


はじめに
　平成24年の県政は、永年の県民の悲願でありました北陸新幹線の、金沢以西、敦賀までの延伸が
決定し、平成26年度末の金沢開業後10年余りで、県内全区間を新幹線が走ることが確実となりまし
た。また、小松空港では小松台北便が就航からわずか４年でのデイリー化が実現したほか、金沢港で
は航路数が週10便となるなど、陸・海・空に渡り、県政発展の基盤をなす広域交流基盤の整備、その
活用が着実に前進をした１年でありました。
　そして、スポーツ分野での嬉しいニュースもあり、本県出身である松本薫選手がロンドン五輪柔道競
技で、個人種目として本県では初めてとなる金メダルを獲得したほか、高等学校総合体育大会も開催さ
れ、一部競技が県内各地で開催されました。
　先進国で初めて世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」の利用・保全では、「能登スマート・
ドライブ・プロジェクト」などの取り組みが高い評価を受け、世界農業遺産国際会議の本県での開催が
決定しました。
　そのほか、東日本大震災を踏まえた地域防災計画の見直しや防災訓練の実施、約40年の歳月を経
て実現した辰巳ダムの竣工など、県民の安全・安心も着実に前進しました。
　この県政記録は、こうした平成24年における県政の成果をまとめたものです。幅広くご活用いただ
き、県政に対してより一層のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

金沢市街地の治水安全度を格段に向上させるとともに、自然環境や景
観、地域の歴史にも配慮した辰巳ダム（平成24年11月25日撮影）
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＜表紙写真＞
（上）北陸新幹線新型車両イメージ図（JR東日本、JR西日本発表）
（下）フリージア新品種「エアリーフローラ」

　11月４日、金沢市相合谷町地内で、昭和49年度の
予備調査開始以来、約40年の歳月を経て、辰巳ダム
の竣工式が行われました。
　辰巳ダムは、通常は水を貯めずに川の自然な流れ
を保ち、上流から流れてくる河川の水量が多くなる
と、自動的に水が貯まり始める自然環境に配慮した
国内２例目となる流水型の洪水調節専用ダムである
とともに、国の史跡に指定されている辰巳用水の取
水口「東岩取入口（ひがしいわとりいれぐち）」の保
全を図るなど、地域の歴史にも配慮したダムです。
　県では、今後も、犀川と浅野川の一体的治水対策
を進めていきます。
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January　県農林総合研究センターが８年越しで育成してきたフリー
ジアの新品種が、初出荷されました。国内で流通しているの
は黄色が中心ですが、新品種は日本人好みの中間色で淡い色
合いの紫やピンク、オレンジ、赤など現在７色あります。
　12 月には、全国各地から寄せられた２,457 通の応募をも
とに名称が「エアリーフローラ」に決定しました。
　名称には、軽快さや高貴さが感じられ、「優雅な春の女神」
の意味が込められており、キャッチフレーズは「旅立ちを祝
う花」、花言葉は「希望」に決まりました。出荷のピークを
迎える３～４月に行われる卒業式や入学式にふさわしい花と
して全国に誇れる、石川を代表する花に育てていくこととし
ています。
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　県内の高校卒業予定者を対象にした合同就職面接会を、県
地場産業振興センターで開催しました。
　これは就職を希望する高校卒業予定者が一人でも多く就職
できるよう開催したもので、参加した高校生たちは県内各企
業のブースでの説明に熱心に耳を傾けたほか、緊張した面持
ちで面接に臨みました。
　面接会は１月と 11 月の２回行われ、のべ 66 社の企業、
200 人の高校生が参加し、63 人が内定を得ました。

　文化勲章受章者で陶芸家の大樋年朗（おおひ・としろう、本名奈良年郎＝
なら・としろう）氏に石川県名誉県民称号を贈呈しました。
　大樋氏は、大樋焼の伝統を継承しつつ革新的な作風に挑み続けるとと
もに、金沢大学や金沢学院大学等での後進育成にも尽力し、石川県陶芸
界の発展向上に大きく貢献しました。

高等学校卒業予定者合同就職面接会を開催（30 日、11 月 15 日）

大樋年朗氏に名誉県民称号を贈呈（30 日）

石川県産フリージア新品種の初出荷（27 日）

新品種の名称「エアリーフローラ」の決定（12 月 13 日）

パープル

ピンク オレンジ ピーチ レッド

イエロー ローズ

　能登の４市５町を会場に、「能登ふるさと博」を冬・夏合わせて、157
日間にわたり開催し、北陸新幹線開業に向けて「元気な能登」を全国に発
信しました。

　「知事と語るおもてなし推進大会～ほっと石川県民のつどい～」を県地
場産業振興センターで開催しました。
　平成 27 年春の新幹線開業を控え、県民総ぐるみでおもてなしの向上を
図ることが目的で、知事と、ホテル日航金沢チーフコンシェルジュの小島
久枝さん、白山商工会広報委員の安田知子さん、春蘭の里実行委員会の多
田喜一郎さんによる「おもてなし」の意見交換などに、約 300 人の来場
者が耳を傾けました。
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７日

８日

21日

23日

27日

30日

●ふるさと祭り東京への出展

（～15日）

●能登ふるさと博の開催

（～３月４日、７月６日～10月13日）

●知事と語るおもてなし推進大会を

開催

●日米交流県民フォーラムを開催

●石川県産フリージア新品種の初出荷

●大樋年朗氏に名誉県民称号を贈呈

●高等学校卒業予定者合同就職面接

会を開催（11月15日）

●中山間地域活性化フォーラムを開

催

　　　　　

１月の

主な出来事

能登ふるさと博の開催
（８日～３月４日、７月６日～ 10 月 13 日）

知事と語るおもてなし推進大会
～ほっと石川県民のつどい～を開催（21 日）

オープニングイベント（七尾市）

寒ぶりまつり（能登町）

あぜの万燈（輪島市）

蔵コンサート（七尾市ほか）

かきまつり（穴水町ほか）



　県では、東日本大震災で、自助・共助の
重要性が再認識されたことから、平成 24 年
度から 28 年度までの５年間で、自主防災組
織のリーダーとなる防災士の数を 1,500 人
から 3,000 人に増やす防災士倍増計画に取
り組んでいます。
　特に女性については、東日本大震災で、
避難所運営にあたり、女性への配慮不足か
ら生じる様々な問題点が指摘されたことを
受け、女性防災士の数を 100 人から 300 人
に増やす女性防災士３倍増計画に取り組ん
でいます。
　このため、防災士を育成する研修会を金
沢市と輪島市で計３回開催し、341 人の方
が受講しました。

　地域防災力の要である自主防災組織のさらなる充
実強化を促進するため、金沢市の県消防学校で交流
大会を開催しました。
　大会には、自主防災関係者等約 200 人が参加し、
活動事例の発表や県災害危機管理アドバイザーの講
演などを通じて防災意識を高めました。

自主防災組織リーダー育成研修会を開催
（７月 14 日、15 日、21 日、22 日、８月 18 日、19 日）

自主防災組織交流大会を開催
（11 月 23 日）

　災害応急対策に万全を期すため、輪島市
において、87 機関約 7,000 人の参加を得
て防災総合訓練を実施しました。
　訓練では、津波避難訓練に重点を置き、
県が見直した津波浸水想定区域図をもと
に輪島市が作成したハザードマップに従
い、浸水が想定される全ての地区の住民が
高台や津波避難ビルへの避難訓練を実施
したほか、朝市を訪れる観光客の誘導訓練
も実施しました。
　また、防災士・自主防災組織が主体とな
った避難所の運営訓練や、消防、警察、自
衛隊による倒壊家屋からの救出救助訓練
などを実施しました。

石川県防災総合訓練を実施（９月２日）

【防災対策の見直し】

●石川県地域防災計画（原子力防災計画

編）の見直しを検討（２月16日、５月１

日、11月16日）

●新たな石川県津波浸水想定区域図を公表

（４月10日）

●石川県地域防災計画を修正（津波災害対

策編の新設等）（５月18日）

【大規模な防災訓練の実施】

●石川県原子力防災訓練を実施（６月９日）

●石川県防災総合訓練を実施（９月２日）

【自主防災組織の充実・強化】

●自主防災組織の組織化啓発研修会を開催

（５月20日、27日、６月10日）

●自主防災組織リーダー育成研修会を開催

（７月14日、15日、21日、22日、８月18

日、19日）

●自主防災組織交流大会を開催（11月23

日）

　　　　　

東日本大震災を踏まえた防災対策の見直しや
地域防災力の充実・強化

　県では、津波による被害が極めて甚大であった東日本大震災の教訓を踏
まえ、平成７年度に作成した津波浸水想定区域図を見直し、専門家の助言
のもと、従来の手法にとらわれることなく、極めて厳しい条件設定を行い、
三方を海に囲まれている石川県の地形的特徴も考慮したうえで、考え得る
最大クラスの津波として、日本海東縁部や石川県周辺の海域を発生源とす
る４つの津波を想定し、津波浸水想定区域図を作成・公表しました。
　この新たな想定に基づき、県地域防災計画の見直しを行ったほか、市町
の津波ハザードマップ作成の支援を行いました。

　原子力災害に関する防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向
上を図るため、県内外の防災関係機関と地域住民ら 245 機関約 2,200 人
の参加のもと原子力防災訓練を行いました。
　全国で初めて 30km 圏内の住民が、30km 圏外の避難所へ避難する訓
練を行ったほか、スクリーニング訓練、除染訓練、オフサイトセンターの
運営訓練などを実施しました。
　また、隣県とも連携し、同日、富山県でも共通のシナリオのもと避難訓
練等が実施されました。

新たな石川県津波浸水想定区域図を公表
（４月 10 日）

石川県原子力防災訓練を実施（６月９日）
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東レ・ダウコーニング㈱小松工場新製造棟操業開始（14 日）

　電子製品などに用いられる素材「シリコーン」を生産する
東レ・ダウコーニング㈱の小松工場で新製造棟が完成し、同日、
竣工式が行われました。
　ＬＥＤなどエレクトロニクス関連の需要が伸びていること
から小松工場の増設を決め、20 億円の投資額で２棟を新設し
ました。
　陸海空の交通インフラが整った立地で、アジアへの輸出を
拡大することが期待されています。

　環境保全に役立つ製品・サービスの普及
を目的とした「いしかわエコデザイン賞」
を平成 23 年度に創設し、２月 17 日に第
１回となるいしかわエコデザイン賞 2011
として、17 者の製品・サービスを表彰し
ました。
　平成 23 年度の大賞に、製品領域では屋
上断熱・緑化材「グリーンビズ」（小松精
練㈱）を、サービス領域では、地域の「RECO
環境循環システム」（小松電子㈱）を選出
しました。
　また、第２回目となるいしかわエコデザ
イン賞 2012 では、９者の製品・サービスを
選出し、11 月 19 日に表彰式を行いました。

　大学卒業予定者などの就職を支援するための
合同就職面接会を、県産業展示館などで開催し
ました。
　この合同就職面接会は、平成６年から実施し
ており、平成 24 年は５回にわたって開催しまし
た。のべ 466 社の企業、1,861 人の大学生や若
年者らが参加し、190 人が内定を得ました。

いしかわエコデザイン賞を贈賞 （17 日、11 月 19 日）

大学卒業予定者等合同就職面接会を開催
（21 日、６月 14 日、８月 28 日、10 月 31 日、12 月 26 日）

　「明日の石川の医療を担う
若手医師の集い」を、金沢市
内のホテルで開催しました。
　臨床研修医の確保や将来の
県内病院への就業誘致を目的
に開催されたこの集いには、
医学生や研修医など約 200
人が参加し、各病院のプレゼ
ンテーションや個別相談を通
じて、石川県内での臨床研修
の魅力をアピールしました。
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２月の

主な出来事

明日の石川の医療を担う若手医師の集いを開催
（５日）

　工芸王国石川の魅力を周知
するため、いしかわ伝統工芸
フェア 2012 を東京都内で開
催しました。
　九谷焼や加賀友禅、輪島塗
など石川県内 36 業種の伝統的
工芸品約３万点が展示、販売
されました。中でも、職人の
指導による加賀友禅手描きや
九谷焼の上絵付けなどの体験
コーナーが人気を集めました。
このフェアは 17 回目で、入場
者数は５万 4,059 人となり、
前年より 1,537 人上回りまし
た。

いしかわ伝統工芸フェア 2012 を東京で開催
（10 日～ 12 日）

３日

４日

５日

10日

12日

14日

17日

21日

●金沢城・兼六園四季物語を開催

（～５日・10日～12日、４月14日～

22日、６月２日～３日、11月17日

～18日・23日～25日）

●冬の観能の夕べ公演（３月３日）

●明日の石川の医療を担う若手医師

の集いを開催

●いしかわ伝統工芸フェア2012を東

京で開催（～12日）

●石川県産食材求評懇談会2012を

東京で開催（８月31日）

●石川県国民保護フォーラムを開催

●東レ・ダウコーニング㈱小松工場

新製造棟操業開始

●いしかわエコデザイン賞を贈賞

  （11月19日）

●文部科学省支援「発酵技術を活

　用した機能性食品の開発事業」

　成果報告会

●大学卒業予定者等合同就職面接会

を開催（６月14日、８月28日、10

月31日、12月26日）
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世界農業遺産シンポジウムの開催（20 日）

サンテック㈱のと輪島工場操業開始（24 日）

粟津川放水路の完成（25 日）

　平成 23 年６月に世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」をどのように活用するのかを考えるシンポジウム
を開催しました。このシンポジウムは、「トキと共生する佐渡の里山」として能登とともに世界農業遺産に認定され
た佐渡と同時開催し、互いの地域の事例紹介や連携策について意見交換したほか、「世界農業遺産が拓く自然共生社会」
と題した基調講演も行われ、参加者は世界農業遺産やその活用について理解を深めました。

　工作機械部品や特殊材質の金属
加工を手掛けるサンテック㈱が輪
島市臨空産業団地内で輪島工場の
操業を開始しました。
　投資規模は約４億３千万円で、
本県経済の活性化や雇用の拡大に
貢献するものとして期待されてい
ます。

　小松市上荒屋町から林町にわたる粟津川放水路が
完成しました。
　この放水路は、粟津温泉街を流れる粟津川のバイ
パスとして平成 18 年度から整備されたもので、過
去に幾度となく発生した粟津川の浸水被害を防ぐ役
割を担っていきます。
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３月の

主な出来事

　ベアリング製造大手の NTN ㈱
が羽咋製作所内、及び志賀製作所
内で新工場を増設することを表明
しました。また、新たに能登製作
所の操業を開始しました。
　NTN ㈱は宝達志水町にも工場
があり、能登での軸受けの加工か
ら組み立てまで一貫生産する体制
が整いました。

　孤立化しやすい高齢者等を支援するため、「地域見守りネットワーク」
事業がスタートし、それに伴い代表者会議や研修会を開催しました。
　この事業は、新聞や郵便など一般家庭に出入りする機会のある業者、地
域住民がよく利用するスーパーやコンビニなど協定を締結した企業などが
日頃の業務の中で「ゆるやかな見守り」を行うもので、住み慣れた地域で
安心して生活できる社会の構築を目指しています。

地域見守りネットワークの構築
代表者会議の開催（７日）

協定締結事業者に対する研修会の実施（14 日ほか）

３日

７日

12日

13日

20日

23日

24日

25日

26日

27日

28日

29日

30日

31日

●いしかわ若者就職バックアッププ
ログラムを実施（３月～８月、10
月～）

●金沢城調査研究10周年記念シンポ
ジウム開催（～４日）

●地域見守りネットワークの構築
代表者会議の開催

　協定締結事業者に対する研修会の
実施（14日ほか）

●鳴和団地県営３･４号棟の完成

●いしかわ版里山づくりISOの認証
（８月25日）

●㈱ＮＴＮ羽咋製作所・志賀製作所
の新工場増設決定（７月６日）

　能登製作所操業開始（14日）

●世界農業遺産シンポジウムの開催

●いしかわ道徳教材「ふるさとがは
ぐくむどうとくいしかわ」を作成

●「ふるさと石川の医療を守る集いin
能登」を開催（～25日、11月24日
～25日）

●サンテック㈱のと輪島工場操業開始

●粟津川放水路の完成

●企業とのタイアップによるスタデ
ィツアーの本格実施（９月23日、
10月13日）

●小松空港活性化アクションプラン
を策定

●「いしかわ食の歳時記」推進実行
委員会第２回実行委員会で「いし
かわ旬の食材」を選定

●並行在来線経営計画の決定

●県及び石川県産業創出支援機構と
東京大学先端科学技術研究センタ
ーが連携協定を締結

●「能登棚田米」のブランド化と棚
田保全活動の取り組みを開始

●石川県版教科書「ふるさと石川」
を改定

●石川県長寿社会プラン2012の策定

㈱ NTN 羽咋製作所・志賀製作所の新工場増設
決定（13 日、７月６日）、能登製作所操業開始（14 日）
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　県と県産業創出支援機構は、再生可能エネルギー等の研究開発推進の
ため、東京大学先端科学技術研究センターと自治体として初めて連携協
定を締結しました。
　同センターの県内での活動拠点として、工業試験場内に「石川サテラ
イトオフィス」を設置し、セミナー開催や最先端の研究内容・成果の紹介、
県内企業の技術指導などに共同で取り組むこととしています。

県及び石川県産業創出支援機構と東京大学先端科学技術研究センターが連
携協定を締結（29 日）

　能登の里山里海が世界農業遺産に認定されたことを受け、奥能登の４つの
ＪA を中心に「能登棚田保全活動協議会」を設立し、棚田米のブランド化や棚
田保全の取り組みを開始しました。
　この協議会では、美味しさと環境に配慮した統一栽培基準を定めて、「能登
棚田米」として販売を開始し、ブランド化に向けた活動を行うとともに、棚田
の維持や保全活動等を進めていくこととしています。

「能登棚田米」のブランド化と棚田保全活動の取り組みを開始（30 日）

企業とのタイアップによるスタディツアーの本格実施
（25 日、９月 23 日、10 月 13 日）

　国内で初めて世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」を巡る世界
農業遺産スタディツアーを民間企業等と連携して３回にわたり実施しまし
た。
　このツアーは、世界農業遺産について広く知ってもらうとともに、能登
の里山里海の恵みや景観などを体験してもらうことを目的として実施さ
れ、参加者は能登の様々な魅力に楽しみながら触れていました。

　北陸新幹線金沢開業を見据え、全県的
な食の魅力向上を図るため、石川の旬を
代表する 14 の食材を選定しました。選
定された食材は、能登牛、加能ガニ、甘
エビなど春夏で各３つ、秋冬で各４つ。
　今後は、「いしかわ旬の食材」の活用
推進を図り、食の魅力を広く発信し、誘
客に繋げていきます。

「いしかわ食の歳時記」推進実行委員会第２回実行委員会で
「いしかわ旬の食材」を選定（27 日）

1110
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　「ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 2012」を開催しました。５年目となる今年は、「サクル・リュス（ロ
シアの祭典）」をテーマに、革新的でスピリチュアルな音楽潮流を生みだしてきたロシアの作曲家たちによる作品を
取り上げ、国内外の一流奏者が有料・無料合わせて計 173 公演を繰り広げました。
　今年は本公演期間中に初めての雨を経験しましたが、黄金週間の恒例行事として定着した音楽祭は順調に進み、８
日間で地元ファンや観光客ら約 10 万４千人が来場し、街全体がラ・フォル・ジュルネ一色に染まりました。

　昭和 45 年に誕生して以来、子
どもたちに親しまれてきたいしか
わ子ども交流センターのプラネタ
リウムが新たにオープンしまし
た。
　新しいプラネタリウムでは、最
新のデジタル式システムを導入し、360°すみずみまで美しく鮮明で
ダイナミックな映像を表現することが可能になり、時間と空間を飛び
越えて、宇宙旅行を体感することができます。
　オープン以来、子どもから大人まで多くの方が来場し、８月 31 日
には入場者数５万人を達成しました。 また、一般公募により施設の愛
称を「百万星」と命名し、マスコットキャラクター「きらりん」も誕
生しました。　

「ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 2012」 （28 日～５月５日）

いしかわ子ども交流センタープラネタリウム「百
ひゃく

万
ま ん

星
ぼ し

」が
新たにオープン（28 日）
愛称「百万星」及びマスコットキャラクターの決定（７月 17 日）

入場者５万人達成（８月 31 日）

マスコットキャラクターの愛称「きらりん」の決定（10 月６日）

    

マスコットキャラクター
「きらりん」

１日

２日 

７日

８日

21日

24日

27日

28日

●県の組織・機構を改革
　企画振興部

　「都心地区整備構想推進室」及
び「資源・土地対策室」を廃止

　企画課に「エネルギー対策
室」、空港企画課に「小松空港
活性化推進室」、交通政策課に
「新幹線用地対策室」、「新幹
線用地対策室南加賀分室」を設
置（10月15日）、並行在来線対
策課に「並行在来線第三セクタ
ー設立準備室」を設置（「並行
在来線第三セクター設立準備
室」は８月28日に廃止）

観光交流局
　観光推進課に「新幹線開業PR推

進室」を設置
　農林水産部

　「農業総合研究センター」、「畜
産総合センター」及び「林業試
験場」を統合し、「農林総合研
究センター」を設置

　石川県警察の組織体制整備
　松任警察署と鶴来警察署を統合

して「白山警察署」を新設
　穴水警察署と輪島警察署及び能登

警察署と珠洲警察署を再編統合
白山警察署の竣工式（４月17日）

●いしかわ住まいの省エネパスポー
ト 制度を創設

●いしかわ森林環境税の第２期目が
スタート

●いしかわ動物園へのコビトカバの
受入れ（記念式典22日）

●さくらめぐり2012を開催（～８日）

●都市計画道路千代尼線の無電柱化
事業の完成

●加賀地区おもてなし推進大会を開催

●「企業の省エネ対策セミナー」を
開催

●のとじま水族館「アザラシとのふ
れあい体験」の開始

●「ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂
の日」音楽祭2012」（～５月５日）

●プラネタリウム「百万星」が新た
にオープン

12

４月の

主な出来事

いしかわ動物園へのコビトカバの受入れ（２日）

加賀地区おもてなし推進大会を開催（21 日）

都市計画道路千代尼線の無電柱化事業の完成（８日）

　いしかわ動物園では、平成 22 年８
月に亡くなった日本一長寿のカバ「デ
カ」の後継として、世界三大珍獣とさ
れるコビトカバをオランダ・オーフェ
ルローン動物園から提供を受けて、日
本海側で初めて公開しました。
　22 日には記念式典が開催され、テ
ープカットとともに一般公開が始ま
り、コビトカバのその愛らしい動きに
来園者からは歓声が沸き上がりまし
た。
　また、一般公募の結果、愛称が「ノ
ゾミ」に決定しました。

　白山市の中心部に位置する千
代尼線の無電柱化事業が完成し
ました。
　総延長約 1,004 ｍに及ぶ電線
の地中化が完了したことにより、
今後の街の魅力向上とにぎわい
の創出が期待されます。

　 「加賀地区おもてなし推進大会」を加賀市片山津温泉の加賀観光ホテル
で開催しました。

　加賀温泉郷でおもてなしに取
り組む Lady Kaga のメンバー
４人が「おもてなしの心」をテ
ーマに谷本知事と対談したほ
か、「９割がバイトでも最高の
スタッフに育つディズニーの教
え方」の著者・福島文二郎さん
の講演も行われました。
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April

　金沢外環状道路海側幹線のⅡ期区間である白山市乾町～金沢市福増町間の
4.1km、及び北陸自動車道との交差部分において整備を進めてきた白山インターチェ
ンジが４月21日に開通しました。
　当日は開通式も行われ、谷本知事や関係議員らが出席したほか、地元園児による
演技も披露され、開通を祝いました。この開通により、国道８号などの交通渋滞緩和
や、道路環境の改善による中心市街地の魅力アップのほか、北陸自動車道、金沢外環
状道路海側幹線へと繋がる海側の幹線軸が形成され、金沢港や小松空港と一体と
なった陸・海・空を結ぶ道路ネットワークが構築されるとともに、人やモノの交流が更
に拡大し、大きな波及効果が期待できます。
　金沢外環状道路海側幹線については、整備中の金沢市鞍月～大河端町間に加え、
平成24年度からは金沢市大河端町～福久町間の整備にも着手し、山側環状と一体と
なった金沢都市圏の骨格を形成する基盤整備を進めています。

金沢外環状道路海側幹線Ⅱ期区間
( 白山市乾町～金沢市福増町間 )及び
北陸自動車道白山ＩＣ開通式（21日）

福井方面へ

福井方面から

至 国道 8 号

料金所

14

富山方面から

富山方面へ

料金所

至 県庁金沢港

開通式（21 日）



　国連が定める 22 日の「生物多様性の日」を前に、「いしかわグリー
ンウェイブ 2012 ＩＮ  ＭＩＳＩＡの森」を開催しました。
　今年は津幡町の森林公園にて、生物多様性条約第 10 回締約国会議（Ｃ
ＯＰ 10）名誉大使である ＭＩＳＩＡさんも参加して、植樹イベントや
環境を学ぶ体験型プログラムを開催しました。

　また、県内の各地域において、市町、
企業、学校、ＮＰＯなど 30 団体が植樹や
育樹活動、里山保全、生物多様性保全に
親しむためのイベントなどの取り組みを
行いました。

5

May

17

　主要地方道山中伊切線の加賀市水田丸町～森町
間の 2.3km が完成し、開通式を行いました。
　これにより、地域の方々の安全で安心な交通が
確保されるとともに、地域間交流の拡大、さらには、
加賀温泉郷への誘客の増加や地域活性化に大きく
寄与するものと期待されます。

主要地方道 山中伊切線（加賀市水田丸町～森町間）開通式 （13 日）

「いしかわグリーンウェイブ 2012」の実施 （19 日）

　訪欧中の谷本知事がローマの国連食糧農業機関（Ｆ
ＡＯ）本部でグラツィアーノ・ダ・シルバ事務局長
らと会談し、各国の世界農業遺産関係者が集うＦＡ
Ｏの国際会議「世界農業遺産国際会議」 を平成 25 年
春に石川県で開催することが合意されました。
　同会議が、国の首都以外の地で開催されるのは初
めてであり、能登の里山里海の魅力を国内外に発信
する絶好の機会となることから、里山里海の利用・
保全に向けた本県の取り組みを発信するとともに、
会議参加者を対象にその魅力を直接感じていただく
エクスカーションなどを実施することとしています。

本県で「世界農業遺産国際会議」を平成 25 年春に開催することを
国連食糧農業機関（ＦＡＯ）と合意 （23 日）

１日

３日

８日

９日

11日

12日

13日

19日

23日

26日

●「第２次いしかわ食育推進計画」

の策定

●新幹線開業治安対策検討委員会等

の設置

●奥卯辰山健民公園　里山回廊交流

広場が完成

●教員研修制度改革会議を設置

●同時期に世界農業遺産に認定され

た佐渡との交流・連携の強化（７

月17日～18日、８月17日～19日、

12月13日～15日）

●新幹線開業PR戦略実行委員会の

設立

●首都圏からの誘客促進のためのキ

ャッチコピー「いしかわ百万石物

語」の決定

●いしかわ里山創成ファンドを活用

した里山ポイント制度の創設

●ゆーりんピック2012を開催（13

日、18日、19日、20日、22日）

●主要地方道 山中伊切線（加賀市水

田丸町～森町間）開通式

●「いしかわグリーンウェイブ

2012」の実施

●本県で「世界農業遺産国際会議」

を平成25年春に開催することを国

連食糧農業機関（ＦＡＯ）と合意

●欧州で初めてとなる観光親善大使

を委嘱

●北欧教育事情視察団を派遣（～６

月１日）

16

５月の

主な出来事

同時期に世界農業遺産に認定された佐渡との
交流・連携の強化

（９日、７月17日～18日、８月17日～19日、12月13日～15日）

　北陸新幹線金沢開業を契機として、首都圏や新幹線沿線地域からの誘客
を図り、開業効果を県内全域に波及させるため、観光、経済、行政などの
各界の代表者で構成する「新幹線開業 PR 戦略実行委員会」を設立しました。
　設立総会では、首
都圏等からの誘客を
目指すためのキャッ
チコピーを「いしか
わ百万石物語」とす
ることに決定し、開
業前後に大規模なイ
ベントを集中的に開
催するなどの方針を
確認しました。

　世界農業遺産に認定された石川県の「能登の里山里海」と新潟県佐渡市
の「トキと共生する佐渡の里山」が交流しながら持続可能な農村の在り方
を探る「佐渡・能登里山里海連携会議」が９日発足しました。
　この会議での方針に基づき、児童の文化体験や農業者の意見交換などを
通してお互いの交流を深めたほか、12 月 13 日から 15 日には国内最大級
の環境展示会「エコプロ
ダクツ 2012（東京ビッ
グサイト）」に能登と佐
渡の自然、農産物などを
紹介するブースを設け、
初めて共同で PR しまし
た。

　里山の生物多様性の保全に向けて、県民や企業、ＮＰＯ団体など多様な
主体の里山の利用保全活動等への参加を目的とした「いしかわ里山ポイン
ト制度」を創設しました。この制度は、里山での草刈りや植樹などの保全
活動への参加者に対して里山ポイントを交付し、そのポイント数に応じて

県産食材の購入等ができる里山チ
ケットと交換するものです。
　この制度の創設により、里山の
保全活動への自主的な参加を促進
し、元気な里山づくりに繋げてい
きます。

いしかわ里山創成ファンドを活用した里山ポイ
ント制度の創設（11 日）

佐渡・能登里山里海連携会議

新幹線開業 PR 戦略実行委員会の設立（11 日）

▲里山保全活動
　（植樹）の様子
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19

　北陸新幹線金沢－敦賀間の着工が国土交通省により、認可されました。
　完成予定は金沢開業から概ね 10 年強後（2025 年度末）、事業費は
１兆 1,600 億円、工事区間は約 114 キロとなっています。小松、加賀
温泉、芦原温泉、福井、南越（仮称）、敦賀に駅が設置される予定です。
　今回の認可により、1973 年の整備計画から約 40 年の歳月を経て県
内全区間を新幹線が走ることとなり、新幹線を核としたまちづくりが進
むことが期待されます。 

　金沢城公園において、橋爪門整備工事の起工式が行われ、
城内で最も格式が高いとされる枡形門を復元する工事が本
格的に始まりました。
　起工式では、谷本知事が杭打ち初めを行ったほか、記念
イベントとして、当時の手段で石を運ぶ「石曳（び）き」
が行われ、着工を盛大に祝いました。
　

　橋爪門は、続櫓と接続する櫓門形式の「二の門」
と、石垣と二重塀で囲まれた「枡形」の復元により、

「一の門」と合わせて全面復元され、「金沢城三御門」
が全て整うこととなります。
　この復元工事は、北陸新幹線の金沢開業が予定
される平成 27 年春までの完成を目指しています。

北陸新幹線金沢－敦賀間認可（29 日）

金沢城橋爪門起工式（30 日）

北陸新幹線新型車両イメージ図
（JR 東日本、JR 西日本発表）

１日

８日

11日

13日

28日

29日

30日

●㈱ジャパンディスプレイセントラ

ル能美工場　操業開始

●加賀四湯博・加賀温泉郷おもてな

しプロジェクト2012の開催

●プラチナルート白山周遊キャンペ

ーンの開催（～11月10日）

●いしかわ動物園うまれのトキを放

鳥（～10日、９月28日～10月１日）

●能登半島地震復興基金の延長

●「大学卒業予定者等マッチング促

進事業」を実施（～12日、８月23

日～24日）

●「いしかわ耕稼塾」を開講

●東京大学先端科学技術研究センター

が石川サテライトオフィスを開設

●北陸新幹線金沢－敦賀間認可

●「観能の夕べ」公演（7月７日、14

日、21日、28日、８月４日、11

日、18日、25日）

●折戸地すべり対策事業が完成

●金沢城橋爪門起工式

18

６月の

主な出来事

㈱ジャパンディスプレイセントラル能美工場 操
業開始（1 日）

　プロ農業者から農業の応援団まで幅広い人材の育成を行う「いしかわ耕
稼塾」の開講式が行われ、2009 年度の設置以来最多となる 120 人の４期
生が技術の研鑽を誓
いました。
　初心者向けの「予
科」に 31 人、自立
経 営 を 目 指 す「 本
科」・「専科」に 12 人、
そのほか、「経営革
新スキルアップコー
ス」に９人、「実践科」
に 68 人が入塾しま
した。

　㈱ジャパンディスプレイセントラルの能美工場が操業を開始しました。
スマートフォンなどの中小型液晶ディスプレイの需要増加によるもので、
県内では石川工場につづき２つめの生産拠点となります。

　東京大学先端科学技術研究センター（先端研）が、県工業試験場にサテ
ライトオフィスを開設しました。
　この開設は、県と石川県産業創出支援機構が、再生可能エネルギーなど
の研究開発推進のために、先端研との間で連携協定を締結したことに基づ
いたものであり、開設にあわせて、先端
研の再生可能エネルギーに関する最新の
研究成果を紹介する展示コーナーも設置
されました。

東京大学先端科学技術研究センターが石川サテ
ライトオフィスを開設（28 日）

「いしかわ耕稼塾」を開講（13 日）
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21

　世界農業遺産に登録された「能登の里山里海」の景観や、「霊
峰白山や手取峡谷」の眺望など、魅力あるいしかわの風景を
楽しみながら周遊できる「いしかわ風景街道」事業の一環で
ある寄り道パーキングのうち、第一号となる寄り道パーキン
グ「春蘭の里」が７月７日に供用を開始しました。

　７月 15 日には、谷本知事をはじめ、能登町長、
県議会議員、地元の方々など、多数の出席のもと、
地元主催による完成を祝う会が行われ、知事が揮

き

毫
ごう

したエントランスサインの除幕が行われたほか、地
元特産品の振る舞いや、地元の郷土芸能が披露され、
完成を祝いました。

寄り道パーキング「春蘭の里」完成を祝う会を開催（15 日）

　７月 28 日から８月 20 日までの 24 日間、平成 24 年度全国高等学校総合体育大会（2012 北信越かがやき総体）
が開催され、全国から、選手、監督ら 4,500 名をお迎えしました。いしかわ総合スポーツセンターなど県内７会場で、
バスケットボール、ヨット、カヌー、ウエイトリフティングの４競技が行われ、全国の高校生による熱戦が繰り広
げられました。

平成 24 年度全国高等学校総合体育大会（2012 北信越かがやき総体）を開催
（28 日～８月 20 日）

１日

６日

７日

14日

15日

23日

24日

27日

28日

31日

●いしかわ家庭版環境ISO「省エネ･

節電・アクションプラン」を実施

（～９月30日）

●健民海浜公園プール３年連続で入

場者10万人を突破（～９月30日）

●ＩＪＳＰ（石川ジャパニーズ・スタ

ディーズ・プログラム）未来創造

会議を開催

●能登スマート・ドライブ・プロジェ

クトの運用開始

●高校生のための企業ガイダンスを

開催

●主要地方道金沢井波線清水田島ト

ンネル貫通式（金沢市清水町～田

島町地内）

●寄り道パーキング「春蘭の里」完

成を祝う会を開催

●いしかわ未来のエジソン・サマー

スクールを開催（～８月31日）

●「石川県消防マイスター」に４名

を認定

●河北潟干拓地「ひまわり村」開村式

●林業技術者の本格的な育成に向け

た「あすなろ塾」を開講（～３月）

●「石川県消防操法大会」を開催

●平成24年度全国高等学校総合体育

大会（2012北信越かがやき総体）

を開催（～８月20日）

●「子ども消防学校」を開催

　（８月１日）

20

７月の

主な出来事

高校生のための企業ガイダンスを開催（７日）

　県内の高校卒業予定者の就職支援のため、採用選考が開始される前に、
生徒や保護者が直接県内企業の情報収
集ができるよう、 「高校生のための企業
ガイダンス」を、県産業展示館で開催
しました。
　県内企業 84 社が参加する中、県内
39 校の生徒・保護者 1,303 人が企業
ブースを回り、企業の特徴や業務の内容
について、理解を深めました。

　環境保全活動に取り組むための県独自のしくみである「いしかわ家庭版
環境ＩＳＯ」を、省エネ・節電に効果が高まるように充実強化した「省エネ・
節電アクションプラン」への参加を県民の皆様に呼びかけました。
　７月～９月を取組強化期間とし、
新たに約 5,500 家庭の皆様に、冷
房時の室温を 28℃に設定するなど
の省エネ・節電の活動に取り組ん
でいただきました。

　スマートフォンで観光情報を取得しながら、プラグイン・ハイブリッド
カー（ＰＨＶ）などで、世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」を
巡る「能登スマート・ドライブ・プロジェクト」が、７月７日に運用を開
始しました。
　羽咋市以北４市４町の道の駅や観光施設な
ど、約 20 カ所に設置した公衆無線ＬＡＮ機能
付きの充電スタンドに立ち寄っていただくと、
電気自動車やＰＨＶの充電のほか、スマート
フォン向けアプリ「Ｄｒｉ Ｍｕｃｈ」を使っ
て周辺の観光情報を取得することができます。

いしかわ家庭版環境ＩＳＯ「省エネ・節電・ア
クションプラン」を実施（１日～９月 30 日）

能登スマート・ドライブ・プロジェクトの運用開始（７日）



　日本各地の 135 の自治体などが参加する「航
空乗継利用促進協議会」が発足し、金沢市で設立
総会が開かれました。
　同協議会は、小松空港で全国最多の 35 区間、
能登空港でも 22 区間で羽田乗継割引運賃が設定
されている石川県などが発起人となって全国の
自治体等に呼びかけてスタートした組織で、早く
て便利な航空乗り継ぎをもっと多くの人に知っ
てもらい、交流人口の拡大につなげていくことを
目的としています。
　協議会では、航空乗り継ぎのメリットを紹介す
るホームページの開設や参加団体が共同で乗り
継ぎ利用キャンペーンを実施するなど情報発信
に取り組んでいくこととしています。

　平成 26 年度末の北陸新幹線金沢開業に伴
い、ＪＲ西日本から経営分離される並行在来
線の経営主体として、「石川県並行在来線株式
会社」を設立しました。
　並行在来線は、能登地域と加賀地域を結ぶ
交通の要所に位置し、七尾線や金沢駅以西、
さらには富山方面との旅客流動も多く、通勤、
通学など県民の日常生活や経済活動に欠かす
ことのできない幹線区間であることから、将
来にわたり、その存続を図る必要があります。
県民の皆様に親しまれる鉄道会社を目指し、
利用者の利便性の確保等の取組みを進めてい
くこととしています。
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23

航空乗継利用促進協議会の設立（28 日）

石川県並行在来線株式会社の設立（28 日）

　出荷の最盛期を迎えた石川県産高級ぶどう「ルビーロマン」の魅力を
首都圏でＰＲするため、東京・日本橋三越本店において、知事によるト
ップセールスが行われ、来店者には、試食用のルビーロマンやリーフレ
ットが入ったＰＲグッズが配られました。

ぶどう「ルビーロマン」東京都内の百貨店で
知事によるトップセールスを実施 （31 日）

１日

３日

４日

７日

８日

９日

10日

17日

22日

25日

28日

29日

31日

●文部科学省支援「いしかわ炭素繊

維クラスター事業」キックオフ・

イベントの開催

●「石川県医学部進学セミナー」を

開催

●白山砂防100周年の集いを開催

●「地産地消受注懇談会2012」を開

催（11月27日）

●観光おもてなし塾の実施

●石川県産米の放射性物質に係る自

調査を実施（～９月10日）

●「ドリームナイト・アット・ザ・ズー

inいしかわ動物園」を開催

●「2012いしかわミュージックアカ

デミー」を開催（～26日）

●「金沢大学医学類特別枠等交流

会」を開催

●いしかわ環境フェア2012／いしかわ

の里山里海展2012の開催（～26日）

●航空乗継利用促進協議会の設立

●石川県並行在来線株式会社の設立

●平成27年開催の全国植樹祭開催県

が石川県に決定　

●ぶどう「ルビーロマン」東京都内

の百貨店で知事によるトップセー

ルスを実施

　15 年目を迎えた「いしかわ
ミュージックアカデミー」が石
川県立音楽堂などを会場に開催
されました。
　いしかわミュージックアカデ
ミーは、国内外の著名な音楽家
によるレッスンを行い、世界に
通用する若手音楽家の育成と石
川の文化の振興を図ることを目
的としており、質の高いレッス
ンの様子を間近で見ることが出
来るほか、開催期間中に、「15
周年記念事業」として、オーケ
ストラ・アンサンブル金沢との
共演によるコンサートなどが行
われました。

22

８月の

主な出来事 　平成 24 年度の文部科学
省「地域イノベーション戦
略支援プログラム」に採択
された「いしかわ炭素繊維
クラスター事業」のキック
オフ・イベントが開催され
ました。 「いしかわ炭素繊
維クラスター事業」は、炭
素繊維の一大生産拠点を目
指し、炭素繊維分野への取
り組みに意欲のある県内企業、金沢工業大学、金沢大学などと連携して発
足したプロジェクトで、加熱することで柔らかくなる熱可塑（ねつかそ）
性樹脂を使った炭素繊維複合材料の製造や加工法の確立、事業化に向けた
人材の育成などに取り組んでおり、このイベントを機に研究開発や事業化
に向けた動きが加速することが期待されています。

　白山の土砂災害を防ぐ白山砂防
の 100 周年の集いが、国、県、市
の関係者約 600 人が参加して開催
されました。集いでは、工事に着
手した当初、人が資材を担いで白
山に登り砂防施設を建設したこと
など、白山の防災、減災に力を尽
くしてきた先人の苦労を振り返り
感謝するとともに、改めて防災へ
の誓いを胸に刻みました。

文部科学省支援「いしかわ炭素繊維クラスター
事業」キックオフ・イベントの開催（１日）

白山砂防 100 周年の集いを開催（４日）

「2012 いしかわミュージックアカデミー」を開催
（17 日～ 26 日）
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白山総合車両基地

金沢駅方面

敦賀方面

　６月29日に認可された北陸新幹線金沢－敦賀間の建設工事起工式が、８月19日に小松駅前で行われました。新幹線
の建設主体である鉄道・運輸機構が起工を宣言し、谷本知事など関係者による鍬入れが行われました。
　続いて、北陸新幹線金沢－敦賀間起工記念大会並びに北陸新幹線建設促進石川県民会議総会が、こまつ芸術劇場
うららで行われました。
　金沢－敦賀間は、平成26年度末までの金沢開業から概ね10年強後の完成が予定されていますが、県では、東海道新
幹線の代替補完機能を果たすためにも、北陸新幹線金沢までの開業はもとより、敦賀までの早期完成、大阪までのフル
規格による早期全線整備について関係機関に働きかけています。

北陸新幹線　金沢－敦賀間着工

24 25



27

　９月から始まる、金沢港の浚渫土砂の海上投入に合わせ、『光の砂「千」の輝き』を開催しました。ＬＥＤで白く
光る風船を砂一粒一粒に見立て、海をイメージした青色に光る風船の間をパレードすることにより、海上投入した砂
が海の中を流れ、砂浜に漂着する様子を表現しました。また、イベントの模様はラジオで生中継され、千里浜再生プ

ロジェクトの事業の概要が広くＰＲされました。

　ロンドン五輪柔道競技女子 57kg 級で、オリンピッ
クの個人種目として本県では初となる金メダルを獲
得した松本薫選手に県民栄誉賞が贈呈されました。
松本薫選手には、谷本知事から記念品として輪島塗
のパネルが贈られました。県民にとっての大きな誇
りであり、大きな感動と夢を与えていただきました。

　都市計画道路宇野気ふれあい通り線が完成し、記念式典を開催
しました。ＪＲ宇野気駅前から宇ノ気大橋交差点の450ｍに渡り、

県が平成 10 年から整備してき
たものです。式典では地元児
童が作ったレリーフの沿道へ
のはめ込みも行いました。本
線は、かほく市の中心市街地
の目抜き通りであることから、
中心市街地の一層の賑わいが
期待されます。

千里浜再生プロジェクト 2012『光の砂「千」の輝き』を開催（８日）
千里浜沖に金沢港の浚渫土砂を投入開始（９～ 10 月）

ロンドン五輪柔道競技女子 57kg 級で金メダルを獲得した松本薫選手に 
県民栄誉賞を贈呈（10 日）

都市計画道路宇野気ふれあい通り線の供用（22 日）
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ber

１日

５日

７日

８日

10日

18日

22日

28日

●小松－台北便週５便に増便

●能登有料道路の新愛称「ふるさと

紀行『のと里山海道』」の決定　

●いしかわ里山創成ファンド助成事

業18件採択

●能登歴史公園　石動山地区にトイ

レ完成

●千里浜再生プロジェクト2012

　『光の砂「千」の輝き』を開催

●ロンドン五輪柔道競技女子57kg級

で金メダルを獲得した松本薫選手

に県民栄誉賞を贈呈

●兼六園の「長谷池」等を11年ぶり

に浚渫（～10月11日）

●都市計画道路宇野気ふれあい通り

線の供用

●大学生を対象とした男女共同参画

推進ワークショップを開催（～12

月12日）

 ●額団地県営住宅44号棟の完成

26

９月の

主な出来事
　平成 25 年３月 31 日正午の能登有料道路無料化にあたり、新愛称が「ふ
るさと紀行『のと里山海道』」に決定しました。４月には無料化ＰＲのた
めのラッピングバスが披露され、運行を開始しました。11 月には歴史を
振り返る写真展を開催するとともに、愛称を応募した７人に賞状が贈られ
ました。

　いしかわ里山創成ファンドの採択決定通知書交付式が行われました。こ
れは、里山里海の資源を活用した生

なり

業
わい

の創出や里山里海地域の振興に係る
事業などに対して支援するものです。いしかわの里山を元気にする取組
18 件が採択されました。

いしかわ里山創成ファンド助成事業18件採択（７日）

能登有料道路の新愛称
｢ ふるさと紀行『のと里山海道』｣ の決定（５日）

無料化ＰＲラッピングバス除幕式（４月 24 日）

新愛称表彰式（11 月 17 日）

無料化記念写真展（11 月 17 日～ 26 日） 
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29

　航空機部品や医療機器等を製造する日機装
㈱が、金沢市テクノパーク内の同社金沢製作
所敷地内で新工場を増設することを正式に表
明しました。東海地震のリスク回避を目的に、
航空機部品と医療機器の生産拠点を移転する
もので、操業開始は平成 26 年４月の予定です。

　芸能分野では初めて、金沢素囃子長唄・鳴物
の木村澄子氏（きむら・すみこ、芸名　杵屋喜澄、
望月太以氏）と一調一管笛の苅谷みね氏（かりや・
みね、芸名　藤舎秀扇氏）、一調一管小鼓の中西

子氏（なかにし・のりこ、芸名　堅田乃莉氏）を、
県指定無形文化財保持者に認定しました。また、
県民に親しみを持っていただけるよう、「いしか
わの至宝」との通称を設けました。

　第 29 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会を開催し、31 日
は小松市の県こまつ芸術劇場うららで記念式典を行いました。
11 月１日から４日までは金沢市のしいのき迎賓館などで 2012
全国伝統的工芸品フェスタ in 石川を開催し、テーブルコーディ
ネート展などに多くの人が訪れました。

日機装㈱の生産拠点移転が決定（18 日）

木村澄子氏、苅谷みね氏、中西 子氏を県指定無形文化財保持者
（いしかわの至宝）に認定（29 日）

第 29 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会を開催（31 日～ 11 月４日）

１日

３日

４日

６日

７日

14日

18日

20日

24日

26日

29日

31日

●不法投棄等防止強化月間（10月）
において隣県と連携した取り組み
を実施

●兼六園周辺文化の森ミュージアム
ウィークを開催（～８日）

●いしかわ米粉食べまっしキャンペ
ーンを実施（～11月30日）

●首都圏百貨店と連携した能登の産
品ＰＲ（～９日）

●灰外達夫氏の重要無形文化財保持
者（人間国宝）認定

●兼六園時雨亭の利用者100万人達成

●石川県立能楽堂四十周年記念能の
公演　　　　

●主要地方道 小松鶴来線 天狗橋が
開通

●能登空港利用企画キックオフ会議
を開催

●第40回石川の技能まつりを開催

●金沢市三池高柳土地区画整理事業
完工記念式典を開催

●日機装㈱の生産拠点移転が決定

●いじめ対応アドバイザーを委嘱

●第34回石川の農林漁業まつりを
　開催（～21日）

●家畜伝染病防疫訓練の実施

●第59回日本伝統工芸展金沢展を開
催（～11月４日）

●木村澄子氏、苅谷みね氏、中西
子氏を県指定無形文化財保持者
（いしかわの至宝）に認定

●第29回伝統的工芸品月間国民会議
全国大会を開催（～11月４日）

●野々市市中南部土地区画整理事業
完工記念碑除幕式及び完工記念式
典を開催（12月16日）

28

10 月の

主な出来事
　東京・日本橋三越本店で物産展「世界農業遺産能登・伝統の味金沢特集」
を開催しました。奥能登の４ＪＡを中心に棚田で生産されたコメの統一ブ
ランド「能登棚田米」をはじめ、農水産物や加工品が並び、多くの買い物
客でにぎわいました。

　木工芸の灰外達夫氏（はいそと・たつお）が重要無形文化財保持者（人
間国宝）に認定されました。灰外氏の認定で、県内在住の人間国宝は９人
となりました。

　能美市岩本町～白
山市鶴来大国町間の
手取川に架かる主要
地方道 小松鶴来線 天
狗 橋 が 開 通 し ま し
た。橋長は 236 ｍ、
幅員は 10 ｍに拡幅
され、安全性が向上
しました。

首都圏百貨店と連携した能登の産品ＰＲ
（３日～９日）

灰外達夫氏の重要無形文化財保持者
（人間国宝）認定（４日）

主要地方道 小松鶴来線 天狗橋が開通（７日）
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いしかわ食のてんこもりフェスタを開催（11 日）

　ＪＲ西日本の真鍋社長と谷本知事が会談し、並行
在来線に係る車両や線路等の鉄道資産について、か
ねてから要請していたとおり、極めて低廉な価格で
譲渡を受けられることとなりました。また、鉄道資
産については、ＪＲから派遣される社員の人件費や
線路などの修繕費の一部をＪＲが負担することとな
ったことで、実質的には無償で取得できることとな
りました。

　本県の食文化の魅力を発信するため、金沢市の県産
業展示館で、いしかわ食のてんこもりフェスタを開催
しました。当日は県内外の地域おこしご当地グルメに
加え、県内学生による創作グルメなどが出展し、各ブ
ースには多くの人が列を作りました。また、各グルメ
のＰＲビデオコンテストや俳優の辰巳琢郎さんをお迎
えした「いしかわご当地グルメシンポジウム」などの
ステージイベントもあり、大いに盛り上がりました。

並行在来線に対する支援についてＪR 西日本と合意（21 日）

１日

３日

８日

９日

11日

13日

20日

21日

27日

●里山里海人の知恵の伝承

●平成24年度全国食生活改善大会並
びに第43回全国食生活改善推進員
団体連絡協議会大会等を開催

  （～２日）

●いしかわ教育ウィークで各種事業
を実施（～７日）

●いしかわスイーツ博2012を開催
（～４日）

●第７回いしかわっ子駅伝交流大会
を開催

●第２回企業の省エネ対策セミナー
を開催

●金沢港に史上最多となる11便目の
定期航路が就航

●いしかわのこだわり商品フェアを
開催（～12日）

●石川県沖縄戦没者慰霊式を開催

●消防団員救助技術向上セミナーを
開催

●いしかわ食のてんこもりフェスタ
を開催

●水環境フォーラム in 加賀2012を開催

●国際シンポジウム「日独環境ビジ
ネスシンポジウム　省エネ建築の
専門家から最先端技術を学ぶ」を
開催

●地区別金融円滑化懇談会を開催
（30日）

●その先にあるおもてなしサミット
を開催

●並行在来線に対する支援について
ＪＲ西日本と合意

●第５回アパレル産業連絡懇談会を
開催

●いしかわ動物園のトキを移送
  （28日）

30

11 月の

主な出来事

平成 24 年度全国食生活改善大会並びに
第 43 回全国食生活改善推進員団体連絡
協議会大会等を開催（１日～２日）

いしかわスイーツ博 2012 を開催（３日～４日）

その先にあるおもてなしサミットを開催（20 日）

　高円宮妃久子殿下のご臨席を賜り、平
成 24 年度全国食生活改善大会並びに第
43 回全国食生活改善推進員団体連絡協議
会大会等を開催しました。全国から食生
活改善推進員ら約 1,350 人が相互交流し
地域の健康づくりに一層取り組むことを
誓いました。

　北陸新幹線金沢開業に向け、食の魅力をさらに高め誘客につなげるため、
県立音楽堂交流ホールなどを会場に、スイーツがテーマのイベントを開催
しました。県内外の有名店のスイーツ販売や、多彩なステージイベントな
どのスイーツフェアに加え、全国の製菓専門学校の学生を対象としたコン
テストも併せて実施しました。　

　新幹線の終着駅にある温泉地が一
同に介し「その先にあるおもてなし
サミット」が開催されました。青森
県黒石温泉や鹿児島県指宿温泉の事
例発表に、参加者は新幹線開業に向
けたおもてなしの向上に思いを新た
にしました。
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夏山のつどい
（6 月 30 日～７月１日）

登山教室「山ガール白山初挑戦」
（８月７日～８月９日）

記念式典
（11 月 10 日）

　白山が昭和37年11月12日に国立公園に指定されてから50周年の節目を迎えまし
た。これを記念し、白山国立公園の自然や文化を大切に次の世代に継承するため、５
月から11月にかけて、環境省をはじめとして関係４県（石川・富山・福井・岐阜）、６
市１村（白山・高山・郡上・勝山・大野・南砺・白川）、及び関係団体等の連携・協力
により、白山国立公園指定50周年記念事業が実施されました。
　５月26日にはキックオフイベントが４県で一斉に開催され、本県では、中宮温泉ビ
ジターセンターの展示リニューアルに合わせ、地元児童によるメッセージが伝えられ
たほか、白山スーパー林道ウォークや自然観察会も併せて開催されました。
　また、白山に関する講演に加え、登山相談や高山植物の写真コーナーが設けられ
た「白山講座」や、白山の魅力紹介などを通して登山者間の交流を図る「夏山のつど
い」が夏山開きに併せて開かれたほか、「山ガール白山初挑戦」と銘打った登山教室
では参加者が白山の魅力を自分自身で体感しました。
　記念事業の締めくくりとして、11月10日には、白山国立公園指定50周年記念式典が
白山市鶴来総合文化会館クレインで行われました。式典では、生方幸夫環境副大臣
や谷本知事らが出席して記念すべき50周年を祝ったほか、エッセイストの華恵（はな
え）さんによる講演「登山の魅力、白山の恵み」や「白山の水、いきもの、信仰、文化」
をテーマとしたシンポジウムなど、多彩な催しが行われ、多くの方々が会場を訪れま
した。

　　白山国立公園指定 50 周年記念事業

キックオフイベント
（5 月 26 日）

白山講座
（6 月 2 日）

3332
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　加賀産業開発道路（小松市軽海町～八幡ＩＣ間）の
1.7 ㎞及び国道８号小松バイパス（八幡ＩＣ～東山ＩＣ間）
の 2.2 ㎞が４車線で供用を開始しました。
　加賀産業開発道路は、平成 25 年３月の川北大橋有料
道路の無料化に伴い、交通渋滞の発生が懸念されたこと
から平成 23 年度から４車線化事業に着手、国道８号小
松バイパスについても交通量が増加し、合流部などで交
通混雑や事故等が発生していたことから、平成 19 年度
から４車線化事業に着手しました。両道路が同時に４車
線で供用したことにより、金沢地区と加賀地区を結ぶ物
流・交流基盤の強化、地域の活性化に大きく寄与するこ
とが期待されています。

　北陸新幹線金沢駅舎建設工事が本格着工され、ＪＲ金
沢駅東広場もてなしドーム地下イベント広場で、工事の
安全祈願が執り行われました。　　　　
　北陸新幹線金沢駅は金沢開業時に本県の玄関口となる
駅で、平成 26 年９月の完成が予定されています。

　駅舎は金沢駅のシンボルであるもてなしドームと調和
したゆるやかな曲線の屋根や大きなガラス壁、金沢漆器
を思わせる黒い外壁が特徴で、伝統とモダンが融合した
金沢らしいデザインとなっています。

北陸新幹線金沢駅の駅舎起工（９日）

加賀産業開発道路（小松市軽海町～八幡ＩＣ間）及び国道８号小松バイパス（八
幡ＩＣ～東山ＩＣ間）４車線供用（25 日）

８日

９日

13日

19日

20日

25日

26日

●小松－台北便のデイリー化

●北陸新幹線金沢駅の駅舎起工

●「女性消防団員専門知識向上セミ

ナー」を開催

●石川県産フリージア新品種の名称

「エアリーフローラ」の決定

●金沢東部環状道路（金沢市東長江

町～鈴見台間）４車線供用

●大桑町急傾斜地崩壊対策事業が完成

●泣谷川砂防事業が完成

●加賀産業開発道路（小松市軽海町

～八幡ＩＣ間）及び国道８号小松

バイパス（八幡ＩＣ～東山ＩＣ間）

４車線供用

●教員志望大学生実力アップセミナ

ーを開催

●「ふるさと就職フェアいしかわ」及

び「のと就職フェア」を開催

  （～27日）

34

12 月の

主な出来事

　小松－台北便のデイリー化を記念
して、小松空港国際線出発ロビーで
式典が行われました。
　小松－台北便は、平成 20 年６月
に週２便で就航して以来、70％を
超える高い搭乗率を維持しており、
デイリー化は小松空港の国際線では
初めてとなります。デイリー化によ
って、曜日の制限を受けることなく、
自由な旅行日程が組めることから、
利便性が飛躍的に向上し、多様なニ
ーズに対応することが可能となり、
小松空港は新たなステージに進むこ
とになります。

小松－台北便のデイリー化 （８日）

金沢東部環状道路（金沢市東長江町～鈴見台間）
４車線供用（19 日）

　国道 159 号線金沢東部環状道路（金沢市東長江町～鈴見台間）2.4 ㎞が
４車線で供用を開始しました。
　金沢東部環状道路は、金沢都市圏を囲む金沢外環状道路山側幹線の一部
として機能しており、金沢市中心部の交通を迂回させることで、市街地の
交通渋滞の緩和や広域的な道路ネットワークの形成につながることが期待
されています。



能登空港
　平成25年７月７日に開港10周年を迎える能登空港。
　能登空港は空港ターミナルビルと県の総合出先機関
との合築となっており、日本航空学園を隣接地に誘致す
るなど、全国に類のない特色ある空港として平成15年に
開港しました。
　首都圏と能登がわずか１時間で結ばれ地域の拠点と
して、住民生活の向上に大きく貢献してきました。
　そのほか、全国の空港で初めて「道の駅」に登録され
ており、観光拠点としても今後ますますの発展が期待さ
れています。

37
平成 24 年 11 月 25 日撮影
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空から見た石川空から見た石川



県庁舎及び県立中央病院周辺
　県庁舎が、金沢市広坂から現在の鞍月に移転し、平
成24年１月で10年目を迎えました。周辺には多くの業務
施設や商業施設が立地し、金沢駅港線（50ｍ道路）や
金沢外環状道路海側幹線が整備されるなど、県都金沢
の更なる発展を担う「金沢西部副都心」として広域的で
未来志向な都市機能の集積が進んでいます。
　また、県立中央病院は築後30数年を経過し、建て替
えに向け、平成23年11月に「新石川県立中央病院基本
構想」を策定しました。新病院は「県民に信頼される高
度専門病院」を目指すこととしており、平成24年度の基
本設計を踏まえ、平成25年度から実施設計を行うことと
しています。

39
平成 24 年 11 月 25 日撮影

金沢港

県立中央病院

38

金沢外環状道路
（海側幹線）

金沢駅方面
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平成 24 年 11 月 25 日撮影

40

ふるさと紀行「のと里山海道」
　県内にある有料道路３路線（能登有料道路、川北
大橋有料道路、田鶴浜道路）が、平成25年３月31日正
午に前倒しして無料化になります。昭和57年の全線供
用時に名付けられた「能登有料道路」に代わる新愛
称が、９月５日、ふるさと紀行「のと里山海道」に決定
しました。
　この新愛称は、平成23年に国内で初めて世界農業
遺産に登録された「能登の里山里海」や、日本の素朴
な原風景が残る「ふるさと」である能登へ誘う「みち」
というイメージをふまえたものとなっています。
　今後は、北陸新幹線金沢開業に向け新愛称の定着
と能登への誘客拡大を図るため、新愛称を観光地図
やカーナビ等に反映させるとともに、愛称を活用した
PRに積極的に取り組んでいきます。
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平成 24 年 11 月 25 日撮影

のとじま水族館 開館３０周年
　のとじま水族館が開館30周年を迎え、７月７日、能登
ふるさと博オープニングとの合同記念式典が開催されま
した。
　のとじま水族館では、この日、開館30周年を記念して、
「クラゲの光アート」がオープンしました。色とりどりに変
化するＬＥＤで照らされた円柱水槽が幻想的な空間を演
出するなど工夫を凝らした展示となっています。
　また９月20日には、「ジンベエザメ館 青の世界」にて、
ジンベエザメの入れ替えを行い、国内では３館のみとな
るジンベエザメの複数展示が始まりました。

７月７日　クラゲの光アートオープン式典

ジンベエザメ

クラゲの光アート

42

バンドウイルカ



石川県の指標

年間降水量（３カ年平均）

昼夜間人口比率（昼間人口／常住人口）

鉱工業生産指数（全産業、年平均）

繊維工業出荷額 ( １人当たり、従業者 4 人以上 )

生産用機械器具製造業出荷額 ( １人当たり、従業者 4 人以上 )

商品販売額（１人当たり、卸・小売合計）

宿泊業、飲食サービス業就業割合（対就業者総数）

就業率（男女計、就業者 /15 歳以上人口）

女性就業率（女、就業者 /15 歳以上人口）

有効求人倍率（年度平均）

世帯当たり月間消費支出

年間家庭用電灯使用電力量（１人当たり）

パソコン普及率（保有世帯率）

道路整備率（一般道路）

防災士認証登録者数（人口 10 万人当たり）

年間救急出場件数（人口千人当たり）

建物火災出火件数（人口 10 万人当たり）

児童福祉施設定員数（年少人口千人当たり）

延長保育実施保育所数（０～４歳児１万人当たり）

救急自動車病院収容所要時間（119 番通報収容平均時間）

献血量（人口 10 万人当たり）

大学・短大等学校数（人口 10 万人当たり）

大学・短大等学生数（人口千人当たり）

小中学校長期欠席者（児童生徒千人当たり）

留学生数（人口 10 万人当たり）

図書館数（人口 100 万人当たり）

博物館数（人口 100 万人当たり）

青少年教育施設数（人口 100 万人当たり）

日展入選者数（人口 100 万人当たり）

日本伝統工芸展入選者数（人口 100 万人当たり）

１人当たり居住室の畳数（持ち家住宅）

書籍・文具等販売額（１人当たり）

社会教育費（１人当たり）

国土交通省気象庁「2012 年（平成 24 年）の日本の天候」

総務省統計局「平成 22 年国勢調査」

各都道府県「鉱工業指数」

経済産業省経済産業政策局「工業統計調査」（概要版）

経済産業省経済産業政策局「工業統計調査」（概要版）

経済産業省経済産業政策局「商業統計」

総務省統計局「平成 22 年国勢調査」

総務省統計局「平成 22 年国勢調査」

総務省統計局「平成 22 年国勢調査」

厚生労働省職業安定局「一般職業紹介状況」

総務省統計局「家計調査」

電気事業連合会「電気事業便覧」

総務省統計局「全国消費実態調査」

国土交通省道路局「道路統計調査」

日本防災士機構ホームページ

総務省消防庁「救急・救助の現況」

総務省消防庁「火災年報」

厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」

厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」

総務省消防庁「救急・救助の現況」

日本赤十字社「血液事業の現状」

文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査」

文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査」

文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査」

独立行政法人日本学生支援機構調べ

文部科学省生涯学習政策局「社会教育調査中間報告」

文部科学省生涯学習政策局「社会教育調査中間報告」

文部科学省生涯学習政策局「社会教育調査中間報告」

㈳日展ホームページ

㈳日本工芸会調べ

総務省統計局「平成 20 年住宅・土地統計調査」

経済産業省経済産業政策局「商業統計」

総務省自治財政局「都道府県決算状況調」

　	 データ名	 単位	 石川県	 全国順位	 全国指標	 調査時点	 資　　　料

H22 ～ 24 年

H22.10.1

H23 年 

H22 年 

H22 年 

H19 年 

H22.10.1

H22.10.1 

H22.10.1 

H23 年度 

H23 年 

H22 年度 

H21.10.31 

H23.4.1 

H25.1.31

H23 年 

H23 年 

H23.10.1 

H23.10.1 

H23 年 

H23 年 

H24.5.1 

H24.5.1 

H24.5.1 

H24 年度 

H23.10.1 

H23.10.1 

H23.10.1 

H24 年度 

H24 年 

H20.10.1 

H19 年 

H22 年度 

1,789

―

92.2 

30 

107 

4,282 

5.7

57.3 

47.1 

0.68

283 

2,376 

75.9

57.7 

44.3

44.7 

21.0 

128.4 

30.4 

38.1 

1,582.5

0.95 

24.1

17.1 

107.8 

25.6 

9.9

8.2

19.0 

4.8 

14.21 

35,658 

9,201 

2,667

100.21

107.6 

154 

384 

3,544 

6.3

59.7 

51.2 

0.85

303 

2,880 

79.6

72.0 

166.7

33.1 

14.7 

234.6

61.4 

31.0 

1,766.3

1.63 

27.8

12.9 

134.6 

42.0 

25.7 

18.0 

84.9 

55.7 

17.03 

35,428 

20,611 

3

7

4 

2 

2 

8 

5

4 

1 

9

6 

2 

7

3 

3

2 

2 

2 

3

7 

8

2 

3

4

5 

9 

5 

4

1 

1 

3 

6 

1

mm

％

―

千円

千円

千円

％

％

％

倍

千円

kWh

％

％

人

件

件

人

箇所

分

ℓ

校

人

人

人

館

館

施設

人

人

畳

円

円

（注）　＊は数値の小さい方からの順位	 石川県県民文化局県民交流課統計情報室発行　平成 25年版 ｢石川 100の指標 ｣他から

＊

＊

＊

＊

人口と世帯

総 数

市 部 計

郡 部 計

加 賀 計

能 登 計

　 金 沢 市

　 七 尾 市

　 小 松 市

　 輪 島 市

　 珠 洲 市

　 加 賀 市

　 羽 咋 市

　	 かほく市

　 白 山 市

　 能 美 市

　 野々市市

	1,161,644	

1,010,551	

151,093	

958,427	

203,217	

463,503	

56,100	

107,442	

28,340	

15,375	

69,642	

22,485	

34,368	

109,814	

48,989

54,493

	561,632	

489,541	

72,091	

466,043	

95,589	

224,866	

26,493	

52,063	

13,341	

7,019	

32,392

10,636	

16,468	

53,254	

24,226

28,783	

	600,012	

521,010	

79,002	

492,384

107,628	

238,637	

29,607	

55,379	

14,999	

8,356	

37,250	

11,849	

17,900	

56,560	

24,763

25,710	

	448,886	

395,391	

53,495	

373,442	

75,444	

195,685	

20,869	

37,882	

11,107	

6,086	

25,642	

8,176	

11,344	

37,498	

16,473

24,629	

市　町
総	数

人	　口 世	帯	
数

人 人 人 世帯
能 美 郡

　 川 北 町

河 北 郡

　 津 幡 町

　 内 灘 町

羽 咋 郡

　 志 賀 町

　宝達志水町

鹿 島 郡

	 	 	 中能登町

鳳 珠 郡

　 穴 水 町

　 能 登 町

6,280	

6,280	

63,896	

36,870	

27,026	

35,108	

21,398	

13,710	

18,121	

18,121	

27,688

9,195	

18,493	

3,083	

3,083	

30,908	

17,914	

12,994	

16,478	

10,046	

6,432	

8,651	

8,651	

12,971	

4,368	

8,603	

3,197	

3,197	

32,988	

18,956	

14,032	

18,630	

11,352	

7,278	

9,470	

9,470	

14,717	

4,827	

9,890

1,804	

1,804	

22,485	

12,276	

10,209	

12,311	

7,774	

4,537	

6,183	

6,183	

10,712	

3,501	

7,211	

市　町	
総	数

人	　口 世	帯	
数

人 人 人 世帯

（注）　１　かほく市及び河北郡以南の市郡を加賀計、羽咋郡以北を能登計とした。 
　　　２　平成 22 年国勢調査結果に基づく推計である。 
　　　

平成 25年２月 1日現在（推計）

石川県県民文化局県民交流課統計情報室調べ

男 男女 女
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石川県旗
（昭和47年10月1日制定）

「石川」の文字と石川の地形をデ
ザイン化したものです。地色の
青は、日本海と豊かな緑・清い
水・澄んだ空気という石川の恵
まれた自然環境を表しています。

県の木　あて
（昭和41年10月1日指定）

緑の環境づくりと木を愛する心
を広めようと、県民のみさなん
から募集して定めました。能登
地方に多く生育するヒノキアス
ナロで、北陸地方では「あて」
と呼んでいます。家具や建築
材、輪島塗の素材にも多く使わ
れています。

郷土の花　クロユリ
（昭和29年3月19日）

NHKが「郷土の花」として選ん
だもの。白山の弥陀ヶ原、室堂
平（標高2,300～2,500ｍ）付近に
多く自生しています。風雪に耐
えて咲く可憐な姿は、広く県民
から親しまれています。

県鳥　イヌワシ
（昭和40年1月1日指定）

白山連峰に生息する日本最大級
のワシで、英語でジャパニー
ズ・ゴールデン・イーグルと呼
ばれています。翼を広げると２
ｍにもなる雄々しい姿と勇猛果
敢な性格は、ますます躍進する
石川県を象徴しています。
撮影：須藤一成
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