
ASSW2015（北極科学サミット週間2015）

平成27年4月23日（木）～30日（木）　参加予定者700人
富山国際会議場

　世界中の北極研究者が一堂に会し、研究計画や成果について集中
的に議論するASSW2015（北極科学サミット週間2015）を開催します。
日本での開催は今回が初となります。また、26日（日）には一般向けの
公開講演会（無料）を開催します。開催に先立ち、昨年実施した、富山
県内の小中学生を対象とした2つのコンテスト「おもてなしキャッチコ
ピー」「小学生北極科学アイディアコンテスト」の表彰式も公開講演会
の中で行われます。http://www.assw2015.org/
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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

ションの県外参加者に対し、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、２月27日(金)にコンベンション・ボランティア研修会を開催しました。

会場のサンシップとやまには32名のボランティアが参加されました。

　富山ふるさとマスターから「富山再発見～くらしたい国、富山～」のテーマ

で富山の自然や地理や歴史について、ふるさと検定のクイズを取り上げながら

講義をしていただきました。また、富山市富山駅周辺整備課から、「新幹線開業

と新しい富山駅」、立山黒部貫光株式会社から日本有数の山岳観光地である

「立山黒部アルペンルート」、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、それぞれ説明をしていただきました。

　現地研修では、高志の国文学館にて、学芸員の方から富山にゆかりのある文学作品や作家、漫画家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　「富山再発見～くらしたい国、富山～」では、ふるさと検定のクイズもあり、富山の良いところがたくさんある
のだなと再認識しました。ふるさとのことを知らなさすぎました。富山の地理や歴史は知っているようで、まだ
まだ勉強不足だと感じ、今後とも頑張りたいと思いました。

Ｂさん　新幹線富山駅の具体的な様子や今後の整備見通しなどとてもわかりやすく
解説され、初めて知ることが多くあった。富山駅に行く時は気をつけて見
てみようと思いました。

Ｃさん　富山を代表する立山黒部アルペンルートは、地元なのに知らないことも多
くあり、学習できてよかった。アルペンルートの見どころなどをもっと他
県の参加者にPRしたいです。

Dさん　新幹線開業に伴い、大規模の会議・学会が富山県で開催されると聞き、ボラン
ティアの一員として、どのような役割を果たし、開催地の知名度アップに役立て
るだろうかと、インフォメーション業務における応対の重要性を痛感しました。

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

第３回FFN日本分科会
（脆弱性骨折の予防と管理の国際ネットワーク）
富山市民プラザ　［３００人］

３
～５

第43回北陸産科婦人科学会並びに学術講演会
富山国際会議場　［２５０人］　

２９
～３１

３
～４

与五沢矯正研究会・第37回大会
黒部市宇奈月国際会館「セレネ」ほか　［１０５人］　

１９
～２１

ASSW2015（北極科学サミット週間2015）
富山国際会議場ほか　［７００人］　

２３
～３０
１６
～１７

第65回日本西洋史学会大会
富山国際会議場 ほか　［８００人］

１８
～２１

ＩＦＭＭ’15＆ＩＦＢＦ’15
（マイクロ加工＆バイオファブリケーションに関する国際フォーラム）
富山国際会議場　［１５０人］

２７
～２８

第30回日本絵手紙協会絵手紙友の会全国大会in富山
富山国際会議場 ほか　［８００人］

６
　
月

第18回日本臨床救急医学会総会・学術集会
富山県民会館ほか　［２,０００人］

（公財）全国解体工事業団体連合会
第3回通常総会・懇親会・親睦会
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　［２５０人］

４
～６

平成27年度東海北陸ブロック里親研究大会 とやま大会
宇奈月杉乃井ホテル　［１５０人］

６
～７

全国ユース会通常総会 第26回ユース会代表セミナー
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　［２５０人］

11
～１２

第66回日本東洋医学会学術総会
富山市民プラザ  富山国際会議場　ほか　［２,４７０人］

1２
～１４

全国自動車無線連合会総会
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　［３００人］

1８
～１９

東海北陸理容協議会 総会
第63回東海北陸理容競技大会
オークスカナルパークホテル富山　［１,２００人］

２1
～２２

第6回日本さかな検定（ととけん）
富山県民会館　［２００人］

２８

研修会のようす

高志の国文学館の見学

02　とやま夢大陸　vol.100
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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。

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27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
㈱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
㈱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)
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
㈱香月(彩りの里香月）
㈱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
旬彩魚酒とやま物語
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
たべ処一粋
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
㈲十々八
富山すし居酒屋花より魚
とやまの味処　漁火
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
㈱タカギセイコー
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㈱金沢支社北陸広域鉄道部

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
富山県イベントディスプレイ業（協）
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㈲
㈱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
㈱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
㈱生活ネット研究所
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
㈱富山ゴルフ
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㈱
㈱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
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－
(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
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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　富山県の医薬品産業は、300年以上の歴史と伝統を有し、
本県発展の礎を築いた代表的な地場産業です。
　これまでに培われた高い製造・品質管理技術などを背景に、
本県は国内有数の医薬品の生産拠点となっています。
　富山県では、本県医薬品産業の更なる飛躍のため、世界に
羽ばたく「薬都とやま」の実現に向けた様々な取組みを進めて
います。 

世界に羽ばたく「薬都とやま」の実現へ
アラカルトとやまの魅
力

世界に羽ばたく「薬都とやま」の実現へ世界に羽ばたく「薬都とやま」の実現へ

04　とやま夢大陸　vol.100

　富山県の医薬品生産金額（H25）は6,089億円で全国第３位。また、
人口あたりの医薬品生産金額、製造所数、製造所従業者数はいず
れも全国第１位（H25）であり、本県は国内有数の医薬品の生産
拠点となっています。

国内有数の医薬品生産拠点

　「富山のくすり」の300年以上の歴史と伝統は、江
戸時代の配置薬業に始まります。質の高い薬、「先用
後利」という独特の販売形態、売薬さんの薬に関する
豊富な知識を通じて、人々に安心して薬を使っていた
だく厚い信頼関係を育み、「富山のくすり」は全国に
知られたブランドとなりました。
　現在では、新薬をはじめ、ジェネリック医薬品、一
般用（ＯＴＣ）医薬品、配置薬など、多種・多様な医
薬品を製造する企業とともに、薬の包装容器、印刷な
どの周辺産業が県内に集積しており、厳しい製造・品

質管理のもとで質の高い医薬
品を生産する拠点として本県
は高い評価を得ています。特
に、貼り薬や塗り薬、目薬、吸
入剤など、通常の飲み薬とは
異なる特殊な薬を、高い技術
で製造する企業があるなどの
強みがあり、本県で生産され
た医薬品は、国内のみならず
海外にも販売されています。

「富山のくすり」の強み

団体商標「富山のくすり」
シンボルマーク
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6,962

6,208

埼玉 静岡 富山 大阪 東京 神奈川 栃木 兵庫 愛知 徳島

6,089
5,316

3,312 3,280 3,228
2,761 2,689

2,353

出典：平成25年薬事工業生産動態統計（厚生労働省）

（億円） 都道府県別医薬品生産金額（平成25年）

56.6

30.6

富山 徳島 静岡 栃木 山形 滋賀 山口 佐賀 福井 埼玉

16.7 16.3 16.1 14.9 14.5 12.9
10.2 9.6

出典：平成25年薬事工業生産動態統計（厚生労働省）を基に富山県で積算

（万円） 主要都道府県別医薬品生産金額（人口1人あたり･平成25年）
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全国計：6兆8,940億円

全国平均：5.4万円
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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　05

「世界の薬都」スイス・バーゼル地域等との連携

　平成21年、石井県知事を団長とする本県薬業界の訪問団が「世界の薬都」と
呼ばれるスイス・バーゼル地域を訪問し、医薬品分野を中心とした交流協定等を
締結しました。これまでに、シンポジウムの開催や県内研究者のバーゼル大学へ
の派遣、共同研究等を実施しています。そのほか、富山県薬業連合会が、イタリア、
フランス、ベトナム、タイ、インド、インドネシア、ロシアに薬業交流訪問団を派遣
するなど、海外での交流地域の拡大を図っています。

富山県の強みを活かした薬用作物の振興

　富山県では、配置薬業興隆の契機となった反魂丹（はん
ごんたん）をはじめ、現在でも多くの配置薬に和漢薬原料
が使用されており、薬用作物を用いた医薬品等を開発、製
造する企業が集積しています。また、富山県薬事研究所や
国立大学では日本唯一の伝統医薬学の研究所である富山
大学和漢医薬学総合研究所等において、薬用作物の幅広
い研究が行われています。こうした本県の強みを活かし、
薬用作物の振興や関連商品の開発、医療への活用等につ
いて、産学官一体となって調査研究に取り組んでいます。

「富山のくすり」のさらなる飛躍を目指して

富山県薬事研究所「製剤開発・創薬研究支援ラボ」
による製剤開発力の強化

　富山県では、平成27年3月、全国唯一の公設研究所であ
る富山県薬事研究所に、県内製薬企業等の製剤等の開発
支援機能を強化するため、「製剤開発・創薬研究支援ラボ」
を開設しました。新たに「薬物の体内分布を観察する装置」
など最先端の６つの装置を導入し、県内製薬企業が有す
る高い製剤技術力を活かした新たな製品開発の促進等が
期待されています。

①富山県薬用植物指導センター（中新川郡上市町広野2732） 

 シャクヤク園、ハーブ園、ボタン園など、多くの薬用植物を見学することができます。
 TEL：076-472-0801　交通：地鉄上市駅下車 車10分　開館時間：月曜日～金曜日（平日）9時～17時

②富山県民会館　金岡邸（富山市新庄町1-5-24） 

　富山売薬業に関する資料が展示されています。薬種商店舗の遺構をとどめています。
 TEL：076-433-1684　交通：地鉄東新庄駅下車 徒歩5分　開館時間：9時～16時　
 休館日：火曜日及び年末年始

③富山市売薬資料館（富山市安養坊980） 

　行商用具、製薬道具、売薬版画等、富山売薬の歴史を伝える資料が展示されています。
 TEL：076-433-2866　交通：地鉄バス富山市民俗民芸村下車　
 開館時間：9時～17時（入館は16:30まで）休館日：年末年始

お問い合わせ

○富山県厚生部くすり政策課
〒930-8501　富山市新総曲輪1-7　TEL:076-444-3236　FAX:076-444-3498

スイス・バーゼル州政府と交流
（平成21年10月）

イメージキャラクター
「くすりん」

富山県薬事研究所（射水市） 富山県薬用植物指導センター（上市町）「シャクヤク園」

県内薬業関連資料館・施設のご案内　～「富山のくすり」のルーツ探しへＧＯ！～県内薬業関連資料館・施設のご案内　～「富山のくすり」のルーツ探しへＧＯ！～
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06　とやま夢大陸　vol.100

お問い合わせ　富山県統計調査課　TEL 076-444-3194　FAX 076-444-3490

富山県における世帯類型別割合について（国勢調査2010結果より）富山県における世帯類型別割合について（国勢調査2010結果より）
～単独世帯が増加し３世代世帯が減少しているが、全国と比べると３世代世帯が多い～

本県の世帯類型別割合について、平成7年から22年までの国勢調査結果をみる
と、次第に単独世帯が増え、３世代世帯が減っているものの、全国と比べると３
世代世帯が多く単独世帯が少ないことがわかります。

●調査期日 平成27年10月1日
●主な調査項目 氏名、出生年月、仕事の種類、従業地・通勤地、世帯員数など17項目
●調査の対象 平成27年10月1日午前零時現在、我が国に常住するすべての人
※今回からパソコンやスマートフォンにより回答できます。

富山県の世帯類型別割合

■単独世帯　　
■夫婦のみ　　
■夫婦と子供　　
■一人親と子供　　
■3世代世帯　　
■その他の世帯

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

実施概要

平成7年

12年

17年

22年

全国22年

核家族世帯
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国勢調査2015のお知らせ
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リブランの富山銘菓新商品。
富山県産の米粉を使用したクッキー
に、富山市産のえごまと県民の愛する
昆布、ライスパフをトッピング。
富山のますますの発展を願ってリブラ
ンの新富山銘菓です。

価格：８枚入  950円（税込）

大野屋が歴史の中で使ってきた木型と培っ
た技、和菓子の季節や行事に合わせ生まれ
た美しい造形、さらには富山県産コシヒカリ
などの地域素材を組み合わせ、高岡文化の
新旧を織り交ぜた「高岡ラムネ」は、職人が
ひとつひとつ丁寧に手で起こしており、手業
ならではのふんわり柔らかな口どけが特徴
です。1シーズン4種類ございます。

「さくさく ざくざく 富の山」
とみ           やま

「大野屋の高岡ラムネ」

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 立山カルデラ砂防博物館

富山県内の博物館・美術館など

〒930-1405　富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂68　TEL 076-481-1160　FAX076-482-9100
http://www.tatecal.or.jp/tatecal/index.html
●開園時間　9時30分～17時（入館は16時30分まで）　●観覧料　一般400円（320円）、大学生320円（200円）、高校生以下無料※（   ）は20
名以上の団体割引料金　●休館日　月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜日を除く）、年末年始（12/28～1/4）※この他臨時開館・休館あり　
●アクセス／〈電車〉富山地方鉄道立山線立山駅下車、徒歩1分。〈車〉北陸自動車道立山I.Cから約40分、富山I.Cから約45分。駐車場あり。

D A T A

株式会社大野屋
富山県高岡市木舟町12　
TEL0766-25-0215　Mail info@ohno-ya.jp

株式会社ボン・リブラン
富山県富山市南央町3-43　TEL 076-429-7188

49 50

立山や立山カルデラの荒々しい自然やその厳しい環境を受容し生きる動植物と
人々の歴史、砂防について、３D映像や大型ジオラマ、工事専用トロッコの実車展示
などを通して紹介しています。このほか、実際に立山カルデラ現地を訪れることの
できる「立山カルデラ砂防体験学習会」や、当館学芸員の解説を聞きながら野外観
察を行う「フィールドウォッチング」など、体験を重視したイベントも数多く実施して
います。季節に合わせて展開される企画展や特別展では、最新の研究成果や様々な
テーマにスポットをあてた展示を行います。皆様のご来館をお待ちしております。

ほたるいかミュージアム 　

〒936-0021　富山県滑川市中川原410　TEL 076-476-9300　FAX076-476-9301  http://www.hotaruikamuseum.com
●開館時間　9：00 ～ 17：00（最終入館は16：30）　●観覧料　（入館料）3月20日～ 5月31日　大人800円／小人400円（3才～中学生）6月1日～ 3月19日
　大人600円／小人300円　●休館日　6月1日～ 3月19日の毎週火曜日（祝日の場合は翌日休）年末年始、1月最終月曜日から3日間
●アクセス／あいの風とやま鉄道　滑川駅から徒歩約8分  北陸自動車道滑川ICから約10分　

D A T A

道の駅ウェーブパークなめりかわ内にある、ホタルイカの神秘に満ちた生態や発光
のメカニズムなどを解き明かすテーマ館。幻想的な光で演出されたミュージアム館
内では、映像やパネル展示、富山湾沖の深層水域に生息する珍しい生き物に直接触
ることができる泉などがあります。特に3月20日から5月末日までは生きたホタル
イカを展示しており、ライブシアターでは目の前でホタルイカの青白い神秘的な発
光を見ることができます。また、富山湾が一望できるレストランではホタルイカ料理
が一年中堪能でき、売店やカフェも併設しており、ご家族で楽しむことができます。

氷見市海浜植物園

〒935-0031　富山県氷見市柳田3583　ＴＥＬ0766-91-0100　ＦＡＸ0766-91-4567
http://www1.cnh.ne.jp/kaihin/
●開館時間　9時～ 17時（入園は16時30分まで）※11月～ 2月は9時～ 16時30分まで（入園は16時まで）　●入園料　〈企画展〉大人200円　中学生以下無料
〈特別企画展〉大人500円/団体（20名以上）400円　小中学生100円/団体80円　●休園日　毎週火曜日（国民の祝日の場合は開園）国民の祝日の翌日（土、
日、祝日の場合は開園）年末年始（12月29日～ 1月3日）ただし、ゴールデンウィークと7、8月は無休　●アクセス／ JR氷見線 島尾駅から徒歩15分、氷見駅か
ら車で５分。能越自動車道氷見ICより車で10分。　高岡北ICより車で15分。　国道8号線四屋ICより15分。駐車場無料　普通車140台　大型車10台

D A T A

日本各地の海浜植物をはじめ、さまざまな植物を展示する植物園です。温室では、ハイ
ビスカスやヤシ類など亜熱帯の植物をはじめ、生きた化石とも言われるソテツも多数見
ることができます。植物園の外にある海浜散策園では、白砂青松の松田江の長浜を散
策できる遊歩道や木道があり、のんびりと潮風を感じることもできます。また、ガラス張
りの４階パノラマ展望レストラン『シーサイドハウス・ボルカノ』からは、氷見の美しい自
然を一望でき、お茶や食事を楽しむことができます。皆様のご来園お待ちしております。

」 天保9年創業

価格：各540円（税込）

・・・
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　機関紙「とやま夢大陸」は平成２年の当財団発足を契機に発刊して以来、この度の４月号をもって１００号を
迎えることができました。これまで機関紙発刊に際し、ご協力をいただきました皆様方に深く感謝申し上げま
すとともに、今後とも引き続き、関係各位のご協力をお願い申し上げます。

編集後記

（公財）富山コンベンションビューローのホームページをリニューアルいたしました。コンベンション開催の支援やとやまの情報など、是非ご覧ください。

県・市町

コンベンシ
ョンビュー

ローが

連携開催補助最高限度額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
①～③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

（産業観光を含む）

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観光や飲食店への送迎にタクシーを利用する場合、その運賃が半額。

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）
・規定人数を超える場合は、超過分1人につき、半日2,000円、1日4,000円を負担
・業務が昼食時、夕食時にかかるときは食事費1人につき1,000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

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

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
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