
第54回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会

平成30年11月1日（木）　参加予定者：800名
富山国際会議場 3階メインホール
　陸上貨物運送事業労働災害防止協会の会員事業場が一堂
に会し、①労働災害防止の意識の高揚を図り、その決意を新た
にするとともに、②労働災害防止の取り組みについて学ぶため
に、毎年、全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会（全国大
会）を開催しています。
　今年の全国大会は、富山市の上記会場で開催します。
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◎開催日時：平成 30年 11月 1日(木) 13：30～17：00（開場 12：00） 
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コンベンションコンベンションコンベンション コンベンション開催報告

■日時：平成30年6月22日（金）～23日（土）
■会場：富山県民会館・富山国際会議場
■参加人数：約1800名
■会長：中野　徹 （一般社団法人日本言語聴覚士協会　理事/富山赤十字病院リハビリテーション科）

　41回目を迎える全国学校図書館研究大会が８月８日から10日までの３日間、富山県民
会館、ウイング・ウイング高岡の２会場において開催されました。２年に一度開かれるこの
大会には、小学校・中学校・高等学校・大学の学校図書館に関係する教職員が参加し、
今回の富山・高岡大会では県内外から1300人を超える参加者がありました。
　「これからの学校をデザインする」をテーマに138の分科会が設定されました。その内
容も、言語学者の金田一秀穂先生や今年国際アンデルセン賞を受賞された角野栄子さん
（代表作『魔女の宅急便』）などの人気作家・写真家の講演、講義、報告、シンポジウム、
ワークショップ、実践発表、研究討議、学校図書館視察と幅広く、参加者の期待に応えら
れるものでした。今後の学校図書館運営に生かされるヒントを得る有意義な大会となりま
した。

■日時：2018 年8月1日（水）～4日（土）
　　　　8月5日（日）は市民講座を開催
■会場：富山国際会議場・ANAクラウンプラザホテル富山
■参加人数：約1,400名

　2018年8月1日（水）から4日（土）の4日間に渡り、2018 年電磁波工学研究の進歩に関す
る国際会議（PIERS 2018 Toyama）が開催されました。この度の国際会議では、「マイク
ロ波・光波コミュニティの協働：富山から世界への最先端の研究成果の発信」をメイン
テーマとし、国内外から約1,400名の参加者が光・電磁波分野に関する基礎理論から応
用・関連技術に至る最新の研究発表および情報交換を行いました。会期中には、花火大
会・とやま祭りが開催されており、参加者の皆さんには、研究発表や討論だけでなく「富
山の夏」を満喫していただくことができ、非常に充実した国際会議となりました。
　また、8月5日（日）に一般の方を対象とした市民公開講座「光・電磁波関連技術の現状
と将来 －電磁波技術がもたらす未来－」を開催し、多数の皆様にご参加いただきました。

　第19回言語聴覚学会は、全国の言語聴覚士（ST:Speech-language-hearingtherapist）
が毎年開催する学術集会です。言語聴覚士が専門的に対応する障害は、失語症や認知症
をはじめとした高次脳機能障害、摂食・嚥下障害、構音障害、発達障害、聴覚障害等々多
岐にわたります。対象者の年代も新生児から高齢者まで広範囲です。これらの障害に対し
て、評価・訓練・指導・援助などを行っています。
　本学会では、各種講演やシンポジウム、セミナーなどの他、研究成果（口頭演題・ポス
ター演題）の報告など一般演題が約400題発表されました。
　また、23日（土）の午後には一般市民の方にも参加いただける市民公開講座（無料）も企画しました。ご自身も子どもの頃、
注意欠陥・多動性障害（ADHD）であったと公表されている発達障害の専門医である星野仁彦先生（福島学院大学　副学
長）から「発達障害児・者の家庭、学校、職場でのトータルサポート-幼児期・学童期・思春期・成人までの学校適応、二次障
害の予防、就労支援-」というテーマでご講演していただきました。全国から参加された先生方からは、「学会の企画内容も素
晴らしかったし、富山の食の文化の奥深さに感動しました。また富山コンベンションビューローからのサポートにおもてなしの
富山が心に残る学会でした。」など数多くの喜びの声が寄せられました。

■日時：平成30年8月8日(水) ～ 10日(金)
■会場：富山県民会館・ウイング・ウイング高岡
■参加人数：1,300名

1 第19回日本言語聴覚学会

2 2018 Progress In Electromagnetics Research Symposium（PIERS 2018 Toyama）

3 第41回全国学校図書館研究大会 富山・高岡大会

歓迎看板：富山駅

歓迎看板：富山きときと空港

歓迎看板：富山駅

第41回全国学校図書館研究大会（富山・高岡大会）第41回全国学校図書館研究大会（富山・高岡大会）
主催：公益社団法人全国学校図書館協議会・富山県学校図書館協議会  共催：富山県教育委員会・富山市教育委員会・高岡市教育委員会

会期：平成30年8月8日㈬～10日㈮  会場：富山県民会館・ウイング・ウイング高岡

主催：一般社団法人 日本言語聴覚士協会

第19回日本言語聴覚学会/平成30年度 第1回全国研修会第19回日本言語聴覚学会/平成30年度 第1回全国研修会
会期：平成30年6月22日㈮～24日㈰ 会場：富山県民会館・富山国際会議場
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コンベンション・ボランティア研修会
　当財団では、富山県内で開催されるコンベンションの会場において、海外・県外参加者からの多様なお
問合せに対して適切に対応できるよう、ボランティアの資質向上を図るため、毎年研修会を開催しており
ます。7月21日（土）に開催した研修会には、ボランティア27名が参加。インフォメーション業務やアシス
タント業務に必要な知識や技能、おもてなしの心得などを学びました。
 
　最初に、富山県観光・交通・地域振興局観光推進室国際観光課課長補佐の長崎正道氏より、「富山県の
訪日誘客の取り組み現場から」と題してご講演いただき、富山県におけるインバウンドマーケットの重要
性について、また外国人観光客が富山にどんなことを期待しているのかについて、学びを深めました。
　次に、富山県ます寿し協同組合加盟の「鱒寿し本舗千歳」五代目店主の大郷磨氏より、ます寿しの歴史
等に関するご講義の後、参加者全員で11種類のます寿しの食べ比べを行い、酸味・レア感・塩み・甘み・
押しの程度を示す「味わいチャート」を完成させました。
　最後に、富山市立富山外国語専門学校講師の湯口千鶴子氏より、「おもてなし英語レッスン」と題して、
コンベンション現場での受付業務やクローク業務などで想定される対話練習や、観光案内デスクにてコン
ベンションタクシーをご紹介するフレーズなどを練習しました。

　参加者の皆さんからは、「富山の魅力をいかに伝え誘客を増やすか有意義な講義が聴けた。」「ます寿
しの食べ比べは初めての体験。お店によってこんなにも味が違うということを今まで知らなかった。」
「役立つ英語フレーズをテンポよく楽しく学べた。」というような感想をいただきました。
　8/1～8/4まで開催された国際会議PIERS2018の直前に行った本研修会は、実践ですぐに使える内容盛り
だくさんの実りのある研修会となりました！

マーケティング機能高度化支援事業
　観光庁が平成30年度の新規事業として公募していた、国際会議の誘致・開催に関するマーケティング機
能の更なる強化・高度化を目的とする「マーケティング機能高度化支援事業」（グローバルMICE都市以
外対象）に、富山県が支援対象自治体として選定されました。（公財）富山コンベンションビューローで
は、富山県とともに、海外の有識者によるトレーニングやコンサルテーションを通じて、更なる機能高度
化をめざし、国際会議誘致活動に邁進してまいります！

そうだ! コンベンションは富山で開こう。

～東京セッション（2018.08.17）～ ～海外の有識者による第1回都市訪問（2018.08.21-22）～
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平成29年度コンベンション開催状況

　当ビューローでは、約700の機関・団体等の協力を得て、平成29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の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、296件（対前年度比109.6%）で、参加者総数は93,741人（同101.8%）となり、件

数・参加者数とも過去最多となりました。

　また、全国規模の大会は163件（同109.4%）、国際規模の大会は42件（同131.3%）といずれも過去最多となりました。

　これは、「第68回全国植樹祭とやま2017」や「第51回全国保育士会研究大会」などの全国レベルの大規模コンベン

ションの開催があったこと、また「国際歯科審美学会第10回世界大会」や「LPM2017第18回レーザ精密微細加工国際

シンポジウム」などの大型の国際会議の開催があったことによるものです。

～件数・参加者数とも過去最多～

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。

　今号で紹介した観光庁の「マーケティング機能高度化支援事業」の一環として「MICEブランド構築ワークショップ」が8月に開催さ
れましたが、富山の食、自然、産業、交通アクセス等、富山の魅力や特色をあらためて再確認する貴重な機会となりました。今後も、コン
ベンションに関わる関係機関等と連携を図りながら、富山のブランドイメージの向上とPRに努めてまいります。

編集後記

１０

　月

INTERPRAEVENT International 
Symposium ２０１８ in the Pacific Rim
富山国際会議場　［４００人］

１
～４

１１
～１２

第４６回東海・北陸地区公立学校教頭会研究大会「富山大会」
富山市芸術文化ホール　ほか　［１，２２０人］

第３９回（平成３０年度）作業環境測定研究発表会
日測協ワークショップ
富山国際会議場　［３５０人］

１３
～１６

NPO法人日本リハビリテーション看護学会
第３０回学術大会
富山国際会議場　［８００人］

２３
～２４

第１１回中部放射線医療技術学術大会
富山国際会議場　［５００人］

１７
～１８

計測自動制御学会 システム・情報部門
学術講演会２０１８
富山国際会議場　［３２０人］

２５
～２７

とやまITフェア２０１８
富山国際会議場　［７００人］

２１

第１６回全国児童発達支援施設運営協議会
富山国際会議場　ほか　［３００人］

３
～４

SCIS & ISIS２０１８
富山国際会議場　［３００人］

５
～８

第３１回全国健康福祉祭とやま大会
（ねんりんピック富山２０１８）シンポジウム
富山市芸術文化ホール　［１，５００人］

６

第３１回全国健康福祉祭とやま大会
（ねんりんピック富山２０１８）総合閉会式
富山市芸術文化ホール　［１，５００人］

６

第３２回国立大学附属病院医療安全管理協議会総会
富山国際会議場　［４１０人］

８
～９

とやま国際こども美術展２０１８
富山県教育文化会館　［１，７１０人］

１１
第５４回中部地区私学教育研修会
富山国際会議場　富山県民会館　ほか　［６００人］

１８
～１９

１８
～２１

第１３回３Ｒ推進全国大会
富山国際会議場　［３００人］

１２

第４回日本救護救急学会学術集会・
国際マラソン救護コングレス
富山大学　［３００人］

第６４７回建設技術講習会
タワー１１１　［３５０人］

２４
～２６

熱工学コンファレンス２０１８
富山大学五福キャンパス　［３００人］

２０
～２１

国際ロータリー第２６１０地区２０１８－２０１９年度地区大会
富山国際会議場　ANAクラウンプラザホテル富山　［１，６００人］

２７
～２８

第６５回材料と環境シンポジウム
富山国際会議場　ANAクラウンプラザホテル富山　［３３０人］

２９～
１１/１

第５４回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会
富山国際会議場　［８００人］

１

第３１回全国健康福祉祭とやま大会
（ねんりんピック富山２０１８）総合開会式
富山県総合運動公園陸上競技場　［２０，０００人］

３
１２

　月

１１

　月

１１

　月

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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