2010 年７月２日

第 17 回全国市民オンブズ（マン）北陸・富山大会 のご案内
大会テーマ

予算づくり、市民も参加せんまいけ！

全国の市民オンブズ（マン）の皆さま、こんにちは。
今年の「全国市民オンブズ（マン）大会」の開催地は、北陸・富山です。
富山湾に面し日本アルプスに囲まれ，水・魚・米・酒のうまい，

「パノラマ・キトキト・富山に・こられ」。
実行委員一同、心をこめて皆さまをお迎えする準備を進めています。
全国大会のご案内などの書類をお送りします。
①
参加申込書等は富山に (8/31（火）〆切)
②
宿泊申込は直接ホテルに
それぞれの宛先にお送りください。
と

き

ところ

2010 年 9 月 4 日(土) ・5 日(日)
富山県民共生センター サンフォルテ（富山市湊入船町６－７）

スケジュール（案）
９月４日（土）

13:00～
開会
13:05～13:15 実行委員会挨拶＋基調報告
13:15～13:35 「予算編成過程」全体報告
13:35～13:55 「全国情報公開度ランキング」全体報告
13:55～14:15 政務調査費判例まとめ報告
14:15～14:30 行政委員月額報酬問題報告
14:30～14:55 談合問題分科会報告
14:55～15:10 包括外部監査 表彰
15:10～15:25 移動
15:25～17:50 【分科会】 ①政務調査費判例分析 ②談合
③はじめての市民オンブズ（マン） ④情報公開・ランキング
⑤議会改革シンポ ⑥行政委員月額報酬
18:10～20:10 【懇親会】自遊館（会場隣）
９月５日（日）
9:00～10:00 「公金検査請求訴訟」「住民訴訟敗訴費用負担」
「議会改革」「議会請求権放棄」報告
10:00～11:30 地域活動報告
11:30～12:00 提案、決議、大会宣言、NPO 法人化への決意表明
13:30～15:30 【交流会】（オプション・会場内）

なお，当会には女性会員が多く，創立当時の名称決定の由来及び会場が旧女性総合センターである
ことから，「オンブズ（マン）」の表現をお願いいたします。
ＮＰＯ法人市民オンブズ富山 「第１７回全国市民オンブズ（マン）北陸・富山大会実行委員会」
〒９３０－００７４ 富山市堀端町１番１２号 富山中央法律事務所
Tel076-423-2466 Fax076-423-0699 メール toyama@ombuds.gr.jp

【別紙１】

【全国大会参加申込のご案内】
第 １７回全国 市民 オンブズ（マン）北 陸・富山大会 2010.9.4(土 )13：00～9.5(日 )12：00

（１）参加申込書 ⇒ Fax で、富山大会実行委員会に 申込〆切 8 月 31 日（火）

ＦＡＸ 076－423－0699

（申込日 2010 年

日）

都道府県名

団体名
連絡先 〒

Tel

住所

Fax
希望分科会名

参加者氏名

9/4（土）

宿泊施設名

9/5（日）

懇親会
第1希望

■

月

第2希望

交流会

(○，×)

（補助金申請に必要です。）

(○，×)

個人参加の場合は、「団体名なし、連絡先はご自宅」をご記入ください。
氏名は楷書で丁寧に書いてください。（名札を作ります）

■

現在決まっている分科会は、①政務調査費判例分析
⑤議会シンポ

■

②談合 ③初めてのオンブズ（マン） ④情報公開

⑥行政委員月額報酬 です。 会場調整のため、第 1・第 2 希望をご記入ください。

２日目交流会（参加無料）は参加自由ですが、人数把握のため参加予定の方はご記入ください。

（２）参加費払い込み ⇒ 下記の郵便振替口座に

郵便振替口座

払込〆切 8 月 31 日（火）

口座番号 00770-6-9841

加入者名 市民オンブズ富山
■ 大会参加費（資料代込み）５,０００円は、事前に上記郵便振替口座にお払い込み下さい。
（参加証、領収書は当日お渡しします。）
当日参加や、直前のお申し込みの場合は、当日お支払いください。
■ 郵便払込取扱票の通信欄に全員の参加者氏名をご記入ください。（参加費確認のため）
■ 懇親会費５,０００円は、当日懇親会場でお支払いください。
■ 取得した個人情報は、当大会と次回大会のお知らせ以外に利用することはありません。また、この情報
は第三者には提供しません。
■ お問合せ先

あおしま あけお

「第１７回全国市民オンブズ（マン）北陸・富山大会実行委員会」 申込担当青島明生

（富山中央法律事務所：月～金 Tel076-423-2466 Fax076-423-0699 メール toyama@ombuds.gr.jp）

〒930-0805 富山県富山市湊入船町６－７
TEL 076-432-4500
FAX 076-432-5525
富山県民共生センター サンフォルテ
富山駅北口より徒歩約１０分
富山空港より車で約３０分
富山ＩＣより車で約３０分
※駐車場に限りがありますので、ご来館の際は
公共の交通機関をご利用ください。

[全国大会会場への交通案内]
富山駅の出入口は、北口と南口とがありますが、必ず降車後北口へ
１ JR 富山駅から
富山駅北口を出て，オーバードホール，カナルパークホテル前を通って，徒歩約１０分とや
ま自遊館西側。
２ 富山空港から
空港バスで，「富山空港→富山駅前降車場（南口周辺）」（ 約 30 分 400 円）
富山駅降車場到着後，地下通路で富山駅北口へ。その後上記１のとおり。
３ 北陸高速道路で
富山ＩＣより車で約３０分。
４ 小松空港から
東京，福岡空港等から小松空港へ→小松空港からバスでＪＲ小松駅まで（約 15 分）→ＪＲ
小松駅からＪＲ富山駅まで特急で約 1 時間。

＜全国各地 ←→ JR 富山駅時刻表＞ （６月３０日現在）
出発地

列車名

出発
時刻

途中経過地

乗り換え

到着
時刻

東京

とき 307

7:48

大宮 8:13

越後湯沢・はくたか４号

11:22

東京

とき 315

9:28

大宮 9:54

越後湯沢・はくたか６号

12:45

大阪

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄ 3

7:41

京都 8:11

11:06

大阪

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄ 7

8:42

京都 9:10

11:58

名古屋

ﾜｲﾄﾞﾋﾞｭｰひだ 3

8:43

12:26

名古屋

しらさぎ１

7:50

11:27

名古屋

しらさぎ３

8:56

金沢 11:51

はくたか 13 号 12:07

12:42

※ 富山駅北口より徒歩約１０分

＜羽田空港 → 富山空港 航空機時刻表＞

（９月 1 日～予定）

航空会社

便 名

機 種

出発時刻

到着時刻

ANA

８８１

B７６７

6:55

07:55

ANA

８８３

B７６７

9:05

10:05

※ 富山空港から富山駅前行き空港バスが飛行機到着 15 分後発車。

【別紙２】

「第１７回全国市民オンブズ（マン）北陸・富山大会」

書籍・資料の販売についてのお願い
大会のメイン会場である「富山県民共生センター・サンフォルテは，公共施設のた
め，会場内での「販売・注文（契約行為）」は禁止されており，会議の資料の販売し
かできません。
ただ，ほとんどの書籍は会議の資料に該当すると思われますので，会場受付周辺で
販売していただけますが，それ以外のものについては，懇親会会場の「とやま自遊館
ホール」に販売スペースを設けます。メイン会場には展示コーナーを設けて展示のみ
していただけますので，大会当日にご持参ください。
上記の趣旨をご理解の上，書籍・資料その他の物品の販売を希望される方は，下記
の申込書にご記入の上，7 月 30 日（金）までにＦＡＸでお申し込みください。
なお，無料資料の配付については，メイン会場にスペースを設けます。
書籍・資料販売については，下記のことをお守りください。
①
②

市民オンブズ（マン）活動の参考となる書籍，資料に限ります。
実行委員会への販売数の報告や，分担金はありませんが，各自で責任を持って
管理され，貼り紙（机前側）やおつりもご用意ください。
③
とやま自遊館での懇親会は，9 月 4 日（土）18：00～です。
販売スペースを設けますので，各自で販売準備をお願いします。
④ 書籍・資料その他の物品は，当日持参されるか，宅急便の場合は，下記宛に日
時指定で「オンブズ（マン）全国大会資料」と明記して送ってください。
・宅急便送り先
電話
・日時 指定

〒930-0074

富山市堀端町 1 番 12 号

富山中央法律事務所

076-423-2466

青島 宛

９月３日（金）午前必着

【書籍・資料申込書】

ＦＡＸ送信先

０７６－４２３－０６９９
申込〆切

団体名

7 月 30 日（金）

担当者名
〒

Tel

連絡先住所
Fax
書籍・資料名

販売価格

■ お問い合せ先
「第１７回全国市民オンブズ（マン）北陸・富山大会実行委員会」
書籍・資料販売担当 渡邉（Tel 076-423-2466）

交流会のご案内
第 1７回全国市民オンブズ（マン）北陸・富山大会にご参加の皆さま、
今年も大会終了後に、交流会を開きます。
全国大会では時間が限られるため、発言の機会がなかなか取れないこと
や、せっかく参加したのだからもっと交流したい、などの声にお応えする
ためにここ数年企画されています。意見交換しやすいよう、1 室 15 人 ～
40 人位の人数で、４つの会議室を手配してあります。
この機会をご利用いただき、資料などもご自由にお配りください。
地域報告をしたい方や、テーマの提案があれば、事前に Fax かメールで、
交流会担当にお申し出くだされば、できるだけ対応したいと思います。
事前の参加申込は不要です。お時間のある方は、ご自由にご参加くださ
い。（人数把握のため、参加予定の方は、参加申込書欄にご記入ください）
なお、昼食は、会場と連絡通路でつながっている、とやま自遊館のレス
トランを一定数予約しておきますので、ご利用ください。また，周辺には
いくつかの飲食店がありますので，大会終了後にご案内します。

と

き

2010 年 9 月 5 日（日）13：30～15：30（13：20 集合）

ところ

サンフォルテ富山（研修室 301，302，305，306）

参加費

無

料

■お問い合せ先
「第１７回全国市民オンブズ（マン）北陸・富山大会実行委員会」
ＮＰＯ法人市民オンブズ富山
〒９３０－００７４ 富山市堀端町１番１２号 富山中央法律事務所
Tel 076-423-2466

Fax 076-423-0699

メール toyama@ombuds.gr.jp

【宿泊のご案内】
第 17 回 全国市民オンブズマン富山大会 参加者の皆さまへ
■ 今回は、旅行代理店を通さず 直接ホテル申込方式 をとります。
■ 実行委員会ではホテルは確保していません。各自ホテルに直接ご予約ください。
※9/1（水）-3（金）まで地元の祭（おわら風の盆）があり,９/３（金）の宿泊は大変取りにくく
なっております。３日に宿泊される方はお早めにお申込み下さい。
■一般の旅行社が、交通費とホテル込みのパックツアーを企画している場合があります。各自調査し
てお申し込みいただいたほうが安上がりです。
■ 宿泊についてのお問い合せは、各ホテルに直接お願いします。
■大会会場は駅北徒歩 7 分のサンフォルテです。
ホテル

【オークスカナルパークホテル】

宿泊料金（1 人当たり）
シングル

8,893 円

ツイン
朝食付き

9,480 円

シングル
朝食なし
シングル
朝食付き

5,500 円

備考
ネット予約なら 5,900 円～
（朝食なしなど）

予約は、Tel かネットで

Tel 076-432-2000

ネット予約なら 1 人 5,000
円～（朝食なし）

富山市牛島町 11-1（駅北徒歩 2 分）
http://www.oarks.co.jp/canal/

【地鉄ホテル】
予約は、Tel かネットで

Tel 076-442-6611

6,300 円

富山市桜町 1-1-1（駅南徒歩 1 分）
http://www1.odn.ne.jp/chitetsu-hotel/

【富山 エクセルホテル東急】

シングル朝 8,600 円
食つき

シングル朝食なし
7,300 円

予約は、Tel かネットで

Tel 076-441-0109

ツイン
朝食付き

6,600 円

富山市新富町 1 丁目 2 番 3 号
（駅南徒歩 2 分）
http://www.toyama-e.tokyuhotels.co.jp/

【東横イン Jr. 富山駅前】

シングル朝 4,840 円
食つき

予約は、Tel かネットで

Tel 076-405-1045
富山市桜町 1-4-5（駅南徒歩 1 分）

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00031/

ツイン
朝食付き

3,570 円

ツイン朝食なし
5,300 円

【ホテルアルファーワン富山駅前】

シングル朝 5,960 円
食つき

シングル朝食なし
4,580 円

予約は、Tel かネットで

Tel 076-433-6000

ツイン
朝食なし

4,400 円

富山市新富町 1-1-1（駅南徒歩 1 分）

http://www.alpha1toyama.jp/

【東横イン富山駅前宝町】

シングル朝 4,725 円
食つき

予約は、Tel かネットで

Tel 076-433-1045

ツイン朝食 3,675 円
つき

富山市宝町 1-5-1（駅南徒歩 6 分）

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00201/

【コンフォートホテル富山駅前】

シングル朝 5,800 円
食付き

ネット予約 4,800 円

ツイン朝食 4,000 円
付き

ネット予約 3,500 円

予約は、Tel かネットで

Tel 076-433-6811
富山市宝町 1 丁目 3-2（駅南徒歩 2 分）

http://www.choice-hotels.jp/cftoyaek/

【リラックスイン富山】

シングル朝 4,480 円
食付き

予約は、Tel かネットで

Tel 076-444-1010
富山市桜町１-７-２２（駅南徒歩 2 分）

http://www.relax-inn.co.jp/

ツイン朝食 4,800 円
付き

