生以下無料（団体は20人以上）　●休館日　月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日、年末年始 
●アクセス／JR富山駅正面（南口）から　◎市内電車大学前行「新富山」下車、徒歩10分。◎タクシー約10分。 

D A T A

〒939-1383  富山県砺波市高道145-1　TEL 0763-32-1001　 
●開館時間　10時00分～18時00分（入館は17時30分まで）　●観覧料　常設展示　一般200円（団体・65歳以上160円）、小中高100円（団体
80円）（団体料金は20人以上より）児童・生徒の教育活動（引率者を含む）及び身障者は無料　企画展示　その都度、別に定めます　 
●休館日　年末年始（12月29日～1月3日）を除き無休（但し、施設点検日は休館いたします。詳しくは美術館HPをご参照ください）　 
●アクセス／JR北陸線「高岡駅」のりかえ20分、「砺波駅」下車、徒歩15分。北陸道 砺波インターから車で5分。駐車場あり（約70台収容可）　 
 

D A T A

〒937-0067  富山県魚津市釈迦堂814 
TEL 0765-22-1049　FAX 0765-23-9105 
http://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/ 
●開館時間　9時00分～17時00分（入館は16時30分まで） 
●入館料　高校生以上520円　小中学生260円 
●休館日　12月29日～1月1日（左記以外無休、臨時休館等はホームページ掲載） 

D A T A

 

道の駅万葉の里高岡 
富山県高岡市蜂ケ島131-1　TEL 0766-30-0011　 
【参考】高岡昆布百選HP　http://www.takaoka-konbu.com/

入善町観光物産協会 
富山県下新川郡入善町入膳5232-5　ＴＥＬ 0765-72-0163（入善町商工会内） 
E-mail info＠nyuzen-kanko.jp　http://www.nyuzen-kanko.jp/
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富山県水墨美術館は水墨画を中心に日本文化の美を紹介するとともに、それらを観賞する
にふさわしい庭園や茶室を配した和風の美術館です。常設展示では、竹内栖鳳（タケウチ
セイホウ）、横山大観（ヨコヤマタイカン）、菱田春草（ヒシダシュンソウ）をはじめ、富山県出
身の下保昭、篁牛人や本県ゆかりが深い岩　巴人など、個性豊かな作家たちの作品をご覧
いただけます。企画展は日本画を中心に多彩な内容で開催しております。 
自然に囲まれた環境の中で日本の伝統にふれ、心豊かなひとときをお過ごし下さい。みな
さまのご来館をお待ちしております。 



　富山コンベンションビューロー・県・市町が連携し、全国でもトップクラスのコンベンション開催支援内容を掲載しました。宿泊補助
は最高額で1300万円、郷土芸能やシャトルバスなどの補助は最高額30万円となっています。がっちり補助金をいただいて、富山で
コンベンションを開催してはいかがでしょうか。 

編集後記 

全国トップクラスのコンベンション支援制度 県・市町 

コンベンシ
ョンビュー

ローが 

連携 平成26年度より開催宿泊補助最高限度額1300万円（県＋市町） 

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 

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・郷土芸能 

③シャトルバス送迎 

④派遣サービス 

 

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主要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・遊覧船等の貸切
運賃 
 
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 

● 

● 

● 

● 

● 

コンベンション施設及び宿泊施設はホームページをご覧ください 

歓迎看板見本 

食べ飲みマップ コンベンションバッグ 

主催：日本コンベンション学会　　協力：（公財）富山コンベンションビューロー 
会期 平成○年○月○日（○）～○日（○） 会場 ○○○○○○○○○ 
第○回 日本コンベンション学会in富山 

歓　迎 

08　とやま夢大陸　vol.96

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 


