
第28回日本高齢者大会2014 in 富山

平成26年9月12日（金）～13日（土）　参加予定者  5,000人
富山大学五福キャンパス、富山市総合体育館

「まちから村からの連帯で、ひとりぼっちの高齢者をなくそう」と全国か
ら集まり、学習・交流を行います。今年で28回を迎えますが富山では初
めての開催です。
「万葉集と大伴家持」「映画に描く富山の魅力（本木克英映画監督）」
など、富山の文化、歴史にふれていただく企画も予定しております。
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　今回の「水の大国とやま」は県内に点在する名水の紹介や名水がもたらす地域の生活など取り上げてみました。この夏は、
ぜひ富山にご来県いただき、富山の名水めぐりをされてはいかがでしょう。

編集後記

I N F O R M A T I O N

平成26年度理事会・評議員会開催
　第１回理事会及び評議員会並びに第２回理事会及び評議員会が開催され、平成２５年度事業報告及び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　　理　事　　渋谷　克人（富山県観光・地域振興局長）
　　　　　　　　　　三ツ塚哲二（㈱北陸銀行取締役専務執行役員）
　　　　　監　事　　島崎　慎一（富山県会計管理者）

評議員　　八幡　俊彦（富山市商工労働部長）
　　　　　黒木　克昌（高岡市産業振興部長）
　　　　　林　　高好（黒部市産業経済部長）

空き時間に
タクシーで観光を！！

コンベンションタクシーの使い方
お客様が（公財）富山コンベンションビューロー
から半額利用券を入手（お一人様1枚まで）

半額利用券に掲載してある宿泊地のタクシー事業者に
電話でお申込み

タクシーで観光（富山県内のみ）したのち、ドライバー
に半額利用券を渡し、半額分の料金をお支払い

グルメぐりクーポンの使い方

富山名物＆ます寿しと交換できるクーポンつき

路面電車1日乗り放題券と
富山名物＆ます寿しクーポンが
セットになったお得なキップ。

2時間コース

3時間コース

4時間コース

6時間コース

￥12,600

　￥6,300

￥18,900

　￥9,450

￥25,200

　￥12,600

￥37,800

　￥18,900

￥14,200

　￥7,100

￥21,300

　￥10,650

￥28,400

　￥14,200

￥42,600

　￥21,300

￥18,600

　￥9,300

￥27,900

　￥13,950

￥37,200

　￥18,600

￥55,800

　￥27,900

小型（1～4人） 中型（4人） ジャンボ（5～9人）

○半額になるのはタクシー料金のみです。有料道路や駐車場の料金は半額になりません。
○お客様に自由な観光をお楽しみいただくため、対象になる観光地は限定しておりません
が、居酒屋やカラオケ、コンビニエンスストアに行くなどの際のご利用はご遠慮ください。

○コンベンションタクシーが利用できるのは、富山県内のみです。

　一部でも富山県外を走る場合は利用できません。

【ご参考】時間制タクシー料金の例

お得な

観光ルートは自由！
金額に上限もありません

タクシー料金が半額に！！

コンベンションタクシーのご案内

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。

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
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【販売所】
電鉄富山駅、南富山駅、富山地鉄乗車券センター

【お問い合せ先】
富山地方鉄道㈱南富山運転区 TEL 076-421-2631
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コンベンション開催報告

1 ICEP2014

■日時：平成26年4月23日（水）～25日（金）
■会場：富山国際会議場
■参加人数：362名

　エレクトロニクス実装学会主催の、日本最大の電子機器実装に特化した国際会議

ICEP2014が、富山国際会議場にて開催されました。これまで、東京や大阪など大都

市で行われていた会議でしたが、地方都市では初めて富山の開催となりました。台

湾や韓国などから富山への直通便があることなど、交通の便の良さが功を奏し、大

都市開催と遜色のない参加者となりました。

　本会議では、基調講演5件、口頭発表150件、ポスター発表21件の計176件の研究発

表が行われました。また、会議終了後の26日（土）には、エクスカーションツアー

として、立山黒部アルペンルートの観光を行いました。海外からの参加者は、雪の

大谷に感嘆の声を上げており、富山県の魅力を国際的に伝えることができました。

2 第65回関西社会学会大会

■日時：平成26年5月24日（土）～25日（日）
■会場：富山大学五福キャンパス
■参加人数：約200名

　関西社会学会は、関西を中心に西日本の大学に所属する会員によって構成され、学

問水準の向上と社会貢献を目指して、年1回、大会を開いています。富山での大会開

催は、1979年の第30回大会以来、35年ぶりでした。今回の大会では、17の部会に分か

れ、56本の一般研究報告が行われました。その他にも、「文化労働と労働文化──そ

の緊張関係を問う」と題した若手企画部会、「現代日本社会におけるナショナリズム

とヘイト／フォビア」と題したシンポジウムも行いました。

　外国籍の人たちへの排斥や恐怖をテーマとしたこのシンポジウムは、一般の人たち

にも無料で公開し、16名の一般参加がありました。

3 ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 in Toyama

■日時：平成26年5月25日（日）～29日（木）
■会場：富山市総合体育館、富山国際会議場ほか
■参加人数：約2,400名

　日本機械学会のロボティクス・メカトロニクス部門が主催するロボットとメカト

ロニクスに関する全国的な学術講演会は、毎年、全件ポスター講演を行ない濃密な

議論をしています。今年は富山市総合体育館にて、約1,300件と歴代トップクラスの

講演があり、全国から2,000名を超える大学や企業の研究者が富山に集いました。初

日は富山国際会議場で、社会講座やロボット製作教室等、一般市民向けの無料企画

も開催し、県内外から約350名が参加されました。最終日には県内のテクニカルツ

アーを行い、県東部と県西部の2コースに分かれ、ものづくりの現場や世界遺産・五

箇山などの見学を行いました。

コンベンションコンベンションコンベンション

5月25日（日）～29日（木）
 平成26年

●会期／ 富山市総合体育館・富山国際会議場●会場／

ロボティクス・メカトロニクス
      講演会2014 in Toyama

（公財）協力：主催：（一社）日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門
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平成25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48回地盤工学研究発表会（平成25年7月）

第29回日本視機能看護学会学術総会（平成25年9月）

～件数・参加者数とも過去最多となる～
　当ビューローでは、約600の機関・団

体等の協力を得て、平成25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、

240件（前年度比140.4％）で、参加者総

数は80,732人（同100.2%）となり、昨年

に続き８万人を超え、件数・参加者数と

も過去最多となりました。

　特に、国際会議では、国際酵素工学学

会や2013EUVLなどが開催されたことに

より、外国からの参加者数が868人と

なったほか、開催件数が24件（前年度10

件）、参加者総数も6,023人（前年度3,881

人）と、いずれも大きく伸びました。
第27回人工知能学会全国大会

第22回国際酵素工学学会

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

全日本民医連第３３回糖尿病シンポジウムin富山
富山国際会議場　ほか　［２２０人］

４
～５

富山市ファミリーパーク開園３０周年記念シンポジウム
富山国際会議場　［４００人］

６ 溶接学会秋季全国大会
黒部市宇奈月国際会館セレネ　［４００人］

１０
～１２

第２０回地域福祉実践研究セミナー in とやま
高岡市生涯学習センター　ほか　［３５０人］

２８
～３０

第２８回日本高齢者大会 in 富山
富山大学・富山市総合体育館　［５，０００人］

１２
～１３

第１３回NPO法人全国精神障害者団体連合会全国大会
富山県総合福祉会館　［３００人］

１３
～１４

２０１４年度日本地球化学会　第６１回年会
富山大学五福キャンパス　［４００人］

１６
～１８

日本植物病理学会・第８回植物病害診断研究会
富山大学　［１１０人］

２６
～２７

２０１４年度日本地理学会秋季学術大会
富山大学五福キャンパス　［４５０人］

２０
～２２

富山大学経済学部創立９０周年記念大会
富山大学五福キャンパス・富山第一ホテル　［５００人］

２０
～２１

第１３回次世代を担う若手ファーマ・バイオフォーラム２０１４
富山国際会議場　［１５０人］

２０
～２１

平成２６年度日本植物病理学会関西部会
富山大学　［２００人］

２７
～２８

第５３回日本臨床検査技師会中部圏支部医学検査学会
富山国際会議場　［７００人］

２７
～２８

スケジューリング・シンポジウム２０１４
富山国際会議場　［１３０人］

２９
～３０

第７回国際SHRIMPワークショップ
黒部市宇奈月国際会館セレネ　［１００人］

２７
～１０/１

平成２６年度公営住宅整備事業担当者研修会
富山国際会議場　［１１０人］

９
～１０

日本建築学会北陸支部総会・大会
高岡市生涯学習センター・富山大学高岡キャンパス　［２００人］

１２
～１３

第４６回北陸三県国保地域医療学会
富山国際会議場　［７５０人］

１３

全国自治体病院協議会北信越地方会議
ANAクラウンプラザホテル富山　［２００人］

１７
～１８

第５５回東海北陸保育研究大会「富山大会」
富山国際会議場　ほか　［８００人］

１７
～１８

第３回富山・バーゼル医薬品研究開発シンポジウム
富山国際会議場　［３００人］

１２

第１回地下水・地下熱資源強化シンポジウム（富山大会）
富山第一ホテル　［３５０人］

２１

日本肥満学会　第１２回肥満症サマーセミナー
タワー１１１・スカイホール　［１５０人］

９

第３０回全国自治体政策研究交流会議富山高岡大会
第２８回自治体学会
高岡市生涯学習センター　［４００人］

２１
～２２

第１９回和漢医薬学総合研究所夏季セミナー
富山大学杉谷キャンパス　［１５０人］

２０
～２２

Ｃommutative Ａlgebra and Ｓingularity Theory ２０１４
立山国際ホテル　［７０人］

２８
～８/２

９

　月

８

　月

８
月
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水の王国とやま
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

水の王国とやま水の王国とやま

　富山県は、立山連峰をはじめとする3,000m級の山々か
ら水深1,000mを超える富山湾に至るまで、高低差4,000m
のダイナミックで変化に富んだ地形を有しており、ほぼ独
立した水循環系が保たれています。

富山県の健全な水循環

　立山連峰をはじめとする山々に降り積もった大量の雪
は、自然の大貯水池である“雪のダム”となり、ゆっくり時
間をかけて豊富で清冽な水を供給します。
　次に、県土面積の約2/3を占める豊かな森林が、“緑の
ダム”としてこれらの水をいったん蓄え、浄化しながら次第
に地中にしみ込ませていきます。
　さらに、全国有数の急流河川である黒部川や常願寺川
などの河川流域には、全国的にも珍しい典型的な扇状地
が形成されていますが、その扇状地には水田率96%（全国
一）を誇る農地が広がっており、これらの水田も“大地のダ

ム”として大量の水を地中にしみ込ませています。
　また、富山県の大地には、おいしい水を作るために不可
欠な①不純物をろ過する花崗岩と、②水のうまみを高める
各種ミネラルが豊富な石灰質の岩石の両方が存在し、日本
列島のひな型ともいえる地質に恵まれています。
　「とやまの名水」は、こうした恵まれた自然や地形に磨
かれ育まれたものであり、環境省が選定した「名水百選」
（昭和60年）及び「平成の名水百選」（平成20年）に、熊
本県と並んで全国最多の８箇所が選定されています。

とやまの名水

　近年、全国各地で、外国資本による森林買収事例が増
加しています。県では、水源地域における適正な土地利用
を確保するため、平成25年３月に水源地域内における土
地取引の事前届出制を規定する「富山県水源地域保全条
例」を制定しました。
　この条例のもと、水源である森林などの地域を無秩序
な開発から未然に守ることにより、本県の豊かで清らかな
水資源を保全し、県民が安全で安心して暮らすことができ
る環境を将来の世代に引き継いでいきます。

水源地域の保全

　「とやま名水協議会」（名水のＰＲを通じて「水の王国と
やま」のイメージアップを図るため県内の事業者７社により
構成されている組織、事務局は県県民生活課）では、従来
から県内で開催される大規模な会議や学会、首都圏など
で開催されるイベントなどにおいて、加盟７社が製造・販
売している水（ナチュラルミネラルウォーター）を無料配布
してきました。
　今年度は、北陸新幹線の開業を契機として名水のＰＲを
強化するため、北陸新幹線の車両（Ｗ７系）をモチーフとし
たペットボトル（500ml）の配布を計画しています。実際に
は、名水事業者に製作してもらったものを、各種の北陸新
幹線開業イベントや首都圏等で開催される観光イベント、
さらにはディスティネーションキャンペーンのプレキャンペ
ーン期間（平成26年10月～12月）中に本県へお越しの皆さ
んなどに無料配布すると同時に、名水事業者による一般
への市販も行う予定としています。

北陸新幹線開業を契機とした「とやまの名水」のＰＲ強化

　本県には、黒部峡谷、神通峡、庄川峡、称名滝といった
自然環境をはじめ、黒部ダムや白岩砂防ダムなどの構造
物、富岩運河環水公園や庄川水記念公園などの親水公園
など、水に関する観光名所が数多くあります。
　また、近年、「立山弥陀ヶ原・大日平」のラムサール条約
湿地登録や立山連峰における氷河の発見など、新たな魅力も
加わって、国内外から多数の観光客が本県を訪れています。

水に関する観光名所

お問い合わせ

○富山県県民生活課
TEL 076-444-3126　FAX 076-444-3477
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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.97

一汁三菜。健康でおいしい和食は
野菜多め、塩は少なめを心がけて。

　昨年、日本の食文化がユネスコ無形文化遺産に登録さ
れ、海外でも和食レストランが人気を集めるなど、今、和食
のおいしさや栄養価が見直されています。
　和食は洋食に比べて動物性油脂が少なく、カロリーも
控えめなのでヘルシーな料理と言えますが、実は意外と多
いのが塩分です。例えば朝食。ご飯と味噌汁、醤油かけ納
豆、塩鮭、梅干、漬物、佃煮など思いのほか塩分過多なお
かずが並びます。塩分の摂り過ぎは高血圧の原因になり
様々な病気を誘引するので、できるだけ減塩を心がけたい
ものです。
　では、減塩のコツをいくつかご紹介しましょう。調味料
は塩だけに頼らず、酢やレモン汁、スパイスを活用しましょ
う。汁物や煮物はだし汁で下味をつけ、素材の旨みを引き
出すようにします。また、調理中には塩を使わず、仕上がっ
た料理の表面に塩をふるようにしましょう。味噌汁や丼物
は塩分濃度が高いので１日１杯に。「今日は塩辛いものを

食べ過ぎたな」と思ったら果物でカリウムを補給して余分
な塩分を体外に排出するようにしましょう。
　夏は汗をかくので塩分補給は必要ですが、摂り過ぎは
逆効果です。これからは夏野菜が旬を迎え、味もしっかり
乗ってくるので、塩味なしでも素材のおいしさを楽しめる
はずです。まずは、食べる前から塩をかける習慣、食卓に
塩を常備する習慣をやめてみませんか？

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

酢

　本年2月に公表しました、平成23年度富山県民経済計算の推計の結果、県内総
生産は、名目4兆4,365億円、実質4兆7,712億円となり、対前年度経済成長率は、
名目2.2％増、実質4.0％増と、名目、実質ともに2年連続で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2.6％増の3,055千円で、前年度（第6位）に比べ全国順位
をひとつ上げました。また、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23年度）
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平成23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５位～平成23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５位～

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



黒部市宇奈月温泉の女将らでつくる「かたかご会」
のプロデュースによる「つべつべまんじゅう」は温
泉街限定で販売。このまんじゅうは、米粉などを
使った皮の中に小豆のこしあんと、栗あんが３個
ずつ。表面には「宇奈月」の文字と黄色の三日月
の焼き印があります。宇奈月温泉に浸かった後の
お肌のように「つべつべ」でしっとりしています。
〇富山弁で「つべつべ」とは「すべすべ・つるつる」の意味です。
1箱（6個入り）850円（税込み）。一日30箱限定。数量を多くお求めの際に
は事前にご予約ください。

地元射水市新湊のしろえびのみを使用し職人が一
枚一枚手焼きした、サクッと軽い食感のかき餅です。
程よい甘みと塩味が絶妙な味わいで、老若男女に
喜ばれる一品です。無添加、化学調味料不使用な
のでしろえび本来の味と風味が楽しめます。餅屋が
提供するこだわりのかき餅をご堪能ください。
価格： 10枚袋入り　￥648 12枚箱入り　￥1080
 24枚箱入り　￥2160 36枚箱入り　￥3240

「つべつべまんじゅう」 「手焼きしろえびかき餅」

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。

高志の国文学館
こ し 　 くに

富山県内の博物館・美術館など

〒930-0095  富山市舟橋南町2-22　TEL 076-431-5492　FAX 076-431-5490
●開館時間　9時30分～17時（展示室入館は16時30分まで）　●観覧料　＜常設＞一般200円、大学生160円　＜企画＞企画展により異なる
（400 ～ 500円程度）　※＜常設＞、＜企画＞ともに高校生以下は無料　●休館日　火曜日（祝日は除く）、祝日の翌日、年末年始
●アクセス／JR富山駅南口から、徒歩15分。　◎市内電車大学前行「県庁前」下車、徒歩5分。　◎タクシー5分。　駐車場あり（約80台）

D A T A

株式会社 米田
射水市松木385番地　TEL 0766-84-2481　E-mail info@b-yoneda.com
http://www.b-yoneda.com/

福多屋菓子舗
黒部市宇奈月温泉294-1　TEL 0765-62-1144

43 44

高志の国文学館は、富山市中心部に位置していた旧富山県知事公館を改修・増築し、平成24
（2012）年7月6日に開館した富山県内初の公立文学館です。
展示室では、万葉歌人の大伴家持から近・現代に至るまでの富山県ゆかりの文学、映画、漫画、アニ
メなどの魅力を紹介しています。また、緑豊かな庭園を眺めながらゆったりと読書ができる「ライブ
ラリーコーナー」や絵本が揃う「親子スぺース」などは、誰でも無料で自由にご利用いただけます。
このほか、館内には人気シェフ落合務氏の直営レストランもあり、富山の美味しい食材を使った本
格イタリア料理をお楽しみいただけます。

富山ガラス工房

〒930-0151  富山県富山市古沢152　TEL 076-436-2600　FAX 076-436-5735
http://www.toyama-garasukobo.jp
●開館時間　9時～17時　●入館料　無料　●休館日　年末年始を除き無休　●アクセス／JR富山駅正面（南口）から　◎車約20分。　
◎バス富山大学付属病院行「ファミリーパーク前」下車、徒歩5分。　●制作体験受付　第2工房 TEL 076-436-3322（ご予約優先）

D A T A

熱を加えることで自由に形を変えることができるガラス。造形表現において魅
力的な素材であるガラスの持つ可能性を日々追求し、技術と芸術、産業と文化
を結ぶガラス作家の活動拠点となっているのが「ガラスの街　とやま」の富山
ガラス工房です。工房所属作家の作品を中心に展示販売を行うショップでは、
実際の制作風景をご覧いただくことができます。第2工房では、コップや一輪
挿しなどをガラス作家のサポートのもと作っていただく制作体験のコースが
充実しており、ガラスの面白さと自分で何かを創り出す楽しさを伝えています。

高岡市美術館

〒933-0056  富山県高岡市中川1丁目1番30号　TEL 0766-20-1177　FAX 0766-20-1178
●開館時間　9時30分～17時（入館は16時30分まで）　●観覧料　＜コレクション展＞一般：210円（団体・65歳以上170円）　大学生・高校
生：160円（団体120円）　小中学生・特別支援学校の児童・生徒：無料　〈企画展〉展覧会により異なる　●休館日　月曜日（祝･休日の場合
は開館し、翌平日に休館）　●アクセス／〈電車〉JR高岡駅より徒歩20分。JR越中中川駅より徒歩2分。〈バス〉工芸高校前バス停より徒歩1分。
中川バス停より徒歩2分。〈車〉高岡ICより約15分。

D A T A

高岡市美術館は、1951年に古城公園内に開館した旧美術館を前身とし、1994年に現在の地に
移転、リニューアルオープンしました。美術・工芸の分野で多くの作家と作品を生み出してきた高
岡市の伝統に基づき、郷土にゆかりの深い作家や郷土に影響を与えた作家の作品を系統的に収
集・保存しています。優れた企画展を開催するとともに、高岡の伝統ある美術・工芸の作品を収
集し、とりわけ金属工芸、金属造形を中核とした特色あるコレクション展を開催しています。
また、講演会や講座等により、美術に関する情報を発信し、市民の幅広いニーズにこたえる、創造
性に満ちた美術館を目指しています。

第１工房　外観

第２工房スタジアム

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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一汁三菜。健康でおいしい和食は
野菜多め、塩は少なめを心がけて。

　昨年、日本の食文化がユネスコ無形文化遺産に登録さ
れ、海外でも和食レストランが人気を集めるなど、今、和食
のおいしさや栄養価が見直されています。
　和食は洋食に比べて動物性油脂が少なく、カロリーも
控えめなのでヘルシーな料理と言えますが、実は意外と多
いのが塩分です。例えば朝食。ご飯と味噌汁、醤油かけ納
豆、塩鮭、梅干、漬物、佃煮など思いのほか塩分過多なお
かずが並びます。塩分の摂り過ぎは高血圧の原因になり
様々な病気を誘引するので、できるだけ減塩を心がけたい
ものです。
　では、減塩のコツをいくつかご紹介しましょう。調味料
は塩だけに頼らず、酢やレモン汁、スパイスを活用しましょ
う。汁物や煮物はだし汁で下味をつけ、素材の旨みを引き
出すようにします。また、調理中には塩を使わず、仕上がっ
た料理の表面に塩をふるようにしましょう。味噌汁や丼物
は塩分濃度が高いので１日１杯に。「今日は塩辛いものを

食べ過ぎたな」と思ったら果物でカリウムを補給して余分
な塩分を体外に排出するようにしましょう。
　夏は汗をかくので塩分補給は必要ですが、摂り過ぎは
逆効果です。これからは夏野菜が旬を迎え、味もしっかり
乗ってくるので、塩味なしでも素材のおいしさを楽しめる
はずです。まずは、食べる前から塩をかける習慣、食卓に
塩を常備する習慣をやめてみませんか？

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

酢

　本年2月に公表しました、平成23年度富山県民経済計算の推計の結果、県内総
生産は、名目4兆4,365億円、実質4兆7,712億円となり、対前年度経済成長率は、
名目2.2％増、実質4.0％増と、名目、実質ともに2年連続で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2.6％増の3,055千円で、前年度（第6位）に比べ全国順位
をひとつ上げました。また、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23年度）
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平成23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５位～平成23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５位～

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



　今回の「水の大国とやま」は県内に点在する名水の紹介や名水がもたらす地域の生活など取り上げてみました。この夏は、
ぜひ富山にご来県いただき、富山の名水めぐりをされてはいかがでしょう。

編集後記

I N F O R M A T I O N

平成26年度理事会・評議員会開催
　第１回理事会及び評議員会並びに第２回理事会及び評議員会が開催され、平成２５年度事業報告及び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　　理　事　　渋谷　克人（富山県観光・地域振興局長）
　　　　　　　　　　三ツ塚哲二（㈱北陸銀行取締役専務執行役員）
　　　　　監　事　　島崎　慎一（富山県会計管理者）

評議員　　八幡　俊彦（富山市商工労働部長）
　　　　　黒木　克昌（高岡市産業振興部長）
　　　　　林　　高好（黒部市産業経済部長）

空き時間に
タクシーで観光を！！

コンベンションタクシーの使い方
お客様が（公財）富山コンベンションビューロー
から半額利用券を入手（お一人様1枚まで）

半額利用券に掲載してある宿泊地のタクシー事業者に
電話でお申込み

タクシーで観光（富山県内のみ）したのち、ドライバー
に半額利用券を渡し、半額分の料金をお支払い

グルメぐりクーポンの使い方

富山名物＆ます寿しと交換できるクーポンつき

路面電車1日乗り放題券と
富山名物＆ます寿しクーポンが
セットになったお得なキップ。

2時間コース

3時間コース

4時間コース

6時間コース

￥12,600

　￥6,300

￥18,900

　￥9,450

￥25,200

　￥12,600

￥37,800

　￥18,900

￥14,200

　￥7,100

￥21,300

　￥10,650

￥28,400

　￥14,200

￥42,600

　￥21,300

￥18,600

　￥9,300

￥27,900

　￥13,950

￥37,200

　￥18,600

￥55,800

　￥27,900

小型（1～4人） 中型（4人） ジャンボ（5～9人）

○半額になるのはタクシー料金のみです。有料道路や駐車場の料金は半額になりません。
○お客様に自由な観光をお楽しみいただくため、対象になる観光地は限定しておりません
が、居酒屋やカラオケ、コンビニエンスストアに行くなどの際のご利用はご遠慮ください。

○コンベンションタクシーが利用できるのは、富山県内のみです。

　一部でも富山県外を走る場合は利用できません。

【ご参考】時間制タクシー料金の例

お得な

観光ルートは自由！
金額に上限もありません

タクシー料金が半額に！！

コンベンションタクシーのご案内

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。

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
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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

【販売所】
電鉄富山駅、南富山駅、富山地鉄乗車券センター

【お問い合せ先】
富山地方鉄道㈱南富山運転区 TEL 076-421-2631

ます寿し店に到着

クーポ
ン1枚

と

ます寿
し1/8

切れを
交換

きっぷをGET

気に
なる

　お
店を
チェ
ック
！

甘味店に到着

また
また
交換
♪

まだ
まだ
めぐ
るぞ
♪

市内観光

フリー乗車区間なら
1日何度でも乗り降りOK♪

ス
テ
キ
だ
わ
♪

ます寿し店は朝が早く、
その分売り切れも早
い！15時くらいには売
り切れる店がほとんど
だ。早めに行こう！

クーポンの有効期限は2日間。2日
間に分けて使うことも可能だよ♪
※路面電車・セントラム乗車券の有効期限は1日間

乗車しよう！

オ
シ
ャ
レ
な

　
　カ
ラ
ー
♪

路面
電車
・

セン
トラ
ムで
♪


