
平成27年度　第84回全国民生委員児童委員大会　富山大会

平成27年10月15日（木）～16日（金）　参加予定者3,500名
全体会場　富山市総合体育館
活動交流集会　富山市内8会場、高岡市内2会場

　地域社会においては、認知症高齢者や生活困窮者、児童虐待等の福祉課題
が増えており、民生委員・児童委員には住民の身近な相談役に加えて、「福祉
制度へのつなぎ役」等として期待がますます高まっています。
　本大会は、全国各地で活動する民生委員・児童委員がともに集い、励まし
あって活動内容等を共有するとともに、意見交換を行い、民生委員・児童委員
活動の一層の充実を目指します。
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（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。

　今回の「食の王国とやま」は、富山県の風土に育まれたおいしい富山の農林水産物の紹介や生
産振興などを取り上げてみました。この秋は、ぜひ富山にご来県いただき、富山の旬の味を楽し
まれてはいかがでしょう。

編集後記

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

１０

　月

１０
月

第４２回技術士全国大会（北陸・富山）
富山国際会議場　［６００人］

１ 
～４

ISOM’１５－光メモリ国際シンポジュウム２０１５－
富山国際会議場　［１８０人］

４
～８

第１６回中部臨床工学会
富山市民プラザ　［２３０人］

７
～８

第３２回伝統的工芸品月間国民会議全国大会 富山大会
高岡市民会館　［８００人］

５

第２７回日本脳循環代謝学会総会
富山国際会議場　［５００人］

２９
～３１

SE４ALLフォーラム
富山国際会議場　［５００人］

２８

第４６回日本看護学会－ヘルスプロモーション－学術集会
富山県民会館　［１，０００人］

６
～７

ファザーリング全国フォーラム in とやま
富山県民共生センター　［２，０００人］

６
～７

第２８回マイクロプロセス・ナノテクノロジー
国際会議（MNC ２０１５）
富山国際会議場　［５００人］

１０
～１３

（一社）日本環境保全協会 一般廃棄物適正処理推進大会
ANAクラウンプラザホテル富山　［２００人］

２０
～２１

電子情報通信学会HCGシンポジウム
富山国際会議場　［２００人］

１６
～１８

第７回地域共生ホーム全国セミナー in とやま
富山国際会議場　［８００人］

２８
～２９

第９回全国校区・小地域福祉活動サミット in くろべ
黒部市宇奈月国際会館「セレネ」　［１，０００人］

２６
～２７

医療における心理学の広がりを考えるシンポジウム
富山大学黒田講堂　［２５０人］

２３

第５８回全国すし連富山大会
富山県民会館　ほか　［８００人］

５
～８

第４１回全日本教育工学研究協議会全国大会 富山大会
富山県民会館　ほか　［１，０００人］

９
～１１

JSST２０１５－日本シミュレーション学会
第３４回年次総会国際会議ー
富山国際会議場　［２００人］

１２
～１４

第２４回プレストレストコンクリートの
発展に関するシンポジウム
富山県民会館　［６００人］

２２
～２３

第４５回全国ろうあ女性集会 in とやま
富山国際会議場　ほか　［５００人］

２３
～２５

第３５回全国豊かな海づくり大会～富山大会～
高周波文化ホール・海王丸パーク　ほか　［１，８００人］

２４
～２５

第８５回マリンエンジニアリング学術講演会
富山国際会議場　［２４０人］

２６
～２８

第５回「環境未来都市」構想推進国際フォーラム
富山国際会議場　［５００人］

２７

第３０回 日本整形外科学会基礎学術集会
富山国際会議場　ほか　［２，０１０人］

２２
～２３

平成２７年度 第８４回全国民生委員児童委員大会 
富山市総合体育館　ほか　［３，５００人］

１５
～１６

１２
月

１１

　月

I N F O R M A T I O N

役立つ特典がいっぱいですので、是非、ご入会ください。
【年会費】法人3口（3万円）以上　個人1口（1万円）以上
【特　典】
❶「コンベンション・スケジュール」の提供：コンベンション
開催情報を、直近から数年先まで収集し、Ａ４版にまと
めた冊子を年２回お届けします。
❷「食べ飲みマップ」に掲載：飲食店など会員のお店を掲載
した「食べ飲みマップ」をコンベンション参加者などに配

布、ホームページで紹介します。
❸機関紙「とやま夢大陸」の提供：年4回発行。ビックコン
ベンションの内容や県内の情報がタイムリーに入手でき
ます。
❹「賛助会員交流セミナー」の開催：一流講師を招いてコン
ベンションセミナーを開催します。

　お問い合わせ

（公財）富山コンベンションビューロー
TEL：076-421-3300　URL：http://www.cap.or.jp/̃tcb/

賛助会員募集中！

コンベンション・カレンダー

秋風が立ち、野山が色鮮やかに染まる季節となりました。

october
10月11月

november
12月

december
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コンベンション開催報告

1 第5710回ＱＣサークル全国大会（小集団改善活動）―富山―

■日時：平成27年7月9日（木）～10日（金）
■会場：富山国際会議場
■参加人数：654名

　第5710回QCサークル全国大会（小集団改善活動）―富山―では、全国の企業・
組織から87件の様々な業種・職種を代表する体験事例発表が行われました。QC
サークル活動（小集団改善活動）は職場の活性化、人財育成、問題解決のツールと
して職場第一線を支える活動として展開しています。今回は全国から600名以上の
方々が参加されました。
　会期中は特別講演として地元㈱能作　代表取締役社長　能作　克治氏が「素材と
デザインで市場を拓く」と題して講演したほか、支部推薦 優秀改善事例招待発表
として関東支部推薦 日野自動車㈱　メタボサークル、中国・四国支部推薦 パナソ
ニック　ヘルスケア㈱　本館平屋建サークルが発表を行いました。発表サークルに
はQCサークル本部幹事長賞を授与しました。

2 第67回日本連合教育会研究大会富山大会

■日時：平成27年8月20日（木）～21日（金）
■会場：富山県民会館　ほか5会場
■参加人数：約1,030名

　本大会は毎年、全国各地の現職・退職教員等の会員が参加して開催し、本県で

は、12年ぶりの開催となりました。今回は、大会主題「人間性豊かで創造性に富

み、たくましく生き抜く日本人の育成」を掲げ、一日目の「青年教師の会」では、

若手教員72名が参加し、本県の実践発表をもとに熱心な研究協議と、親睦を図る交

流会が行われました。

　二日目には、開会式後、高志の国文学館館長中西進先生の記念講演、南砺平高等

学校のアトラクション、そして、「教育課程」等の十の分科会では、実践発表をも

とに、5～6人の小グループに分かれ活発な情報交換が展開されました。この大会

が、明日からの活力ある実践に繋がることを念願しています。

3 第32回和漢医薬学会学術大会

■日時：平成27年8月22日（土）～23日（日）
■会場：富山国際会議場
■参加人数：600名

　第32回和漢医薬学会学術大会は、「和漢薬の作用機序・臨床効果」をテーマとし

て、医師、薬剤師と和漢薬の研究者が臨床研究や基礎研究の成果を発表する学会と

して富山で開催されました。　　　　　　　　

　学会では、多数の企画プログラムと一般演題約100題の発表が行われました。学会

への参加者は、東京等の大都市を含めた会員数が714名ですが、会員外の方を含め

600名の方々の参加がありました。また、市民講座と薬剤師講座を開催して、それぞ

れ約200名の参加を得て、和漢薬の理解を深めていただく社会貢献の活動も行いまし

た。富山で開催するにあたり、多大な協力を頂き、会員が十分に参加に値する学会

となり、盛会となりました。

コンベンションコンベンションコンベンション

ほんかんひら や だて

開催
期日

        

7/10
Fri

7/9
Thu

2015

富山市大手町1-2　TEL.076－424－5931
富山国際会議場大会会場

●バスで約5分/城址公園前下車
　徒歩3分
●市内電車（セントラム）で約7分/
　国際会議場前下車　徒歩0分
●徒歩約15分
●タクシーで約20分
●空港連絡バスで約25分/
　総曲輪下車　徒歩2分

J
R
富
山
駅
よ
り
富
山
空
港
よ
り

富山国際会議場

JR富山駅

（小集団改善活動）

全国の企業・組織から様々な業種・職種の事例発表があり、
各分野での改善ベストプラクティス発表会です！！

山
ＱＣサークル活動（小集団改善活動）により、
日本の“ものづくり・サービス”の
ダントツ化を図ろう！
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ＱＣサークル活動（小集団改善活動）により、
日本の“ものづくり・サービス”の
ダントツ化を図ろう！

大
会
テ
ー
マ

海からの立山連峰

QCサークル全国大会第5710回富

※プログラム・時間は変更になる場合があります。

5月23日（木）

5月24日（金）

7月9日（木）

7月10日（金）

大会

1日目

大会

 2日目
体験事例発表（6会場）　
休憩
支部推薦 優秀改善事例招待発表（2件）
休憩
ＱＣサークル感動賞表彰式
閉会・昼食
事業所見学交流会・産業見学会（希望参加）
※見学先への移動時間含む

開場・受付
開催挨拶：小大塚 一郎　日本科学技術連盟 専務理事・事務局長 
来賓挨拶：富山県　
休憩
講評者紹介・発表方法説明
体験事例発表（休憩含む)（6会場）
休憩
特別講演「素材とデザインで市場を拓く」
能作 克治氏　㈱能作 代表取締役社長
大会2日目の案内

■ 大会プログラム

12:15～  
12:30～12:45

12:45～13:00
13:00～13：05
13:05～16：35
16:35～16:45
16:45～17:45

17:45～17:50

  8:45～10:45
10:45～11:00
11:00～12:00
12:00～12:10
12：10～12：30
12:30～
12:40～

主催／QCサークル本部　一般財団法人日本科学技術連盟
後援／QCサークル北陸支部 全国QCサークル各支部
　　　富山県、富山市、富山コンベンションビューロー、（一社）富山県経営者協会、（一社）富山県機電工業会、（一社）富山県アルミ産業協会、
　　　富山県プラスチック工業会、富山新聞社、富山テレビ放送㈱

歓迎看板：JR新幹線富山駅

歓迎看板：JR新幹線富山駅

歓迎看板：富山きときと空港

第67回日本連合教育会研究大会 富山大会第67回日本連合教育会研究大会 富山大会
会期：平成27年8月20日（木）～21日（金）  会場：富山県民会館ほか
主 催：日本連合教育会 （公社）富山県教育会
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そうだ! コンベンションは富山で開こう。

今回の産業観光
コースは富山の食文化、
富山の薬を知ってもらう
のにとても良い観光の一
つだと思います。

レンタル自転車の出
し入れ、料金のことなどがよ
くわかり、試乗体験したので、
県外の方にわかりやすく伝え
られると思います。

さっそく富山市ガラス美術館を見学
でき、素晴らしいガラス作品に圧倒されまし
た。２～３時間で見て回れる観光スポットを
よく聞かれるので、次回からこちらもおすす
めできると思いました。

参加されたボランティアの方々から次のような感想をいただきました。

源ますのすしミュ
ージアム

富山市ガラス美術館
広貫堂資料館シクロシ

ティ富山

池田屋安兵衛商店

　インフォメーション業務の資質向上を目的として、 9月 7 日（月）にコンベンション・ボランティア実地研修会を行
いました。ボランティア23名が参加され、アフターコンベンションとして実際に訪れることの多い、富山市内の産業観
光施設や富山市ガラス美術館等を探訪し見識を深めました。
　午前は、県内でも有数のかまぼこの会社の一つである㈱梅かまの「梅かまミュージアムU-mei館」を見学しました。
職人による細工蒲鉾の実演を見学し、かまぼこについて様々な見解を深めることができました。また、富山の駅弁とし
て有名なます寿しを生産している㈱源の「源ますのすしミュージアム」の見学を行いました。ます寿しの歴史を学び、
職人が笹の葉を素早く並べる様子等を見学しました。
　このあと、江戸時代より続く和漢薬のお店「池田屋安兵衛商店」では丸薬製造の体験を見学し、2階にある「健康膳
薬都」にて薬膳料理を賞味しました。
　午後には、市内18ステーションで利用できる、シクロシティ富山のレンタル自転車の利用方法を西町ステーションに
おいて、詳細な説明をしていただき、実際に「広貫堂資料館」までの移動に自転車を試乗しました。
「広貫堂資料館」では、明治 9年から続く医薬品製造メーカー㈱広貫堂の売薬の歴史と製造工程の今昔を映像を観なが
ら学び、先用後利、薬の効能、昔の薬のパッケージなどについて、おもしろくわかりやすい解説をしていただきました。
　研修会の最後には、今年8月22日に開館した「TOYAMAキラリ」内にある「富山市ガラス美術館」を見学しまし
た。現代ガラスを中心とした企画展や現代ガラス美術の巨匠デイル・チフーリ氏の作品を鑑賞しました。今回の研修会
では、富山市中心街にあるコンベンション会場からも近く、県外からの参加者にお勧めできるスポットを多く視察する
ことができました。

コンベンション・ボランティア実地研修会（産業観光コース）を開催

さい く かまぼこ

ゆう めい

Ａさん Ｂさん Ｃさん

梅かまミュージアムU-mei館

H27年4月23日～30日『北極科学サミット週間2015
(Arctic Science Summit Ｗeek 2015、ASSW2015)』

H27年9月16日～18日
『日本セラミックス協会秋季シンポジウム』

H27年6月12日～14日
『第66回日本東洋医学会学術総会』

インフォメーションコーナー
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方々が参加されました。
　会期中は特別講演として地元㈱能作　代表取締役社長　能作　克治氏が「素材と
デザインで市場を拓く」と題して講演したほか、支部推薦 優秀改善事例招待発表
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2 第67回日本連合教育会研究大会富山大会

■日時：平成27年8月20日（木）～21日（金）
■会場：富山県民会館　ほか5会場
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　本大会は毎年、全国各地の現職・退職教員等の会員が参加して開催し、本県で
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主 催：日本連合教育会 （公社）富山県教育会



食の王国とやま
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.102 富山コンベンションビューロー　05

雄大で美しく、厳しさもある富山の自然と風土

風土に育まれたおいしい富山の農林水産物

高低差4,000mのダイナミックな地形

お問い合わせ

○富山県農林水産部農産食品課
〒930-8501　富山県新総曲輪1-7
TEL:076-444-3271
http://www.shoku-toyama.jp

○富山県は、標高3,000mの立山連峰か
ら海底1,000mの富山湾まで、高低差
4,000mのダイナミックな地形を有し
ています。
○雪を含めた年間の降水量は世界トッ
プクラス（5,000～6,000㎜/年）で、立
山黒部アルペンルート（雪の大谷）の
約20mの高さの巨大な雪の壁は外国
人観光客にも人気の観光スポットと
なっています。 

○ 立山連峰で生まれた豊かで清ら
かな水、扇状地からなる肥沃な
土地で生産者一人ひとりが「美
味しい・安全・安心」にこだわっ
た富山米をはじめとした農畜産
物を生産しています。
○富山湾は沿岸から一気に深くな
る特異な海底地形（あいがめ※）
をしており、対馬暖流と日本海
固有水の存在により、暖流系と
冷水系の両方の生物が生息。同
じ海域で、上の方では暖流性の
魚が、下の方では冷水性の魚が
遊泳しています（約500種の魚）。

○ 富山の多彩で新鮮な農林水産物を発掘・育成し、県内外にＰＲするとともに生産振興（産地作り、販売支援）
を推進しています。

○消費者・実需者のニーズを把握し、売れる商品づくりを支援するための展示・商談会の開催や、富山に来
て旬の味を楽しんでもらうために首都圏などでＰＲイベント等を行っています。

○富山ならではの食の
魅力を発信する県内
最大級のイベントで
す。
　内容は、とやま食の
匠の料理実演をはじ
め、県内有名料理人
の逸品料理、農家カ
フェメニューや県産
野菜・果実の販売な
どです。

会期　平成27年11月7日（土）、8日（日）
　　　各日10:00～16:00

場所　富山産業展示館（テクノホール）
　　　富山市友杉1682　
　　　※JR富山駅より無料シャトルバスあり

問い合わせ

越中とやま食の王国フェスタ
実行委員会事務局
TEL:076-444-3271

水と大地の恵み　おいしい富山の農林水産物

20ｍの高さにせまる巨大な雪の壁

ラムサール条約登録の貴重な湿原

立山に国内初の氷河

豊富な水が流れる扇状地

立山連峰  3,000m

降水・降雪

扇状地

雪を含めた降水量は世界トップクラス（5,000～6,000㎜/年）

河川水

伏流水

真水

海底 ー1,000m

富　山　湾

海底から真水が湧き出す
１万年前の海底林が現存

真水

高低差4,000m

富山の農畜産物

さといも ねぎ 富山米

ジャンボスイカ 梨 とやまポーク

「富山湾の王者」
ブリ

「富山湾の宝石」
シロエビ

「富山湾の神秘」
ホタルイカ

バイガイ ベニズワイガニ

美味しい水（雪解け水、伏流水、湧
水）が農地（水田）を潤す

富山湾（表層水（雪解け水）、対馬
暖流、日本海固有水（深層水）：あ
いがめ※）

富山のさかな

とやまの食のブランド化に向けた取り組み

越中とやま食の王国フェスタ2015～秋の陣～

園芸等の産地づくりの推進 市場や量販店のニーズに
対応できる商品づくり

首都圏のバイヤー等とのマッチング 首都圏等への発信・ＰＲ

そ
だ
て
る

ひ
ろ
げ
る

つ
な
げ
る

よ
び
こ
む

県産品

○JAの1億円産地づくりを支援
・販売額 ［H21］4. 8億円→［H26］8.1億円

○「とやまの食」展示・商談会の開催
・首都圏のホテル、レストランのシェフ等を
　招へい
・富山の食材の紹介と生産者とのマッチング

○首都圏等への富山米のPR
・消費者を対象としたＰＲイベント
・スーパー等での販売促進キャンペーン
・とやま米ファンクラブを通した通信販売

量販店と連携した販路拡大
○ねぎたん
・フィルム包装を活用
　したPR
○黒大豆えだまめ
・麦跡の活用など
　出荷期間の拡大
　（7/上旬～9/下旬）

軽トラックでの県産野菜・果実の販売

　

1日農家カフェ 県内有名料理人による料理企画

食材の活用方法の紹介
あいがめ

県内の河川及び全国名水百選

※あいがめ（藍瓶）：岸から急に深くなって海の青さが濃く藍色をしている。
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そうだ！コンベンションは富山で開こう。

健康まめ知識

06　とやま夢大陸　vol.102

秋の実り、きのこをたっぷり食べて
体の中から生き生きアンチエイジング！

　収穫の秋。スーパーにはいろんな種類のきのこが並ん
でいます。最近は一年中食べられるきのこも多いですが、
旬は秋。味がのっておいしくなるこの季節にたくさんいた
だきたいと思います。
　きのこの成分は野菜に似ていますが、食物繊維、ビタミ
ンＢ類、ビタミンＤ、カリウムなどの栄養素を豊富に含ん
だ低カロリー食品です。食物繊維は便通を改善、カリウム
は塩分の摂りすぎを抑えてくれるそうです。
　きのこの代表選手といえばしいたけ。老化を防止するグ
ルタミン酸や免疫力を高めるビタミンＤ、そしてコルステ
ロールの沈着を防ぐフィトステリンという成分も含まれて
いるので、生活習慣病の予防にぴったりです。特に干しし
いたけは栄養価が高いので、鍋料理などに積極的に使う
とよいでしょう。
　美肌効果が期待できるのはまいたけです。肌荒れを防
ぐビタミンＢ2、肌の潤いを保つトレハロースなどが含まれ
ています。他にも糖尿病や高脂血症などの改善予防、ダイ
エットにも効果があります。

　続いてなめこ。あの独特なぬめりはムチンという栄養素
で、食物の吸収をよくしたり、腸内で働いて血糖値の上昇
を抑えたりしてくれます。調理の前、水で洗い過ぎるとムチ
ンが流れてしまうので手早く済ませるようにしましょう。
　そしてエリンギ。クセのない味なので和洋中、幅広い料
理に使われます。エリンギの抽出物は、中性脂肪の吸収を
抑える働きがあるとされ、肌荒れを防ぐビタミンＢ2やむく
みを解消するカリウムも含まれています。
　旬のきのこは香りも食感もよいので、いろんな料理で楽
しめますが、今の季節なら採れたてのきのこを使ったスー
プはいかがでしょう。
例えば数種類のきのこ
と豆腐を少量の油で炒
めてからコトコトと煮込
む。これならスープに溶
け出した栄養成分も全
部摂取できますね！

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

　日本の経済活動を同一時点で網羅的に把握するために、平成21年に創設された「経済
センサス」について、平成26年基礎調査の速報集計結果が平成27年6月末に公表されまし
た。ここでは、平成26年基礎調査の速報集計結果を基に、過去2回の平成21年基礎調査、
平成24年活動調査の集計結果と比較しました。

経済センサスについて（平成26年経済センサス－基礎調査の速報集計結果から）経済センサスについて（平成26年経済センサス－基礎調査の速報集計結果から）

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

○民営事業所数の推移　

○産業別事業所数割合の推移

（単位：事業所）

富山県

全　国

事業所数
前回比（%）
事業所数
前回比（%）

平成21年 平成24年
全産業事業所数

平成26年
58,021

－　　　
5,886,193
－　　　

53,524
▲ 7.75%
5,453,635
▲ 7.35%

52,795
▲ 1.36%
5,442,764
▲ 0.20%

　事業所数を産業別にみると、平成26年で最も事業所数が多い産
業は「卸売業、小売業」で14,497事業所と全体の27.46％を占めます。
これに「建設業」、「宿泊業、飲食サービス業」が続き、これらで全体
の約50％を占めています。全国では「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲
食サービス業」、「建設業」の順で、富山県と若干傾向が違います。

○民営事業所の従業者数の推移

○産業別民営事業所の従業者数割合の推移

（単位：人）

富山県

全　国

区分 区分

事業所数
前回比（%）
事業所数
前回比（%）

平成21年 平成24年
全産業従業者数

平成26年
534,034
－　　　
58,442,129
－　　　

507,159
▲ 5.03%
55,837,252
▲ 4.46%

520,655
2.66%

58,003,300
3.88%

　従業者数を産業別にみると、平成26年で最も従業者数が多い産
業は「製造業」で130,796人と全体の1/4を超える25.12％を占めてお
り、「ものづくり県」としての特徴がうかがえます。一方、全国では、
「卸売業、小売業」の割合が最も多く、続いて、「製造業」、「医療、福
祉」の順となっています。

■製造業　　■卸売業・小売業　　■医療・福祉　　■建設業　　■その他■卸売業、小売業　■建設業　■宿泊業・飲食サービス業　■製造業　■その他

全　国（H26）
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富山県(H21)
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15.74 21.44 12.73 6.52 43.57

25.12 19.39 11.67 8.08 35.74

25.76 18.85 10.30 8.46 36.63

24.60 19.80 9.29 9.01 37.31

25.97 9.27 12.90 8.48 43.38

27.46 11.40 10.83 9.72 40.59

27.36 11.79 10.62 10.24 39.99

28.66 12.17 10.89 9.69 38.59
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蔵元の苗字にちなんだ銘酒「満寿泉」。
新鮮な山海の幸に恵まれた富山の食材に
負けないよう、きれいで旨みに満ちた
地酒を、日本酒愛好家にお届けします。

新しく誕生した富山銘菓「中餅（あ
たるもち）」は、富山県産の米と里
芋を使った滋味ゆたかな、もっちも
ちとした生地の食感と風味です。
あっさりとした自家製粒あんと相性
は抜群です。お土産にも、自家用に
もおススメの逸品です。

「満寿泉」 富山銘菓「中餅」
あたるもちま　す いずみ

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。

豪農の館 内山邸（富山県民会館分館）国登録有形文化財

富山県内の博物館・美術館など

〒930-2211 　富山県富山市宮尾903番地　TEL 076-432-4567　FAX 076-432-4566　E-mail uchiyama-b@po4.nsk.ne.jp
●開館時間　午前9時～午後4時　●見学料　一般（大学生含む）200円、児童・生徒は無料　●休館日　毎週火曜日及び年末年始
●団体割引　30名以上10％引き、100名以上20％引　●アクセス／富山駅から車で約10分、北陸自動車道富山西ICから車で約20分、北陸自動
車道富山ICから車で約30分

D A T A

株式会社中尾清月堂
富山県高岡市宮田町2-1
TEL 0766-25-0514　FAX 0766-26-0514

株式会社　桝田酒造店
富山市東岩瀬町269番地　
TEL 076-437-9916　FAX 076-438-6763

51 52

「内山邸」は、越中の豪農であった内山家の邸宅、庭園等を昭和52年に内山家から富
山県へ譲渡されたものです。現在の主屋の大部分は、幕末の慶応4年（1868年）の建
物で、富山藩時代の十村役（大庄屋）の特色を遺しております。館内は、明治時代の書
の巨匠の作品等を展示しており、当時の繁栄ぶりが偲ばれます。庭園では、多種類の
庭木、名石等を配し、梅（約60本）、桜、紅葉、雪吊りなど四季折々の風情をお楽しみい
ただけます。また、かつてあった黒漆喰仕上げの土蔵造りの建物「柳原文庫」も復原さ
れ、更に見どころが増えておりますので、皆様のご来館をお待ちいたしております。

富山市ガラス美術館

〒930-0062　富山県富山市西町5番1号　TEL 076-461-3100　FAX 076-461-3310
E-mail bijutsukan-01@city.toyama.lg.jp　www.toyama-glass-art-museum.jp
●開館時間　9時30分から18時（金・土曜は20時まで・入館は閉館時間30分前まで）　●観覧料　一般・大学生（常設展）　200円（160円）
※（　）内は20名以上の団体、その他無料の該当者あり　●休館日　第1、第3水曜日、年末年始（休館日が祝日の場合はその翌日）※企画展は休
館日が異なる場合があります。その他臨時休館あり　●アクセス／富山駅から市内電車環状線グランドプラザ前下車、徒歩約2分、富山駅から
市内電車南富山駅前行き西町下車、徒歩1分、北陸自動車道富山I.Cから車で約20分。※専用駐車場はありません。

D A T A

「ガラスの街とやま」を目指したまちづくりの集大成として、平成27年8月22日（土）に富山市ガラス美術館が
開館しました。本美術館は複合施設「TOYAMA キラリ」内に整備され、文化芸術の拠点としてだけでなく、まち
なかの新たな魅力創出を担っています。建物は、世界的な建築家の隈研吾氏が設計を手掛け、御影石、ガラス、ア
ルミの異なる素材を組み合わせ、表情豊かな立山連峰を彷彿とさせる外観となっています。建物内部は富山県
産材のルーバー（羽板）を活用した温もりのある開放的な空間となっています。本美術館は、常設展として、富山
市所蔵の現代ガラス美術作品を展示するコレクション展をはじめ、6階「グラス・アート・ガーデン」には、現代
ガラス美術の巨匠デイル・チフーリ氏の工房が制作したインスタレーション（空間芸術）作品を展示しています。

高岡御車山会館
みくるまやま

〒933-0928　富山県高岡市守山町47-1　TEL 0766-30-2497　FAX 0766-30-2498　http://mikurumayama-kaikan.jp/
●開館時間　午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）　●有料ゾーン観覧料　一般（高校生以上）300円　中学生以下は無料　
●休館日　火曜日（火曜が祝日のときは翌平日）、年末年始　●アクセス／北陸新幹線　新高岡駅からバスで約20分、あいの風とやま鉄道高岡
駅から徒歩12分、能越自動車道高岡ICから車で約10分

D A T A

高岡市では5月1日に高岡御車山祭が行われます。この祭りは約400年の伝統を持ち、御車山7基
が一定の順路で市内中心部を巡行します。御車山7基は国の重要有形民俗文化財に、祭り自体は
重要無形民俗文化財に指定されています。高岡御車山会館は、祭りの魅力を一年中、肌で感じても
らうために平成27年4月に誕生しました。館内では御車山を1基ずつ4ヶ月交代で実物展示してい
きます。また、御車山の歴史や文化、施された工芸技術について映像や体験コーナーなどを組み合
わせながら分かりやすく解説しています。大人も子どもも楽しめる会館に、ぜひご来館ください。

デイル・チフーリ《トヤマ・ミルフィオリ》
2015年, H280×W940×D580cm, 
富山市ガラス美術館所蔵

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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秋の実り、きのこをたっぷり食べて
体の中から生き生きアンチエイジング！

　収穫の秋。スーパーにはいろんな種類のきのこが並ん
でいます。最近は一年中食べられるきのこも多いですが、
旬は秋。味がのっておいしくなるこの季節にたくさんいた
だきたいと思います。
　きのこの成分は野菜に似ていますが、食物繊維、ビタミ
ンＢ類、ビタミンＤ、カリウムなどの栄養素を豊富に含ん
だ低カロリー食品です。食物繊維は便通を改善、カリウム
は塩分の摂りすぎを抑えてくれるそうです。
　きのこの代表選手といえばしいたけ。老化を防止するグ
ルタミン酸や免疫力を高めるビタミンＤ、そしてコルステ
ロールの沈着を防ぐフィトステリンという成分も含まれて
いるので、生活習慣病の予防にぴったりです。特に干しし
いたけは栄養価が高いので、鍋料理などに積極的に使う
とよいでしょう。
　美肌効果が期待できるのはまいたけです。肌荒れを防
ぐビタミンＢ2、肌の潤いを保つトレハロースなどが含まれ
ています。他にも糖尿病や高脂血症などの改善予防、ダイ
エットにも効果があります。

　続いてなめこ。あの独特なぬめりはムチンという栄養素
で、食物の吸収をよくしたり、腸内で働いて血糖値の上昇
を抑えたりしてくれます。調理の前、水で洗い過ぎるとムチ
ンが流れてしまうので手早く済ませるようにしましょう。
　そしてエリンギ。クセのない味なので和洋中、幅広い料
理に使われます。エリンギの抽出物は、中性脂肪の吸収を
抑える働きがあるとされ、肌荒れを防ぐビタミンＢ2やむく
みを解消するカリウムも含まれています。
　旬のきのこは香りも食感もよいので、いろんな料理で楽
しめますが、今の季節なら採れたてのきのこを使ったスー
プはいかがでしょう。
例えば数種類のきのこ
と豆腐を少量の油で炒
めてからコトコトと煮込
む。これならスープに溶
け出した栄養成分も全
部摂取できますね！

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

　日本の経済活動を同一時点で網羅的に把握するために、平成21年に創設された「経済
センサス」について、平成26年基礎調査の速報集計結果が平成27年6月末に公表されまし
た。ここでは、平成26年基礎調査の速報集計結果を基に、過去2回の平成21年基礎調査、
平成24年活動調査の集計結果と比較しました。

経済センサスについて（平成26年経済センサス－基礎調査の速報集計結果から）経済センサスについて（平成26年経済センサス－基礎調査の速報集計結果から）

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

○民営事業所数の推移　

○産業別事業所数割合の推移

（単位：事業所）

富山県

全　国

事業所数
前回比（%）
事業所数
前回比（%）

平成21年 平成24年
全産業事業所数

平成26年
58,021

－　　　
5,886,193
－　　　

53,524
▲ 7.75%
5,453,635
▲ 7.35%

52,795
▲ 1.36%
5,442,764
▲ 0.20%

　事業所数を産業別にみると、平成26年で最も事業所数が多い産
業は「卸売業、小売業」で14,497事業所と全体の27.46％を占めます。
これに「建設業」、「宿泊業、飲食サービス業」が続き、これらで全体
の約50％を占めています。全国では「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲
食サービス業」、「建設業」の順で、富山県と若干傾向が違います。

○民営事業所の従業者数の推移

○産業別民営事業所の従業者数割合の推移

（単位：人）

富山県

全　国

区分 区分

事業所数
前回比（%）
事業所数
前回比（%）

平成21年 平成24年
全産業従業者数

平成26年
534,034
－　　　
58,442,129
－　　　

507,159
▲ 5.03%
55,837,252
▲ 4.46%

520,655
2.66%

58,003,300
3.88%

　従業者数を産業別にみると、平成26年で最も従業者数が多い産
業は「製造業」で130,796人と全体の1/4を超える25.12％を占めてお
り、「ものづくり県」としての特徴がうかがえます。一方、全国では、
「卸売業、小売業」の割合が最も多く、続いて、「製造業」、「医療、福
祉」の順となっています。

■製造業　　■卸売業・小売業　　■医療・福祉　　■建設業　　■その他■卸売業、小売業　■建設業　■宿泊業・飲食サービス業　■製造業　■その他

全　国（H26）
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25.97 9.27 12.90 8.48 43.38

27.46 11.40 10.83 9.72 40.59

27.36 11.79 10.62 10.24 39.99

28.66 12.17 10.89 9.69 38.59
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（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。

　今回の「食の王国とやま」は、富山県の風土に育まれたおいしい富山の農林水産物の紹介や生
産振興などを取り上げてみました。この秋は、ぜひ富山にご来県いただき、富山の旬の味を楽し
まれてはいかがでしょう。

編集後記

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

１０

　月

１０
月

第４２回技術士全国大会（北陸・富山）
富山国際会議場　［６００人］

１ 
～４

ISOM’１５－光メモリ国際シンポジュウム２０１５－
富山国際会議場　［１８０人］

４
～８

第１６回中部臨床工学会
富山市民プラザ　［２３０人］

７
～８

第３２回伝統的工芸品月間国民会議全国大会 富山大会
高岡市民会館　［８００人］

５

第２７回日本脳循環代謝学会総会
富山国際会議場　［５００人］

２９
～３１

SE４ALLフォーラム
富山国際会議場　［５００人］

２８

第４６回日本看護学会－ヘルスプロモーション－学術集会
富山県民会館　［１，０００人］

６
～７

ファザーリング全国フォーラム in とやま
富山県民共生センター　［２，０００人］

６
～７

第２８回マイクロプロセス・ナノテクノロジー
国際会議（MNC ２０１５）
富山国際会議場　［５００人］

１０
～１３

（一社）日本環境保全協会 一般廃棄物適正処理推進大会
ANAクラウンプラザホテル富山　［２００人］

２０
～２１

電子情報通信学会HCGシンポジウム
富山国際会議場　［２００人］

１６
～１８

第７回地域共生ホーム全国セミナー in とやま
富山国際会議場　［８００人］

２８
～２９

第９回全国校区・小地域福祉活動サミット in くろべ
黒部市宇奈月国際会館「セレネ」　［１，０００人］

２６
～２７

医療における心理学の広がりを考えるシンポジウム
富山大学黒田講堂　［２５０人］

２３

第５８回全国すし連富山大会
富山県民会館　ほか　［８００人］

５
～８

第４１回全日本教育工学研究協議会全国大会 富山大会
富山県民会館　ほか　［１，０００人］

９
～１１

JSST２０１５－日本シミュレーション学会
第３４回年次総会国際会議ー
富山国際会議場　［２００人］

１２
～１４

第２４回プレストレストコンクリートの
発展に関するシンポジウム
富山県民会館　［６００人］

２２
～２３

第４５回全国ろうあ女性集会 in とやま
富山国際会議場　ほか　［５００人］

２３
～２５

第３５回全国豊かな海づくり大会～富山大会～
高周波文化ホール・海王丸パーク　ほか　［１，８００人］

２４
～２５

第８５回マリンエンジニアリング学術講演会
富山国際会議場　［２４０人］

２６
～２８

第５回「環境未来都市」構想推進国際フォーラム
富山国際会議場　［５００人］

２７

第３０回 日本整形外科学会基礎学術集会
富山国際会議場　ほか　［２，０１０人］

２２
～２３

平成２７年度 第８４回全国民生委員児童委員大会 
富山市総合体育館　ほか　［３，５００人］

１５
～１６

１２
月

１１

　月

I N F O R M A T I O N

役立つ特典がいっぱいですので、是非、ご入会ください。
【年会費】法人3口（3万円）以上　個人1口（1万円）以上
【特　典】
❶「コンベンション・スケジュール」の提供：コンベンション
開催情報を、直近から数年先まで収集し、Ａ４版にまと
めた冊子を年２回お届けします。
❷「食べ飲みマップ」に掲載：飲食店など会員のお店を掲載
した「食べ飲みマップ」をコンベンション参加者などに配

布、ホームページで紹介します。
❸機関紙「とやま夢大陸」の提供：年4回発行。ビックコン
ベンションの内容や県内の情報がタイムリーに入手でき
ます。
❹「賛助会員交流セミナー」の開催：一流講師を招いてコン
ベンションセミナーを開催します。

　お問い合わせ

（公財）富山コンベンションビューロー
TEL：076-421-3300　URL：http://www.cap.or.jp/̃tcb/

賛助会員募集中！

コンベンション・カレンダー

秋風が立ち、野山が色鮮やかに染まる季節となりました。

october
10月11月

november
12月

december


