


はじめに
　平成26年の県政は、北陸新幹線や炭素繊維に代表されるように、戦略的に取り組んできたプロジェ
クトが大きく動き、事業そのものが勢いよく前進した「躍動」の１年でありました。
　北陸新幹線新型車両の金沢港での陸揚げが始まり、全ての車両の白山総合車両所への搬入が完了
しました。また、金沢駅で新幹線を歓迎するイベント、金沢－長野間での走行試験の実施、開業日・運
行本数や運賃・ダイヤが公表されました。
　そして、アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」のオープンなど、首都圏へ向けた誘客
対策の強化と開業効果の全県波及が本格化しました。
　新幹線開業も見据えた陸・海・空の交流基盤整備についても、白山スーパー林道の白山白川郷ホワ
イトロードへの愛称変更や料金引き下げの決定、金沢港の貨物・クルーズ両面での活況、七尾港の旅
客船岸壁の整備、小松空港でのタイとの双方向チャーター便の実施、のと里山空港という愛称でのＰ
Ｒなど、ソフト・ハード両面で大きく前進をした年でした。
　また、農業分野も含めた多くの企業誘致の実現や、農地の確保から経営の支援までをワンストップ
体制で行う「いしかわ農業総合支援機構」を設置するなど、産業の成長に向けた取り組みが強化され
ました。
　そのほか、県立中央病院の建て替えの推進や、土砂災害など防災対策の充実、石川県薬物の濫用
の防止に関する条例の制定など、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26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。

四車線化された「のと里山海道」大根布JCT付近
（平成26年10月11日撮影）
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（上）北陸新幹線新型車両
（下）アンテナショップ
　　「いしかわ百万石物語・江戸本店」

  11月23日、かほく市白尾地内で、のと里山海道（千
鳥台～白尾ＩＣ）の四車線化完成式を行いました。
　 のと里山海道は、南北に細長い県土を一体的に
結び、県都金沢と能登地域の連絡強化や広域交流
の促進を図る交流基盤として、「ダブルラダー結い
の道」整備構想の南北幹線に位置付けられている
極めて重要な路線です。このうち、内灘町千鳥台～
かほく市白尾間11.1㎞については、のと里山海道の
無料化に伴う大幅な交通量の増加対策として、円滑
な交通の確保や安全性の向上を図るため、平成23
年度より四車線化事業に着手し、内灘海浜橋などの
整備を進めてきました。
　当該区間の完成により、能登地域と金沢のアクセ
スが格段に向上するとともに、北陸新幹線金沢開業
効果とも相まって人・モノの交流が拡大し、能登地
域だけでなく、本県のさらなる発展につながるもの
と期待しています。 



1

January　県内の高校卒業予定者を対象
にした合同就職面接会を、地場
産業振興センターと県立音楽堂
で開催しました。
　この面接会は、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ている
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、緊張した面持
ちで面接に臨む姿が見受けられ
ました。
　平成 26 年は、1 月と 11 月
の計 2 回面接会を開催し、延
べ 52 社の企業、91 人の高校
生が参加し、37 人が内定を得
ました。

　「金沢城・兼六園四季物語」は、金沢城
および兼六園を舞台に四季折々の多彩なイ
ベントを繰り広げるものです。そのうち、

「金沢城・兼六園ライトアップ～冬の段～」
を 31 日から計 10 日間の日程で開催しま
した。このライトアップは、春夏秋冬の季
節に合わせて年に計４回程度開催してお
り、今年は昨年より開催日数を 11 日増や
すなど、より内容を充実しました。
　期間中、無料開園となった兼六園内には、
あんどんなど照明約 270 基を設置し、来
園者は幻想的に浮かび上がる園内の風景に
見入っていました。一方、金沢城公園では、
河北門や五十間長屋などをライトアップし
ました。
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チャレンジ応援就職フェア（高校生のための就職面接会）を開催
（29 日、11 月 12 日）

金沢城・兼六園四季物語を開催
（31 日～２月９日、３月 20 日～ 23 日、４月５日～ 13 日、６月７日～８日、10 月 11 日～ 12 日、 
 11 月 21 日～ 30 日）

　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 178 日
間にわたり開催し、北陸新幹線金沢開業に向けて「元気な能登」を全国に
発信しました。

　いしかわ動物園は、佐渡トキ保護センターから新たにトキの繁殖ペアを
１組受け入れ、これまでに飼育しているペアとあわせて計３組で繁殖を進
めていくことになりました。
　いしかわ動物園ではこれまでに 31 羽のトキが誕生した実績があり、今
後一層の繁殖が期待されています。
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	7日	 ●	篠井英介氏、島津悦子氏に石川

県観光大使の委嘱状を交付

　　　　　　

	12日	 ●能登ふるさと博の開催

	 	 （〜３月23日、７月４日〜10月18日）

	17日	 ●	３組目となるトキの繁殖ペア受

入れ

	23日	 ●	新春特別企画　華の競演（宝生

流・喜多流）

	28日	 ●	北陸新幹線開業にあわせ、JR七

尾線に金沢発着のシャトル特急

創設（10月７日）

	29日	 ●	原子力災害時の避難時間推計シ

ミュレーションを公表

	 	 ●	チャレンジ応援就職フェア（高

校生のための就職面接会）を開

催（11月12日）

	30日	 ●いしかわ版里山づくりISOの認証

	 	 	（７月24日、12月24日）

　　　　

	31日	 ●金沢城・兼六園四季物語を開催

	 	 	（〜２月９日、３月20日〜23日、

　　　　	4月５日〜13日、６月７日〜８日、

　　　　	10月11日〜12日、11月21日〜30日）

１月の

主な出来事

能登ふるさと博の開催
（12 日～３月 23 日、７月４日～ 10 月 18 日）

３組目となるトキの繁殖ペア受入れ（17 日）

あぜのきらめき（輪島市）

かきまつり（穴水町ほか）

オープニングイベント（珠洲市）

キリコ祭り（七尾市ほか）

佐渡トキ保護センターから新たに受け入れたトキの雄３歳（右）と雌２歳
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いしかわ百万石マルシェ 2014 を東京で開催（７日、８月 21 日）

　いしかわ百万石マルシェを、東京都内のホテ
ル・レストランで開催しました。
　このイベントは、平成 18 年から実施しており、
平成 26 年は冬と夏の２回開催し、県内の農業法
人やＪＡ、漁協など延べ 60 団体・個人が出展し
ました。
　首都圏の飲食業者や食品・流通業者、観光業
者ら約 360人に、加賀野菜や能登牛など、県産
食材を使った試食料理を振る舞い、本県の旬の
食材を売り込みました。

　大学卒業予定者や若年者などの就職を支
援するための合同就職面接会を、産業展示
館を主会場に開催しました。
　当日は相談コーナーなども設置し、個別
相談にも応じました。
　この合同就職面接会は、平成６年から実
施しており、平成 26 年は２回開催しまし
た。延べ 180 社の企業、613 人の大学生
や若年者らが参加し、55 人が内定を獲得
しました。

　北陸新幹線金沢開業後の並行在来線を運営す
る第三セクター「ＩＲいしかわ鉄道」が鉄道事
業の許可を取得し、ＩＲいしかわ鉄道の七野社
長が国土交通省で鉄道事業の許可状を受け取り
ました。
　許可区間は、金沢駅・倶利伽羅駅間の 17.8 ㎞、
駅数は５駅です。　

チャレンジ応援就職フェア（大学卒業予定者等合同就職面接会）を開催 
（24 日、６月 10 日）

ＩＲいしかわ鉄道　鉄道事業許可の取得（28 日）

　森林・林業の活性化を図るため、石川県、コマツ、石川県森林組合連
合会の３者で、「林業に関する包括連携協定」を締結しました。これまで、
採算性などの理由により利用されてこなかった間伐材を集めて粉砕し、
チップ化したものを木質バイオマスボイラーの燃料に使用し、発電や冷
暖房に活用します。
　今回の協定により間伐材に新たなニーズが生まれ、これまで以上に森
林整備が図られることが期待されます。今後は、燃料の重油からバイオ
マスエネルギーへの転換によるＣＯ₂削減や、里山の保全にも繋がること
から、林業活性化の全国モデルとしての確立を目指していきます。
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２月の

主な出来事

石川県、コマツ、石川県森林組合連合会による
林業に関する包括連携協定締結式（４日）

　いしかわ伝統工芸フェア 2014 を東京都内で開催しました。
　今回で 19 回目となるフェアでは、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３万点を展示・販売しました。
　山中漆器や九谷焼の器と和菓子を合わせて展示したコーナーや、九谷焼
や加賀友禅の制作体験が人気を集め、多くの来場者でにぎわいました。
　今後とも、北陸新幹線金沢開業に向け、首都圏での「工芸王国石川」の
魅力を十分にＰＲしていくこととしています。

いしかわ伝統工芸フェア 2014 を東京で開催
（７日～９日）

	１日	 ●石川県危機管理フォーラムを開催

　　　　（11月24日）

	４日	 ●	石川県、コマツ、石川県森林組

合連合会による林業に関する包

括連携協定締結式

	７日	 ●	海老名香葉子氏に石川県観光大

使の委嘱状交付

　

	 	 ●	いしかわ伝統工芸フェア2014を

東京で開催（〜９日）

	 	 ●	いしかわ百万石マルシェ2014を

東京で開催（８月21日）

	９日	 ●	水環境フォーラムｉｎこまつ

2014を開催

	24日	 ●	チャレンジ応援就職フェア（大学

卒業予定者等合同就職面接会）

を開催（６月10日）

	 	 ●石川県国民保護図上訓練を実施

	26日	 ●	ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ

推進ネットワークセミナーを開催

　　　　（10月31日）

	 	 ●	「いしかわの酒による乾杯を推

進する条例」を制定

	 	 ●	微小粒子状物質（PM2.5）に関

する注意喚起情報を発表

	28日	 ●	ＩＲいしかわ鉄道　鉄道事業許

可の取得
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「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定書を交付
（25 日、12 月 10 日）

北陸新幹線金沢開業カウントダウンフォーラムを開催
（30 日、８月 24 日、10 月５日、11 月 29 日）

　25 日、県庁で「いしかわ男女共同参画
推進宣言企業」の認定書交付式を行いま
した。今回、男女共同参画の具体的な取
り組みを宣言した 25 社（団体）を認定し、
知事から認定書を交付しました。認定企
業（団体）を代表し、清水建設㈱北陸支
店の山口眞樹副支店長が「女性が働きや
すい職場づくりに一層取り組む」と抱負
を述べられました。この認定制度は、平
成 24 年度に創設され、平成 26 年３月
25 日現在で 122 企業（団体）が認定さ
れています。

　北陸新幹線金沢開業に向け、県内全域で県民意識を盛
り上げるため、３月 30 日と 11 月 29 日に金沢市の北
國新聞赤羽ホールで、８月 24 日には県七尾美術館で、
10 月５日にはサイエンスヒルズこまつで「カウントダ
ウンフォーラム」を開催しました。
　フォーラムでは、九州新幹線の開業対策に尽力した方
や連続テレビ小説の舞台地で地域づくりに取り組んだ
方による講演などが行われました。総仕上げとなる 11
月 29 日のフォーラムでは、西日本旅客鉄道㈱執行役
員金沢支社長より、「北陸新幹線を活用した JR 西日本
の取り組み」と題したプレゼンテーションのほか、講師

と県内で開業に向け活動する方々によるパネルディスカッションが行われました。
　このフォーラムは、県内経済団体の代表者や有識者などで構成される全県的な組織「STEP21 県民推進会議」およ
び県が主催し、市町関係者や経済団体、観光・地域づくり団体など多くの方々が参加しました。
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３月の

主な出来事

　県庁で、「家庭画報」などを出版する㈱世界文化社との間で行うタイア
ップ事業に係る確認書の調印式を行いました。
　タイアップ事業としては、世界文化社が発行する４誌で年間を通じて石
川県の特集記事を掲載することを確認したところであり、年間を通じた自
治体の特集記事掲載は世界文化社と
して初めての取り組みとなります。
　そのうち、家庭画報（発行部数約
15 万部）では、著名人がナビゲー
ターとなって県内各地域を巡る特集
記事を年４回掲載する方針を示しま
した。
　また、雑誌以外でも、県内企業と
の間で食品や伝統工芸を使用した家
庭画報ブランド商品を開発し、通
販などで販売するほか、北陸新幹
線金沢開業後に家庭画報
読者を対象にした「家
庭画報の旅」も予定
しており、世界文化
社のあらゆる媒体を
活用して石川の魅力
を発信することで、
お互いが大きな効果
を得ることを目指し
ていきます。　

　５日～ 10 日、県産業創出支援機構が初
めて企画した「首都圏版石川のこだわり商
品フェア」を、東京・日本橋三越本店で開
催し、県内の中小企業 47 社が県の活性化
ファンドを活用して開発した新商品約 400
種類を販売しました。県物産協会などが、
１年後の北陸新幹線金沢開業をＰＲするた
め企画した「いしかわ百万石物語展」も共
同開催し、海産物や和菓子、地酒、伝統的
工芸品など県産品を一堂に集め、「オール
石川」で地元の魅力を売り込みました。

　10 月 26 日～ 28 日には、ＪＲ東京駅
前の商業施設「ＫＩＴＴＥ（キッテ）」
でも開催しました。商品の販売やＰＲの
ほか、27 日と 28 日は、販路開拓を目
的に、百貨店などのバイヤーを対象とし
た商談も行いました。食品や伝統工芸な
どを扱う企業 18 社が参加しました。

首都圏版石川のこだわり商品フェアを東京で開催
（５日～ 10 日、10 月 26 日～ 28 日）

㈱世界文化社とのタイアップ事業に係る確認書
調印式（25 日）

	 	 ●	いしかわ診療情報共有ネットワ
ークの運用開始　　　　　

　　　　　　　
	４日	 ●	中山間地域活性化フォーラムを

開催

	５日	 ●	首都圏版石川のこだわり商品フ
ェアを東京で開催（〜10日、10
月26日〜28日）

	14日	 ●	翠ヶ丘浄化センターメタンガス
発電による売電を開始

	16日	 ●知事選挙で谷本正憲知事が６選

	18日	 ●食品表示フォーラムを開催

	 	 ●「おくのほそ道の風景地　那谷寺
　　　　	境内（奇石）」が名勝に指定

	20日	 ●	脇田谷内１号急傾斜地崩壊対策
事業の完成

	 	 ●額団地県営住宅45号棟の完成

	 	 ●	二級河川倉部川河川改修事業の
完成

	21日	 ●	金沢城橋爪門寄進事業第２回記
名会（〜23日）

	22日	 ●金沢駅西広場再整備事業の完成

	25日	 ●	㈱世界文化社とのタイアップ事
業に係る確認書調印式

	 	 ●	「いしかわ男女共同参画推進宣言
企業」認定書を交付（12月10日）		

				
	27日	 ●		次世代自動車充電インフラ整備

構想を改定

30日　●	北陸新幹線金沢開業カウントダ
ウンフォーラムを開催（８月24
日、10月５日、11月29日）

31日　●	石川県警察の組織体制整備
	 	 	 警備部に「警衛対策課」を新設
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　高松ＳＡ（サービスエリア）リニューアル竣工式と別所岳ＳＡ広域観光施設起工式を行い、併せてのと里山海道無
料化一周年を記念し、西山ＰＡ（パーキングエリア）や志雄ＰＡを含めた４つのＳＡ・ＰＡにおいて地元食材を使っ
た料理の振る舞いやステージイベントなどを行いました。

　高松ＳＡは県と市が連
携して店舗改修や海岸に
通じる遊歩道、イベント
広場、ドッグランの整備
などを行い、駐車場を拡
張しました。
　別所岳ＳＡは、奥能登
２市２町が地元の特産品
を販売する広域観光施設
の整備を行い、７月 20 日
に「奥能登山海市場」と
してオープンしました。
　今後、観光客を奥能登
に呼び込む拠点となるこ
とが期待されます。

　しいのき緑地やいしかわ四高記念公園などを会場に、「百万石まちなかめぐり 2014」を開催しました。春は「さ
くら」、秋は「もみじ」をキーワードに、コンサートや野外カフェ、クラフト販売など多彩な催しが繰り広げられ、
多くの方に来場いただきました。

のと里山海道ＳＡリニューアル竣工式、起工式（高松、別所岳）（13 日）

百万石まちなかめぐり 2014 の開催
（さくら：12 日～ 13 日、もみじ：11 月 15 日～ 16 日）

8

４月の

主な出来事

新型車両 W7 系の金沢港陸揚げ、
白山総合車両所への搬入（11 日～）

　11 日、県民が待ちに待った北陸新幹線の新型車両（Ｗ７系）が金沢港
に到着し、陸揚げ作業が行われました。
　この日は、１編成 12 両のうち６両が貨物船３隻に載って金沢港に到着
し、「和の未来」をコンセプトにデザインされた車体が巨大なクレーンで
持ち上げられ、ゆっくりと石川の地に降り立ちました。

　歓迎セレモニーでは、
近隣の幼稚園児ら約 200
人が「ようこそ、北陸新
幹線」と声をそろえ出迎
えるなど、迫る開業に胸
を膨らませました。

　 12 日未明には、車両が陸
路、白山総合車両所に向け
て輸送され、深夜にも関わ
らず大勢の人々がその姿を
一目見ようと港や沿道に集
まりました。

	１日	 ●県の組織機構を改革
	 	 　総務部
	 	 		　	「地方課」を「市町支援課」に改称
	 	 　企画振興部
	 	 		　	「新幹線用地対策室」を拡充　
	 	 　商工労働部　　　
	 	 		　	「緊急雇用対策室」を廃止
	 	 　農林水産部
	 	 		　	「全国植樹祭推進室」を部内室
　　　　		（分課）に改組
	８日	 ●県の組織機構を改革
	 	 　総務部・企画振興部
	 	 		　	「企画振興部情報政策課」を廃

止し、総務部行政経営課に「情
報システム室」を設置

	 	 　環境部
	 	 		　	「里山創成室」を農林水産部へ

移管
	 	 		　	「地球温暖化対策室」を「温暖

化・里山対策室」に改組
　　　　農林水産部
	 	 		　	「里山創成室」を「中山間地域

振興室」とともに再編し、「里
山振興室」を設置

	 	 		　	「農業人材政策室」および「経
営対策課」を再編し、農業政策
課に「農業参入・経営戦略推進
室」を設置

	11日	 ●	新型車両W7系の金沢港陸揚げ、
白山総合車両所への搬入

	12日	 ●	百万石まちなかめぐり2014の開
催（さくら：〜13日、もみじ：
11月15日〜16日）

	13日	 ●	のと里山海道ＳＡリニューアル
竣工式、起工式（高松、別所岳）

	21日	 ●	県庁舎で営巣していたハヤブサ
のヒナ初誕生

	23日	 ●金沢桜丘高等学校改築工事起工式

	 	 ●プレミアム研修開始

	24日	 ●	連続テレビ小説「まれ」放送決定、
推進協議会の設立（９月12日）

	25日	 ●	地方自治法施行60周年記念貨幣
　　　　（石川県）の図柄の決定

	26日	 ●	いしかわグリーンウェイブ2014
を実施（〜６月１日）

　　　　
	 	 ●金沢城石川門の保存修理完了

	27日	 ●	一般国道249号大谷道路（大谷
工区）の完成

29日	 ●	ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂
の日」音楽祭2014を開催

　　　　（〜５月６日）

30日　●ＩＲいしかわ鉄道利活用促進
　　　　アクションプランの取りまとめ

陸揚げされる新型車両

白山総合車両所へ向け、幹線道路を進む車両

白山総合車両所へ搬入される車両

車両の前で風船を飛ばすセレモニー出席者
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　平成 27 年３月 30 日から９月 26 日まで、能登を舞台にしたＮＨＫ連続テレビ小説「まれ」が放送されることが、
４月 24 日に発表されました。
　県では、北陸新幹線金沢開業と時を同じくしてスタートすることから、能登の本物の魅力を全国へアピールする絶
好の機会ととらえ、このチャンスを最大限に生かすため、９
月 12 日に周辺５市７町、観光団体などとともに連続テレビ
小説「まれ」推進協議会を発足しました。同協議会では、Ｐ
Ｒステッカーやのぼり旗などを製作するなどの広報活動に取
り組み、「まれ」をきっかけに能登の魅力の継続的な発信に
力を注ぐこととしました。
　10 月にはヒロイン津村希役の土屋太鳳さんや父役の大泉
洋さん、母役の常盤貴子さんら主要なキャストが参加し、輪
島市を中心に撮影が行われました。
　能登では、揚げ浜塩田での塩作りや輪島塗の制作風景、朝
市のにぎわいなどのロケが行われました。
　放送を前に県内外から注目が高まっています。

　財務省は、地方自治法施行 60 周年で発行する石川県の記念貨幣
のデザインを決定しました。千円銀貨幣が「兼六園の徽軫（ことじ）
灯籠と雪吊り（夜景・ライトアップ）」、五百円バイカラー・クラッ
ド貨幣が「木場潟からみた白山とキリコ祭り」に決まりました。

連続テレビ小説「まれ」放送決定、推進協議会の設立
 （24 日、９月 12 日）

地方自治法施行 60 周年記念貨幣（石川県）の図柄の決定（25 日 )

▲連続テレビ小説「まれ」推進協議会設立総会

平成26年 10月９日　輪島ロケ取材会にて
左から　大泉洋、常盤貴子、土屋太鳳、田中裕子、田中泯

放送予定　３月30日（月）〜９月26日（土）
総合テレビ（月〜土）	 午前　８：00〜
	 午後　０：45〜 [ 再 ]
ＢＳプレミアム（月〜土）	 午前　７：30〜
　　　　　　　　　　　　	午後　11：00〜 [ 再 ]
　　　　　　　　　	（土）	 午前　９：30〜 [ １週間分 ]

平成 27年前期 連続テレビ小説「まれ」 ロゴ_CMYK

CMYK

モノクロ 抜け

▲千円銀貨幣

▼五百円バイカラー・クラッド貨幣

　千円銀貨は貨幣セットとして 11 月から販売予約を開始し、1 月
から当選者への送付が始まりました。五百円銀貨は 1 月から金融機
関などで額面価格で引換えが行われるとともに県関連施設での釣り
銭としての活用も行われ、人気を集めました。

　重要文化財の金沢城石川門は、平成 18 年より８年間保存修理を行い、平成 26 年１月に完成しました。完成を祝し、
４月 26 日に金沢城石川門完成記念式典を開催しました。
　左右の太鼓塀を支える控柱（ひかえばしら）は過去の修復でコンクリート製になっていましたが、史実に基づき木
製に改めました。櫓（やぐら）や門は漆喰（しっくい）の塗り直しなどの修理を行いました。
　石川門は本県の伝統文化の象徴であり、国内外から多くの人に来ていただきたいと考えております。

　珠洲市若山町宇都山と同市大谷町を結ぶ国道 249 号大谷道路の開
通式を行いました。
　本道路は奥能登地域の観光周遊道路の一部を形成するとともに、
地域の生活を支える重要な幹線道路であり、昭和 62 年度から整備を
進め、これまで 5.2 ㎞を供用していました。今回、残る 2.4 ㎞が供
用開始となり、事業着手から 27 年の歳月を経て全線開通しました。

　全線開通により、地域住民の安全で安心な
交通が確保されるとともに、奥能登地域の観
光振興が一層図られることが期待されます。

　今年で７回目を迎えたラ・フォル・ジュル
ネ金沢は、「プラハ・ウィーン・ブダペスト～
三都物語～」をテーマに開催し、北陸三県で
国内外の一流奏者による計 183 の公演が行わ
れ、８日間で約 10 万６千人が来場しました。
　中世から 19 世紀までの中欧の３都市を舞
台とし、民族独自の気風にあふれ、情熱的で
ありながらどこかふるさとのなつかしさを感
じさせるような多彩な音楽が繰り広げられま
した。
　次回は北陸新幹線金沢開業後の開催という
こともあり、開業を記念したより魅力的なプ
ログラムを用意することとしています。

金沢城石川門の保存修理完了（26 日）

一般国道 249 号大谷道路（大谷工区）の完成（27 日）

ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 2014 を開催
（29 日～５月６日）
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石川県地域防災計画（原子力防災計画編除く）の修正 （28 日）

石川県福祉職合同入職式を開催 （29 日）

12

５月の

主な出来事

人材確保のための採用力向上・魅力発信事業を
実施（９日・26日・28日、６月２日・４日）

自主防災組織の結成に向けた防災活動実践講座
を開催（25日、６月28日、９月20日）

　防災会議を開催し、石川県地域防災計画の見直しを行いました。
　今回の見直しでは、平素からの防災への取り組みを強化するため、町内会や事業者ごとに地区防災計画を作成し、
地域の防災力を高めることとしたほか、円滑かつ安全な避難の確保のため、市町に避難行動要支援者名簿の作成を義
務付けるとともに、災害発生時における民生委員や自主防災組織への名簿の提供などについて明記しました。
　また、災害時の電線の切断や設備の破損を考慮し、指定避難所や避難路の避難誘導灯などの非常用電源を確保する
ため、太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用について追加しました。

　式では、新人職員を代表し、島本麻衣さんが、「同じ時に福
祉の道をスタートした私たちは、仲間として互いに助け合い、
日々努力したい」と決意を誓い、協議会会長の知事と加中英喜
県社会福祉法人経営者協議会会長が「同期の仲間で励まし合
い、壁を乗り越えてほしい」とあいさつをしました。
　また、元スターバックスコーヒージャパンの最高経営責任者
である岩田松雄氏が「人生にミッションを持て！」と題して講
演を行ったほか、参加者が 10 人ごとのグループとなり、福祉
の仕事を選んだきっかけや理想の職員像などを話し合いました。

　県内の福祉施設で働き始めた職員を対象とす
る福祉職合同入職式が、ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル金沢で開かれ、県内の 174 施設に就職し
た 18 ～ 56 歳の職員約 310 人が参加しました。
　この式は、新人職員が仕事に関して相談し合
える仲間をつくり、福祉職に多いとされる早期
離職を予防する目的で、県社会福祉協議会が初
めて主催しました。

　９日、県内企業のための新卒採用戦略セミナーを、金沢市の地場産業振
興センターで開催し、84 社の採用担当者約 100 人が専門家から人材確保
のノウハウを学びました。
  景気回復を背景に企業の採用意欲が高まっている反面、中小企業では人
材確保が困難になると予想されることから、県が初めて主催しました。
  また、26 日、28 日、６月２日、４日には県内企業をバスで巡る企業見
学会を開催し、大学４年生など延べ 77 人が参加しました。参加者は実際
に企業の現場を見学し、担当者の説明に熱心に耳を傾けていたほか、見学
後に地場産業振興センターで就職対策セミナーおよびグループワークにも
参加し、見学した感想や今後の就職活動について活発な意見交換がなされ
ました。

　25 日、共助の要となる自主防災組
織の結成を促進するため、自主防災組
織が結成されていない地域の代表者な
どを対象に、自助・共助の重要性など
を啓発する研修会を白山市で開催しま
した。
　研修会では、県自主防災組織アドバ
イザーによる組織の結成手続きや活動
事例に関する講義のほか、防災マップ
作成実習を行いました。
　白山市のほか、かほく市（６月 28
日）、輪島市（９月 20 日）でも同研修
会を開催しました。

	９日	 ●	人材確保のための採用力向上・

魅力発信事業を実施（26日・28

日、６月２日・４日）

	18日	 ●	第66回全国植樹祭の開催に向け

た取り組み（２月５日、８月８

日、12月22日）

	22日	 ●いしかわ新教員研修制度を策定

　　　　　

	25日	 ●	女性消防団員専門知識向上セミ

ナーを開催

	 	 ●	自主防災組織の結成に向けた防

災活動実践講座を開催（６月28

日、９月20日）

	28日	 ●	石川県地域防災計画（原子力防

災計画編除く）の修正

　　　　

	29日	 ●石川県産業成長戦略を策定

	 	 ●	内閣官房地域活性化モデルケー

スに選出

	 	 ●石川県福祉職合同入職式を開催

	30日	 ●曽谷大谷川砂防事業の完成
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第 66 回全国植樹祭プレイベント（18 日）

第 66 回全国植樹祭基本計画を決定（２月５日）

開催日が平成 27年５月17日（日）に決定（８月８日）

　平成27年５月17日に石川県で開催することが決定した第66回全国植樹祭の開催機運の醸成と、県民参加による
森づくりの推進を図るため、開催１年前イベントとして全国植樹祭プレイベントを小松市の木場潟公園中央園地で開
催しました。
　全国植樹祭は、豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的理解を深めるため、毎年春季に天皇皇后両陛
下ご臨席のもと、国土緑化推進機構と開催地都道府県の共催により行う国土緑化運動の中心的な行事です。
　石川県での開催は、昭和58年に河北郡津幡町の石川県森林公園で第34回大会を開催して以来、32年ぶり２回目
となります。
　プレイベントでは、地元の緑の少年団代表から苗木と花の引
き渡しが行われ、知事らが緑の少年団と一緒に、アテやトチノ
キなどを記念植樹したほか、ノトキリシマツツジやサザンカな
ど緑化苗木の無料配布も行いました。
　石川県開催まで残りわずかとなり、地域植樹イベントの開催
など、さらなる機運の醸成を図るとともに、準備に全力を尽くし
ていきたいと考えています。

第 66 回全国植樹祭
石川県実施本部を

設置（12 月22 日）

　第66回全国植樹祭の円滑な運営を行うた
め、石川県実施本部を設置し、初会合を開
催しました。会議には本部長の知事をはじ
め、県の各部局長らが参加し、担当者が植
樹祭の概要や業務の内容を説明しました。

式典会場

第66回全国植樹祭の会場となる木場潟公園中央園地（小松市）（平成26年10月24日撮影）14 15
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６月の

主な出来事
　プロ農業者から農業の応援団まで、本県の農業を支える幅広い人材を育
成する「いしかわ耕稼塾」の開講式を行いました。
　６年目となる今年度は、若手農業者向けの「経営革新スキルアップコー
ス」や、就農を目指す「本科」コースなどに、20 歳から 63 歳までの研修
生 93 人が入塾しました。
　開講式では、出席した研修生らが、農業に関する知識と技術の習得に向
け、決意を新たにしました。

　いしかわ動物園は、平成 11 年のオープン以降、多くの方々にご来園いただき、
15 年目で来園者数 500 万人を達成しました。
　記念すべき 500 万人目は、ご家族で富山県からお越しになった小学生で、美
馬園長と一緒にくす玉を割っていただいた後、記念品として動物園からぬいぐる
みなどをプレゼントし、達成を祝いました。

　北陸新幹線金沢開業に合わせ、のと鉄道㈱が七尾・穴水間で導入する観光列
車のデザインが決定しました。
　車両の外観は能登の海をイメージした濃紺色を基調とし、内装には、能登ヒ
バなどの天然素材や輪島塗をはじめとした能登の伝統的工芸品等を車両の部
材として活用するとともに、地元工芸品を鑑賞できるミニギャラリーが設置さ
れます。
　また、里海の眺望が楽しめるよう、海向きの展望シートに加え、専任のアテ
ンダントが提供する能登の旬の食やスイーツなどを楽しめるよう、サービスカ
ウンターを設置するとともに、全席にテーブルを配置するなど、「能登の里山
里海が織りなす風景と旬の味を楽しむ、ぬくもりと懐かしさを感じさせる観光
列車」をコンセプトとしています。

　このほか、９月 24 日には、公
募の結果、名称が「のと里山里海
号」に決定し、運行開始日が平成
27 年４月 29 日となることが発表
されました。その後、土日祝日と
夏休みシーズンの年間約 150 日は
２両編成で１日５本運行し、平日
は普通列車に１両を増結して１日
６本運行することも発表されまし
た。

　米国の大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号が、金沢港大浜
埠頭（ふとう）に 6 月初寄港したことを皮切りに、９月までに計４回寄港
しました。
　船はプリンセス・クルーズ社が運航し、全長 290m・高さ 62.5m・総ト
ン数 115,875 トン・乗客定員 2,670 人で、これまでで金沢港に寄港した
クルーズ船の中では最大となりました。
　また、４月～ 10 月にかけて、計 16 隻のクルーズ船が金沢港に寄港し、
過去最多となる 12,463 人の乗客が訪れました。

　「輪島の海女による伝統的素潜り漁技術」の
県無形民俗文化財指定にあわせ、「輪島の海
女漁保存振興会」を「いしかわ里海の至宝」
に認定しました。
　これは、本県の貴重な里海の文化である海
女漁について、県民の皆さまにさらに親しみ
を持っていただくとともに、海女の皆さまに
は、これを機会に本県の貴重な宝であるとい
う誇りを持って漁に従事していただき、生業

（なりわい）としての海女漁の振興につなげて
いくため、今回初めて認定したものです。
　この認定を契機に、漁場環境の整備をはじ
め、「海女採りあわび」や「海女採りさざえ」
を全国に PR するとともに、三重県をはじめ関
係９県が参加する「全国海女文化保存・振興
会議」などとも連携しながら、国の重要無形
民俗文化財の指定を目指し、進めていきます。

「いしかわ耕稼塾」開講式（11 日） いしかわ動物園来園者 500 万人達成（15 日）

過去最大となる米国のクルーズ船「ダイヤモン
ド・プリンセス」号が初寄港（14 日）

金沢港におけるクルーズ船の乗客数が過去最多
（４月～ 10 月）

のと鉄道観光列車のデザインと名称「のと里山里海号」の決定
（16 日、９月 24 日）

輪島の海女漁を県無形民俗文化財に指定し、「いしかわ里海の至宝」に認定（20 日）

	 1日	 ●	加賀四湯博～加賀温泉郷おもて
なしプロジェクト2014を開催
（～９月30日）

	 	 ●	プラチナルート白山周遊キャン
ペーンを実施（～11月10日）

　
	2日	 ●	民間事業者との災害時における

支援に関する協定締結

	5日	 ●	石川県消防マイスターに５人を
認定

	9日	 ●	インターネット適正利用推進「親
子のホッとネット大作戦」を実施

	 	 　（７月12日～13日）

	 	 ●	革新複合材料研究開発センター
開所式、炭素繊維複合材料の一
大生産・加工地域の形成に向け
東海地域と連携協定締結（11月
12日）

	11日	 ●	福井県と「災害時等相互応援に
関する協定」締結

	 	 ●「いしかわ耕稼塾」開講式

1	4日	 ●	過去最大となる米国のクルーズ
船「ダイヤモンド・プリンセス」
号が初寄港、金沢港におけるク
ルーズ船の乗客数が過去最多
（４月～10月）

	15日	 ●	いしかわ動物園来園者500万人
達成

	16日	 ●	のと鉄道観光列車のデザインと
名称「のと里山里海号」の決定
（９月24日）

	20日	 ●	輪島の海女漁を県無形民俗文化
財に指定し、「いしかわ里海の
至宝」に認定

	22日	 ●白山総合車両所見学ツアーを開催

	24日	 ●	再生可能エネルギー等導入推進
基金（グリーンニューディール
基金）の採択

	25日	 ●	タイ	バンコクにおける金沢港利
用促進セミナーを開催

	 	 ●	「石川県歯と口腔の健康づくり
推進条例」を制定

	30日	 ●行政経営プログラム会議を開催

16 17



6

June

　炭素繊維を使った製品や製造装置の開発を行う「革新複合材料研究開発セン
ター（ICC）」の開所式が白山市の金沢工業大学やつかほリサーチキャンパスで
行われました。
　センターでは県内に集積するものづくり産業の技術を生かして炭素繊維の新
素材を開発し、船舶や住宅資材、海洋構造物、橋などへの具体的な適用研究と
商品開発が行われます。
　総工費22億円のセンターの１階は吹き抜け構造で、最新のプレス機やレーザー
加工機などを置き、研究エリアとなる２、３階はガラス張りで仕切りを最小限と
し、研究者同士の顔が見えるオープンな開発環境が整っています。
　施設の開所により、本県における炭素繊維に関する研究開発が加速されるこ
とが大いに期待されることから、県としても、本県が炭素繊維の一大生産・加工
拠点となるよう、積極的に取り組みを支援してまいりたいと考えています。

革新複合材料研究開発センター（ICC）開所式（９日）

　自動車や航空機などに用いる炭素繊維分野の研究で金
沢工業大学、名古屋大学、岐阜大学の各研究機関が連携協
定を結び、名古屋大学で調印式と記念式典を行いました。
　繊維や機械産業に強みを持つ北陸地区と、航空機、自動
車産業が集積する東海地区が得意分野を補い合い、産業
界の多様なニーズに応えられる拠点化を目指します。式典に
は各県の知事も参加し、世界的な集積地「コンポジットハイ
ウェイ」を形成する構想を確認した上で、知事があいさつで
次回大会を石川県で開催する意向を示しました。
　各大学の研究開発センターが連携することで、東海・北陸
地区が研究開発から生産・加工・組立までを行う世界的な
一大拠点となり、わが国の炭素繊維複合材料の社会実装が
急速に進展することが期待されています。

炭素繊維複合材料の一大生産・
加工地域の形成に向け東海地域と

連携協定締結（11月12 日）

東海・北陸連携コンポジットハイウェイ構想
キックオフ記念式典

革新複合材料研究開発センター（白山市）（平成26年10月24日撮影）18 19
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June

　北陸新幹線金沢開業が間近に迫っていることを県民の皆さまに実感していただくため、白山総合車両所と新型車両
W7系を見学する「白山総合車両所見学ツアー」を初めて開催しました。500人の募集枠に対して約16,000人の応募があ
り、倍率が32倍となりました。
　県民はカメラを片手に白山総合車両所構内とW7系をじっくり見学しました。初めて新型車両に足を踏み入れた県民か
らは、「中も外もきれいだった」、「グランクラスで東京ディズニーランドや東京スカイツリーへ行きたい」など喜びの声が
聞かれました。県民はグランクラスの座席でくつろぎながら、新幹線開業を心待ちにしました。

白山総合車両所見学ツアーを開催（22 日）

白山総合車両所（白山市）（平成26年10月24日撮影）

敦賀方面

金沢駅方面
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July

７月の

主な出来事
１日

３日

５日

７日

10日

12日

15日

16日

17日

18日

19日
20日

21日
23日

25日

26日

27日
29日

●県による微小粒子状物質（PM2.5）
の監視体制の整備完了

●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）
●いしかわクールシェアを実施
	（～９月30日）
●いしかわ次世代産業創造ファンドを
拡充（130億円→300億円）

●いしかわ旅行商品プロモーション会
議を開催

●「いしかわ農業人材機構」を改組し
「いしかわ農業総合支援機構」を設
立するとともに全国初の農業参入支
援ファンドを創設（140億円）

●コマツ、農業法人と「簡易な農地改
良技術開発コンソーシアム」を発足

●能登空港の愛称「のと里山空港」へ
●「観能の夕べ」公演（12日・19
日・26日、８月２日・９日・16
日・23日・30日）

●佐渡との交流・連携の推進（農業者
交流：～６日、子ども交流：８月７
日～９日）

●高校生を対象とした企業ガイダン
スを開催

●JR七尾線観光列車の導入と名称「花
嫁のれん」の決定（９月29日）

●本田技研工業㈱との技術提案型展
示商談会

●都市計画道路専光寺野田線（野町
工区）の完成

●自主防災組織リーダー育成研修会
を開催（能登：～13日、26日～27
日、８月２日～３日、加賀：７月
19日～20日、９月14日～15日）

●県民一斉防災訓練（シェイクアウト
いしかわ）を実施

●首都圏百貨店での農林水産物の共
同販売などを実施（～22日）

●独立行政法人国際交流基金と日本
語教育分野に関する連携協力協定
を締結

●トヨタ自動車㈱、農業法人と「米づ
くりカイゼンネットワーク」コンソ
ーシアムを発足

●金沢の金箔製造技術が国選定保存
技術に選定

●石川県消防操法大会を開催
●しいのき緑地・いしかわ四高記念公
園整備完成記念式典

●石川県海上防災訓練を実施
●いしかわジビエ利用促進研究会を
設置

●地産地消受注懇談会2014を開催
（夏：23日、秋：11月27日）
●河北潟干拓地「ひまわり村」開村式
●寄り道パーキング「百万貫の岩」供
用開始

●世界農業遺産シンポジウム－海女
漁の文化的価値を考える－を開催

●第２回いしかわ百万石の集い
●健民運動50周年記念大会を開催
●子ども消防学校を開催（～30日）
●都市計画道路小立野線（小立野工
区）の完成

　１日、市町や観光団体自らが発掘・磨き上げてきた観光素材を、大手旅
行会社の商品造成担当者の目を通じて、さらに磨き上げ、魅力的な旅行商
品づくりにつなげることを目的に、いしかわ旅行商品プロモーション会議
を開催しました。

　会議では、県内の市町や観
光団体などによる観光プレゼ
ンテーションや旅行会社から
の商品化に向けたアドバイス、
個別商談会を行いました。さ
らに、２日～３日にかけては、
旅行会社が県内の観光素材を
視察するエクスカーションも
実施しました。

いしかわ旅行商品プロモーション会議を開催（１日）
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　コマツと県、県内の二つの農業法人が、「簡易な
農地改良技術開発コンソーシアム」を発足させま
した。コマツの ICT（情報通信技術）ブルドーザを
活用した簡易な農地改良技術の開発により生産性
向上を図り、収益性の高い農業経営を目指します。
　ICT ブルドーザを用いた実証試験を行うなど、取
り組みを「簡易な農地改良技術マニュアル」とし
てとりまとめ、いしかわ農業総合支援機構を通じ
て県内の担い手に普及・拡大し、本県農業の収益
向上を推進していきます。

　７日、JR 西日本金沢支社の野中支店長が知事を訪問し、
JR 七尾線に観光列車を導入することを表明しました。ま
た、９月 29 日には名称を「花嫁のれん」とすることを
発表しました。
　観光列車のデザインは、「和と美」をコンセプトとし、
外観は輪島塗、加賀友禅をイメージしたものとなってお
り、車内装飾に金沢箔や輪島塗などを活用します。名称
には、「花嫁のれん」に込められた女性の幸せを願う思
いにちなんで、当列車の利用者に幸せになって欲しいと
の思いが込められています。
　「花嫁のれん」は、金沢・和倉温泉間を特急列車とし
て土日や繁忙期を中心に１日２往復、年間 150 日程度
運行します。車内ではアテンダントによるサービス、北
陸ならではの食の提供や伝統的工芸品の展示などを行う
ほか、地元の協力による車内イベントなども検討してい
ます。
　七尾・穴水間では、平成 27 年４月 29 日からのと鉄
道観光列車「のと里山里海号」が運行されることから、
金沢から奥能登まで、２つの観光列車が楽しめる魅力的
な路線となります。

　能登空港の愛称「のと里山空港」
が決定し、５日に愛称看板設置セレ
モニーを行いました。
　愛称の公募は平成 25 年 10 月か
ら行われ、全国から 3,000 件を超え
る応募が寄せられました。

コマツ、農業法人と「簡易な農地改良技術開発コンソーシアム」を発足（３日）

JR 七尾線観光列車の導入と名称「花嫁のれん」の決定（７日、９月29日）

能登空港の愛称「のと里山空港」へ（５日）

「いしかわ農業人材機構」を改組し「いしかわ農
業総合支援機構」を設立するとともに全国初の
農業参入支援ファンドを創設（140 億円）（１日）

　耕作放棄地の解消や農業の収益性の向上などの取り組みを積極的に進め
ていくため、１日から、「いしかわ農業人材機構」を「いしかわ農業総合
支援機構（INATO）」として改組し、農地の確保・あっせんから、人材の確
保、経営の支援までをワンストップで行う体制を強化することとしました。
　農業総合支援機構の設置にあわせ、農業参入に伴う経営面の支援として、
JA グループや能登地域の金融機関の協力を得て、農業関係としては全国初
となる「いしかわ農業参入支援ファンド」を総額 140 億円で創設しました。
　この運用益を活
用し、条件不利地
域など担い手がい
ない地域において、
一定規模以上の耕
作放棄地の再生な
どに取り組む企業
や農業法人などに
対して、営農が軌
道に乗るといわれ
る５年間、経営の
下支えを行うなど、
参入から定着まで
の一貫した総合支
援を行う「農業参
入総合支援プログ
ラ ム 」 を 創 設 し、
全国トップクラス
の支援体制を構築
しました。

花嫁のれん１号車内装イメージ
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July

　健民運動 50 周年記念大会を県立音楽堂コンサートホールで開催し、関係団体やツバメ調査に参加している小学生な
ど 1,000 人を超える多くの皆さんにご参加いただきました。
　記念表彰式では、健民運動の推進に功績のあった 74 人と 29 団体に知事より表彰状と感謝状を贈呈しました。ツバ
メフォーラムでは、石川と韓国、台湾の子どもたちによるツバメ調査の事例発表や、県内７小学校の代表児童による意
見発表会、石川と韓国の学校で作られたそれぞれの「ツバメの歌」の合唱など、子どもたちの元気な声で大いに盛り上
がりました。

　健民運動は、美しい郷土づくりと県民一人ひとりが
健やかで生きがいを持てる豊かな暮らしの実現を目指
す運動で、昭和 39 年にスタートしました。県内全域
で行われる「ふるさとのツバメ総調査」や、子どもた
ちの夢の実現を手助けする「子どもドリームフェステ
ィバル事業」など、さまざまな活動を行っています。
　今後とも、ふるさと石川の明るい未来に向け、県民
総ぐるみの運動として、皆さま方と心を一つにして、
これまで以上に推進してまいりたいと考えています。

　県民の災害対応能力と防災意識のさらなる向上を
図るため、「県民一斉防災訓練（シェイクアウトい
しかわ）」を県内各地で実施しました。
　参加登録者数は 19 万 4,736 人で、県からのメー
ルや校内放送などを合図に、県内各地の学校、会社、
自宅などそれぞれの場所で同時刻一斉に「しゃが
む」、「隠れる」、「じっとする」の三つの安全行動が
実践され、県民の皆さまの防災に対する意識が高め
られました。

　イノシシやシカなど、野生動物の肉を使ったジビエ料理の普及に向け、
新たにいしかわジビエ利用促進研究会を発足させ、県庁で初会合を開きま
した。
　野生動物による農作物被害が深刻な状況であり、研究会の設置は捕獲し
たイノシシなどの肉を里山の魅力ある食材としてとらえることで獣肉の需
要を増やし、農作物の被害を軽減させる狙いもあります。
　出席者はイノシシ肉のハムを試食し、濃厚な肉の味をかみしめました。
　研究会は県内 18 団体が参加し、開発・普及・供給の三つの部会を設け
て検討を進め、新幹線開業後の誘客につなげる里山ブランドとして活用し
たいと考えております。

　輪島市の海女らが受け継いできた伝
統的素潜り漁を県無形民俗文化財に指
定したことに合わせ、海女漁の文化的価
値や魅力を知っていただくことを目的
とした世界農業遺産シンポジウムを能
登空港ターミナルビルで開催しました。
　シンポジウムには、海女など約 150
人が参加し、三重県と輪島市の海女が連
携して取り組んでいくことにより、国の
重要無形民俗文化財指定を目指す機運
を高めました。

　県では、本県独自の日本語・日本文化研修プログ
ラムとして「石川ジャパニーズ・スタディーズ・プ
ログラム（IJSP）」を実施しており、平成 26 年末ま
でに、世界の 25 の国・地域から４千人以上が参加
しています。
　この IJSP が、海外における日本語教育を所管す
る唯一の専門機関である国際交流基金に高く評価さ
れ、自治体として初めて、日本語教育分野に関する
連携協定を締結しました。
　今後は、互いの強みを生かしながら、双方の日本
語教育事業の充実・発展に努めていきます。

　県とトヨタ自動車、石川、愛知両県の農業法人９社は、トヨタの開発した農業支援システムを活用して、農作業の効
率を高める連携組織「米づくりカイゼンネットワーク」コンソーシアムを発足させました。
　トヨタの農業支援システムは、農業法人が営農面積や作業員の数などを入力すると、一日ごとの作業計画が自動的に
作成され、作業員のスマートフォンに当日の作業計画が配信される仕組みです。また、作業員が業務の開始・終了時刻、

収穫量などをスマートフォンで入力するこ
とで、データがインターネット上で一括管
理され、農業法人は作業の進行状況がわか
り、作業員の作業スピードや正確性などの
データを分析して人材育成にも生かせま
す。
　こうした取り組みを通じ、収益性の高い
農業経営モデルを確立し、農業を足腰の強
い、競争力のある産業としてさらに発展さ
せたいと考えております。今後も、高いレ
ベルで問題意識を共有しながら、成果を挙
げるよう対応していきます。

県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）を実施（15 日） いしかわジビエ利用促進研究会を設置（23日）

世界農業遺産シンポジウム－海女漁の文化的価値を考える－を開催（26 日）

健民運動 50 周年記念大会を開催（27日）

独立行政法人国際交流基金と日本語教育分野に関する連携協力協定を締結（17日）

トヨタ自動車㈱、農業法人と「米づくりカイゼンネットワーク」
コンソーシアムを発足（18 日）

24 25
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July

いしかわ四高記念公園

　県庁跡地については、「しいのき緑地」の完成により県庁跡地全体の整備が全て完了
しました。また、隣接するいしかわ四高記念公園についても、「しいのき緑地」の整備を機
に、県民の皆さんがより利用しやすい空間に生まれ変わりました。これを記念して、しいの
き緑地・いしかわ四高記念公園整備完成記念式典を行いました。
　県庁跡地は、平成22年４月に旧県庁舎から生まれ変わった、しいのき迎賓館がオープン
し、その後も地下駐車場や緑地の整備を進め、「しいのき緑地」が完成しました。
　また、「いしかわ四高記念公園」については、「しいのき緑地」との一体的な利用にも配
慮しながら、新たな芝生や植栽帯の設置、樹木の整理、せん定による見通しの確保、荒天
時も快適な透水性の舗装、バリアフリー化などイベントや憩いの場などとして利用しやす
い空間に生まれ変わりま
した。
　北陸新幹線金沢開業
後も「しいのき緑地」お
よび「いしかわ四高記念
公園」が周辺の玉泉院丸
庭園や、文化施設などと
一体となって、県内外の
多くの方々に利用され、
金沢都心部のさらなる魅
力向上につなげていきた
いと考えています。

しいのき緑地・いしかわ四高記念公園
整備完成記念式典（20 日）

しいのき緑地といしかわ四高記念公園（金沢市）広坂周辺（平成26年10月24日撮影）

しいのき緑地

26 27
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August

　今回は、IMA の前身である「アスペン音楽祭 in 石川」から数えて 20 年
目となることから、「世界へ羽ばたく音楽家育成 20 周年記念事業」も合わ
せて実施し、IMA 講師によるジュニアオーケストラ教室やピアノ体験レッ
スンのほか、26 日に県立音楽
堂で IMA 卒業生などがオーケ
ストラ・アンサンブル金沢と
共演する IMA 環日本海交流コ
ンサートを開催しました。
　今後も、より質の高い国際
音楽セミナーへと発展してい
くよう取り組んでいきます。

28

８月の

主な出来事
　人口減少対策ワーキン
グチームの初会合を県庁
で開き、出生数の増加と、
住民の県外転出を抑制す
る施策の検討を始めまし
た。
　チームでは、日本創成会
議が発表した若年女性が
大幅に減少するとの試算
や、全国知事会が採択した少子化非常事態宣言を踏まえ、平成 27 年度予
算に新規事業を盛り込む方針を示しました。

人口減少対策ワーキングチーム会議を開催（５日）

　バスの製造、部品供給などを行うジェイ・バス㈱が、小松
市に新工場を増設することを表明しました。
　観光バスの車体に使うプレス部品を自社生産することによ
り品質確保、納期短縮などを図ることを目的としています。
平成 26 年 12 月に着工し、平成 28 年１月に操業を開始する
予定です。

　今後の道路整備の方向性を検討する石川の道を考える会
の初会合を開き、県と有識者らが新たな「みちづくり指針」
について話し合いました。
　年度内に３回の会合を開き、平成 27 年３月までに新指
針を策定する方針を示しました。

　また、本県オリジナルぶど
う「ルビーロマン」の出荷が
最盛期を迎えるのに合わせ、
地元金沢のほか、東京と大阪
の市場、百貨店で知事による
トップセールスを行いました。
　トップセールスでは知事が
試食用のルビーロマンを１粒
ずつ配布しました。
　各会場には大勢の方が押し
寄せ、準備した 100 粒のル
ビーロマンがあっという間に
なくなるほどの人気でした。

29

ジェイ・バス㈱小松工場増設表明（19 日）

石川の道を考える会を開催（25 日、10 月 22 日）

都内の百貨店における石川の食のフェアの開催（19 日～ 24 日）、県内外の市場、
百貨店におけるぶどう「ルビーロマン」の知事のトップセールスの実施（金沢
7 日、東京 21 日、大阪 29 日）

ＩＭＡ環日本海交流コンサート

　ルビーロマンをはじ
めとする本県の特色あ
る農林水産物を PR する
ため、東京の三越銀座
店において石川フェア
を開催しました。各テ
ナントで、ルビーロマ
ンや能登牛、輪島海女
採りあわびのほか、県
産食材を使ったスイー
ツや加工品なども販売
しました。

　平成 10 年から毎年開催し、今年で 17 回目を迎えたいしかわミュージ
ックアカデミー（IMA）は、これまでに、IMA で学んだ高い演奏技術と音
楽性を生かして世界に羽ばたく優れた若手音楽家を数多く輩出しています。
　IMA では、マスタークラス（プロを目指す若手音楽家を対象）、基礎ク
ラス（県在住・出身の方を対象）の公開レッスンに加え、受講生や講師陣
などによるコンサートも開催しています。また、アカデミー期間中には、
県内各地で受講生によるミニコンサートを実施するなど、地域との音楽文
化交流活動も盛んに行っています。

2014 いしかわミュージックアカデミーを開催
（17 日～ 26 日）、世界へ羽ばたく音楽家育成 20
周年記念事業を実施（23 日・24 日・26 日）

	４日	 ●石川県医学部進学セミナーを開催

	５日	 ●	金沢駅で新型車両を歓迎、走行
試験の実施、北陸新幹線開業日
や運行本数などの運行計画の概
要が決定（27日）、新幹線金沢
駅見学会の実施（10月11日、12
月13日）

	 	 ●	人口減少対策ワーキングチーム
会議を開催

	７日	 ●	里山里海人の知恵の伝承「書き
聞き」を実施（～９日、10月26
日）

	17日	 ●	消防団員救助技術向上セミナー
を開催

	 	 ●	2014いしかわミュージックアカ
デミーを開催（～26日）、世界
へ羽ばたく音楽家育成20周年記
念事業を実施（23日・24日・26
日）

　　　　	
	19日	 ●	金沢大学医学類特別枠交流会を

開催

	 	 ●ジェイ・バス㈱小松工場増設表明
　
	 	 ●	都内の百貨店における石川の食

のフェアの開催（～24日）

	21日	 ●	ぶどう「ルビーロマン」の市場、
百貨店で知事のトップセールス
を実施（金沢7日、東京21日、大
阪29日）

	 	 ●	「石川県中屋サワ遺跡出土品」が
重要文化財（考古資料）に指定

	23日	 ●	いしかわ環境フェア2014、いし
かわの里山里海展2014を開催
（～24日）

	25日	 ●	石川の道を考える会を開催（10
月22日）

	26日	 ●	親学び講座「肝心かなめの１年
生塾」開催支援

	
	29日	 ●山岸川砂防事業の完成

	30日	 ●	企業と連携したスタディーツアー
を実施（９月21日）

29
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August

　 ま た、27 日 に は、 金 沢・
長野間の開業日が平成 27 年
3 月 14 日に決定したことや、
金沢・東京間が最速２時間
28 分で結ばれること、速達
タイプの「かがやき」が１日
10 往復運転されることなど
が JR により発表されました。
　金沢・東京間の所要時間が
２時間 30 分を切ることが県
民に非常に大きなインパクト
を与えました。

30

　５日、JR 金沢駅の新幹線ホームで北陸新幹線新型車両 W7 系試験走行金沢駅歓迎セレモニーを開催しました。
　JR 西日本の新型車両「W7 系」の試験走行がこの日、金沢・長野間で始まり、構想から半世紀を経て初めて北陸新
幹線の県内区間を走りました。白山総合車両所を出発し、金沢駅の新幹線ホームに入ってきた新型車両を、 3,110 人
の応募から当選した県民 500 人と、演奏を披露した明成小の鼓笛隊、県警音楽隊の演奏が出迎えました。車両がホー

ムに入ってきた瞬間、ひときわ大きな歓声があ
がり、県民は夢中でカメラのシャッターを切り
ました。セレモニーでは、関係者によりくす玉
が割られ、知事や山野金沢市長などがあいさつ
しました。

金沢駅で新型車両を歓迎、走行試験の実施（５日～）、
北陸新幹線開業日や運行本数などの運行計画の概要が決定（27 日） 、
新幹線金沢駅見学会の実施（10 月 11 日、12 月 13 日）

　また、10 月 11 日と 12 月 13 日には、県民向けの新幹線金沢駅舎の見学会も行われ、それぞれ 1,000 人と 3,550
人の県民が駅舎の１階、中２階、ホームを見学しました。
　ホームでは、２万枚以上の金沢箔で彩られた柱など、細かな意匠にも目を凝らしたほか、中２階とホーム階の待合
室では、236 点もの伝統的工芸品が飾られた壁を家族連れらがのぞき込みました。
　見学した県民からは、「とにかく立派」、「伝統的工芸品がたくさん飾ってあって見応えがある」といった声が聞か
れました。
　県民は、伝統的工芸品に埋め尽くされ、まるで「ミニ美術館」となった駅舎を見学しながら、３月 14 日に迫った
金沢開業へ期待を膨らませました。

　中２階の待合室の壁は能登ヒバ製で、直径 13 ㎝、奥行き 10
㎝の小窓一つ一つに伝統的工芸品を飾りました。

　ホーム階には２つのホームがあり、それぞれのホ
ームに 30 本ずつ、計 60 本の柱に金箔パネルが設
置されています。約 11 ㎝角の金沢箔が２万枚以上
使用されています。

　中２階の通路壁面には、
２点の加賀友禅と二俣和紙
がガラスに挟み込まれて設
置されています。向かって
左側の友禅には兼六園の花
鳥風月が、向かって右側の
友禅にはアケビを通じて四
季の移ろいが表現されてい
ます。

31

金沢駅に向かう新型車両「Ｗ７系」を見送る鉄道ファン

ホームに入ってきた車両を出迎える県民

31



３日

６日

７日

８日

10日

11日

18日

20日

26日

28日

30日

●いしかわ就職バックアッププロ
グラムを実施

●輝く女性応援会議in石川を開催

●移住体験モニターツアーを実施
（～７日、11月１日～３日）

●金沢外環状道路海側幹線（金沢
市大河端町～福久町間）の着工

●かほく東西幹線道路（一般県道
黒川横山線）Ⅰ期区間の着工

●拉致問題の早期解決を願う国民
の集いin石川を開催

●白山スーパー林道の新愛称「白
山白川郷ホワイトロード」の決
定、料金半額化について岐阜県
側と合意

●㈱ワイエムシィ小松事業所増設
表明

●再生可能エネルギー推進計画を
策定

●いしかわ里山創成ファンド事業
採択式

●兼六園・金沢城公園の公衆無線
LANを整備

●東レ㈱石川工場増設表明

●北陸新幹線金沢開業カウントダ
ウンボードの設置

●狩猟の魅力まるわかりフォーラ
ムを開催

●二級河川浅野川河川改修事業の
完成

●二級河川河原田川河川改修事業
の完成

32

９月の

主な出来事
　女性が輝く社会の実現に向けた機運の醸成を図るため、県立音楽堂にお
いて、内閣府と共催で「輝く女性応援会議 in 石川」を開催しました。
　300 人を超える参加者のもと、岡田内閣府副大臣による基調講演のほか、
県内の企業や地域、子育てなど、さまざまな分野で活躍する「輝く女性」と、
そうした女性を応援する「各界リーダー」によるパネルディスカッション
が行われました。

　分析装置用の充てん剤などを製造する㈱ワイエム
シィ（京都市）が、医薬品原料の分離精製事業拡大
を目的に、小松事業所内に工場を増設することを表
明しました。
　約 15 億円を投じて増設される新工場は、平成 27
年８月に完成予定となっており、新たに約 20 人の
雇用が見込まれています。

　東レ㈱が、石川工場内に炭素繊維プリプレグスリ
ットテープの加工ラインを導入することを表明しま
した。
　テープは、シート状の炭素繊維複合材料を数ミリ
から数センチ幅に切断してあり、飛行機の曲面部位
に巻きつけるなどして使用するもので、同社で初め
て国産化するものです。今回の増設により、米ボー
イング社の旅客機「787」増産に向けた供給体制を充
実することとしています。　金沢都市圏の骨格を形成し、慢性的な渋滞緩和を図る極めて重要な幹線

道路である金沢外環状道路海側幹線の金沢市大河端町～福久町間の起工式
を金沢市北寺町地内で行いました。
　この区間が完成し国道８号と繋がることで、環状道路が形成され、金沢
都市圏の交通円滑化など大きな効果が期待されます。

　地場産業振興センターにおいて、北朝鮮当局による日本人拉致問題に関
する県民意識のさらなる高揚を図り、拉致問題の早期解決を願うため「拉
致問題の早期解決を願う国民の集い in
石川」を県内で初めて開催しました。
　600 人を超える参加者のもと、山谷拉
致問題担当大臣が問題の早期解決に向け
た決意を述べたほか、拉致被害者の家族
や支援団体による講演も行われました。

　新幹線金沢開業を広く PR するため、金沢・加賀・能登の主要駅などにカウントダウンボードを設置しました。
　28 日には、JR 金沢駅において除幕・点灯式を開催し、10 月７日には、県庁１階ロビーにて点灯式を開催するとと
もに、新幹線概要や施策紹介パネルなどの啓発物も設置しました。

〈設置場所〉
　金沢駅、加賀温泉駅、小松駅、和倉温泉駅、
　輪島ふらっと訪夢、県庁１階ロビー

輝く女性応援会議 in 石川を開催（３日） ㈱ワイエムシィ小松事業所増設表明（10 日）

東レ㈱石川工場増設表明（26 日）

金沢外環状道路海側幹線の着工
（金沢市大河端町～福久町間）（６日）

拉致問題の早期解決を願う国民の集い
in 石川を開催（７日）

北陸新幹線金沢開業カウントダウンボードの設置（28 日～ )

33
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Septem
ber

県庁１階ロビー 金沢駅
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Septem
ber

白山スーパー林道の新愛称
「白山白川郷ホワイトロード」の決定、
料金半額化について岐阜県側と合意（８日）

白山スーパー林道の新愛称発表会

　革新複合材料研究開発センターで白山スーパー林道の新愛称発表会を岐阜県知
事とともに行いました。この中で、来年度から、新愛称が「白山白川郷ホワイトロー
ド」となることと、通行料金を現行のおよそ半額に引き下げることを発表しました。
「林道」という名称が観光名所にふさわしくないことから、新しい愛称に変更するこ
とにしました。新愛称「白山白川郷ホワイトロード」は全国からの公募を通じて選ば
れ、霊峰白山や滝の水しぶきから連想する「白」を強調したものとしました。
　また、通行料金については、普通車は片道3,240円から1,600円になるなど、全車種
において現行のおよそ半額となり、既存の高速道路と比べても遜色ない、競争力の
ある料金になります。これにより、さらなる利用者の増加と、広域観光の拠点道路と
しての活用が期待されます。
　県は、今後も全国に新愛称と通行料金をアピールしていく予定です。
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１日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

13日

14日

15日

18日

19日

22日

24日

25日

26日

27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

●石川県シンガポール事務所を開設、
シンガポールにおける石川の食文化
提案会を開催（17日）

●北陸新幹線運賃・料金の発表

●兼六園周辺文化の森ミュージアムウ
イークを開催（～12日）

●第36回石川の農林漁業まつりを開
催（～５日）

●第42回石川の技能まつりを開催

●危険ドラッグ対策のため「石川県薬物
の濫用の防止に関する条例」を制定

●土砂災害対策連絡会を設置

●アンテナショップ「いしかわ百万石
物語・江戸本店」オープン（観光コ
ンシェルジュ、移住アドバイザーの
配置）

●小松空港とタイの双方向チャーター
便を実施（計３便）

●東南アジアポートセールスを実施
（～14日）

●石川県臨床研修病院合同説明会を開
催

●首都圏での連続講座「のと學び」を
開催（21日・23日）

●北陸デスティネーションキャンペー
ン全国宣伝販売促進会議を開催

●国内の認定５地域による第１回世界
農業遺産広域連携推進会議を開催

●百万石の菓子文化いしかわスイーツ
博2014を開催（～19日）

●石川県介護・福祉総合フェアを開催

●石川県、コマツ、北國銀行とで協力
協定を締結し、「農林水産業基幹技
術開発トライアル基金」を創設

●女性モノづくり提案力育成塾を開講
（11月６日・21日、12月18日）

●いしかわに決めよう！ふるさと就職
セミナーを開催（～26日）

●「日本橋・京橋まつり」で新幹線開
業PRを実施、オーケストラ・アンサ
ンブル金沢による開業PRコンサー
トを実施

●IRいしかわ鉄道運賃の発表

●額団地県営住宅55号棟の完成

●第61回日本伝統工芸展金沢展開催
（～11月９日）
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10 月の

主な出来事
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　小松空港のさらなる国際化に向けた新規路線の誘致に向けて、タイとの双方向チャーター便の第１便がほぼ満席で
運航されました。到着したタイ人ツアー客約 280 人は兼六園など各地へ向かいました。到着ロビーでは、和服姿の女

性らが出迎え、金箔のキーホルダーなど記
念品を手渡しました。
　また、９日にはチャーター便の運航会社
であるタイ国際航空の中部日本地区総支配
人が知事を訪ね、石川、北陸への送客拡大
に意欲を示しました。知事はチャーター便
利用者の集客に努める考えを示し、将来的
な定期便化を要請しました。
　この双方向チャーター便は 12 月、平成
27 年２月にも運航されました。今後も小
松空港からのチャーター便の運航を推進す
るとともに現地での認知度向上を図ってい
くこととしています。

　産業展示館３号館において、県内で初めて高齢者、障害者、児童の各福祉分野をまとめて情報発信する介護・福祉
総合フェアを開催しました。
　会場では、介護・福祉分野の現状や課題、各種施設のサービス内容をパネル展示する情報発信コーナーや、78 の
介護・福祉事業者が参加した合同就職面談会、映画監督葉七はなこさんによるトークショーなどのステージイベント、
介護食の試食など、多彩な催しを開催しました。

　石川県とコマツ、北國銀行が農林水産業の生産性向上などを
図る上で核となる実践的な技術開発を支援する基金を創設し、
県庁で協定書に署名しました。
　コマツと北國銀行がそれぞれ１千万円を県に寄付し、これに
県が１千万円を加え、総額３千万円の基金が創設され、県から
コマツ、北國銀行に感謝状が贈られました。
　今後は、県やいしかわ農業総合支援機構などが農林水産業者
からニーズを聞き取り、農業の生産性向上等に応用できる技術
について、中小企業等から提案を募ることで、農業の収益性向
上と中小企業のビジネスチャンス拡大につなげます。

小松空港とタイの双方向チャーター便を実施（９日～計３便）

石川県介護・福祉総合フェアを開催（19 日）

石川県、コマツ、北國銀行とで協力協定を締結し、「農林水産業基幹技術開発
トライアル基金」を創設（22 日）

　海外市場の拡大を背景に、県内企業の国際展開、とりわけ成長著しい東
南アジアに対する関心は高まっており、既に東南アジアへ進出している県
内企業が 42 社 64 拠点と多く、今後も増加が見込まれることから、現地で
の支援体制を強化するため、東南アジアの交通・情報の中心地であるシン
ガポールに県事務所を１日に開設しました。
　また、近年和食に対する関心が高まっているシンガポールで、県内企業
の東南アジアでの販路開拓を後押しするとともに、観光誘客の促進につな
げることを目的に、石川の食文化の総合力を発信する取り組みを実施しま
した。
　石川の料理
人が作った本
県の食材や調
味料を活用し
た料理を、そ
の料理に合わ
せた石川の地
酒 と と も に、
輪島塗や九谷
焼などの伝統
的工芸品の器
に て 提 案 し、
来場者からは「食べ
る総合芸術」と高評
価でした。
　また、知事による
食文化紹介のプレゼ
ンテーションも行
い、石川の食文化の
魅力を総合的に PR
しました。

　県などでつくる土砂災害対策連絡会の初会合を開きました。
　全国で相次ぐ土砂災害の発生を受けて開かれたもので、国や県、市町の
担当者、学識経験者、住民代表ら委員 12 人で構成されます。
　県は土砂災害対策の主な課題として、土砂災害警戒区域の指定が遅れて
いる箇所の存在や、警戒区域外で発生する土砂災害への対応、夜間・早朝
の確実な情報伝達
方法などを挙げま
した。また、市町が
抱える土砂災害対
策の課題を抽出し、
課題の整理と対応
方針について３月
までにとりまとめ
ることとしました。

石川県シンガポール事務所を開設（１日）、
シンガポールにおける石川の食文化提案会を
開催（17 日）

土砂災害対策連絡会を設置（７日）
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　北陸新幹線金沢開業に向けた首都圏の「総合的な PR 拠点」として、東京・銀座２丁目の外堀通り沿いにアンテナ
ショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」をオープンしました。
　有楽町にあった旧アンテナショップは、手狭で置ける商品に限りがあり、管理上の制約から生鮮品などの販売がで

きないなどの課題がありました。また、世界有数の商業地である
銀座は、目の肥えた本物志向をもつ中高年齢層や流行や情報に敏
感な若年層が主な客層と言われ、伝統工芸や食、観光資源など本
県のさまざまな魅力を発信するのにふさわしい場所であることか
ら、銀座にオープンしました。
　「いしかわ百万石物語・江戸本店」では、面積を旧ショップの
約３倍にし、生鮮品などを含む県産品を幅広く取り扱っています。
　外観は、瓦屋根の二重ひさしや加賀友禅ののれんを掲げ、石川
の伝統的な町家のイメージを演出しました。内装には、戸室石を
アクセントに使った総石畳の床や、灯籠流しを模した天井照明を
採用しています。

　２階の観光案内コーナーには専任の観光コンシェルジュが常
駐し、石川の観光やイベント、食などの情報を、訪れる人のニ
ーズに合わせてきめ細かく案内します。
　観光案内と共に力を入れているのが、首都圏から石川への移
住相談です。就労・就農や住まい、医療、教育、文化など多岐
にわたる移住相談のニーズに応え、担当職員が移住の実現まで
の過程をコーディネートします。
　そのほか、大手食品メーカーで家庭用商品の販促を長年担当
した経験のある「首都圏販路開拓アドバイザー」が、石川の中
小企業が開発した新製品などを、首都圏の専門小売店や高級ス
ーパー、通販会社などへの販路拡大を図るためのアドバイス、
あっせん紹介も行っています。

　オープン当日はオープニングセレモニーを行
い、知事は「さまざまな特産品を用意した。石
川の素晴らしさを全国発信したい」とあいさつ
しました。オープン時には店舗前に約 200 人が
並びました。大相撲の遠藤関らによるテープカ
ットの後オープンし、開店直後から多くの人で
にぎわいました。
　来店者からは、「品ぞろえがよく、一度石川に
行ってみたいと興味がわいた」、「和風でモダン
な店は銀座にマッチする。加賀野菜を買いに頻
繁に訪れたい」といった声が聞かれています。

　１階は、彩り豊かな加賀野菜などの生鮮品、
加工食品などの売り場とし、石川の大きな魅
力である「食」を気軽に楽しんでいただける
よう、本県の食材を活用した総菜を販売する
デリカコーナーを設けています。
　２階は、伝統的工芸品の販売とカフェ、観光、
移住相談コーナーを設けています。

　地下１階では、本県の食文化の特徴である「和菓子」、「地酒」を扱って
います。また、その場で石川の魅力を味わっていただけるイートインコー
ナーも設け、石川の食材を用いた「能登牛ステーキ丼」、「加賀百万石天丼」
などを九谷焼や輪島塗の器で提供しています。

　10 月から 12 月にかけての実りの季節に合わせて、店頭では
「旬の食材フェア」が開かれ、さまざまな食材の試食販売が行わ
れました。
　扱ったのは、新米、加賀丸いも、紋平柿、湯涌かぶら、加能
ガニ、お餅などで、それぞれ産品ごとに２日間開催して、生産
者などが来店者に石川の味を伝えました。
　また、「彫金」の人間国宝、中川衛さんや、「九谷焼」の伝統
工芸士、福島武山さんを講師に迎え伝統工芸の実演会を開きま
した。伝統的な手業の披露とトークショーにより、石川に息づ
く伝統工芸の真の姿を、東京の人たちに見てもらう場としました。
　今後、近隣のアンテナショップや、他の新幹線沿線県のアン
テナショップとの連携も図りながら、さまざまな情報発信拠点
として活用していきたいと考えています。

アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」オープン
（観光コンシェルジュ、移住アドバイザーの配置）（８日）

多くの来店客でにぎわう１階

和菓子や地酒などを扱う地下１階 「旬の食材フェア」で店頭に並んだ紋平柿 彫金の手業を実演する人間国宝の中川衛さんイートインコーナーで提供される
「能登牛ステーキ丼」

灯籠流しをイメージした二俣和
紙を使った照明を取り付けた２階

旅行の相談に応じる観光コンシェルジュ

「旬の食材フェア」で試食販売する生産者
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「日本橋・京橋まつり」で新幹線開業 PR を実施、
オーケストラ・アンサンブル金沢による開業 PR コンサートを実施（26 日）

北陸新幹線金沢開業をPRする県の一団

　北陸新幹線金沢開業に向けて、10 月から首都圏において効
果的な情報発信を波状的に行いました。その皮切りとなったの
が東京日本橋の中央通りで開かれた「日本橋・京橋まつり」で
の開業 PR です。
　晴天のもと、イベントの目玉である「大江戸活粋（かっき）
パレード」には、新幹線開業を PR する県の一団総勢約 400 人
が出演しました。山代大田楽（だいでんがく）、加賀鳶（とび）
はしご登り、能登のキリコがそれぞれ勇壮な技を披露し、沿道
を埋めた約８万人に北陸新幹線金沢開業をアピールするととも
に、石川の魅力をじかに体験していただきました。
　パレードには、全国各地から 12 団体が出演する中、石川県
は大トリで登場し、和服姿の知事らが先頭になり、「北陸新幹
線金沢開業」の横断幕を掲げて進みました。
　高さ 2.5m のひゃくまんさんのアドバルーンも初めてお目見
えし、パレードに花を添えました。

　施設内の常設店舗では、五郎島金時や能登の塩など、石川の食材
を使用して開発されたスイーツや総菜が販売されたほか、施設内の
イベントスペースでは、九谷焼のおちょこや能登上布の名刺入れな
どの普段使いの工芸品が並び、若い女性の人気を集めました。

　また、日本橋・京橋まつりと同日の夕方には、オーケストラ・ア
ンサンブル金沢（OEK）による北陸新幹線金沢開業 PR コンサート
が JR 東京駅前の商業施設「KITTE（キッテ）」で開かれ、来場者の
方々に石川来訪を呼び掛けました。
　コンサート会場のステージの上には、筒状の大型スクリーンが設
置され、オーケストラが奏でる音に連動して動く光や映像が映し出
されました。アンコールを含む５曲を格調高く演奏し、迫力あふれ
る音に来場者が聞き入りました。
　コンサートに先立って、金沢のひがし、にし、主計（かずえ）町
の芸妓（げいぎ）衆による素囃子（すばやし）、お座敷太鼓、舞踊
が披露されたほか、加賀友禅着物ショー、地元民謡の披露などもあ
りました。
　プログラムの合間には、県のマスコットキャラクター「ひゃくま
んさん」も登場しました。

　その他、10 月 23 日から 11 月３日まで、
石川の伝統的工芸品や食品、雑貨などを
販売する「いしかわマルシェ」が JR 東
京駅構内の商業施設「エキュート東京」
で開催され、県産品を PR し、誘客を呼
び掛けました。

　パレードとあわせ、通りを一本占有し、
県内の全 19 市町の特産品販売や観光 PR
など 29 のブースがずらりと並ぶ「いし
かわ百万石楽市楽座」が設けられ、カニ
汁や能登丼、地酒、和菓子、工芸品など
が人気を集めました。七尾出身の画聖長
谷川等伯をイメージした「とうはくん」
や小松市の「カブッキー」など県内のゆ
るキャラ 16 体も登場しました。

能登のキリコ

九谷焼のおちょこ

迫力ある演奏を披露する
オーケストラ・アンサンブル金沢のメンバー

山代大田楽

加賀鳶はしご登り

県産品が並んだいしかわマルシェ

いしかわ百万石楽市楽座
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　国や県など約 150 機関、8,740 人の参加を
得て、原子力総合防災訓練を二日間にわたり
実施しました。
　初日は、県内で震度６強の地震が発生し、
志賀原子力発電所で外部電源が喪失、原子炉
の冷却ができなくなったとの想定で行われ、
二日目は志賀原発の南東方向に放射性物質が
定着したとの想定で行われました。
　テレビ会議システムで首相官邸と県などを
結び原子力災害対策本部会議を開催したほ
か、志賀原発から５㎞圏内の住民約 140 人が
バスなどで 30 ㎞圏外へ避難し、30 ㎞圏内の
住民約 5,000 人は屋内退避訓練を行いました。

また、二日目は県立看護大学で避難住民や車両の放射能汚染の有無を調べ
るスクリーニング検査、除染訓練を行いました。その他、避難行動要支援
者の避難訓練なども行いました。

１日

２日

３日

６日

９日

10日

11日

12日

15日

16日

18日

19日

20日

23日

28日

29日

●IRいしかわ鉄道　新社屋に本社を
移転

●いしかわパープルリボンキャンペ
ーン2014を実施（～30日）

●「いしかわ教育ウイーク」で各種
事業を実施（～７日）

●国と合同で原子力総合防災訓練を
実施（～３日）

●第９回いしかわっ子駅伝交流大会

●石川のこだわり商品フェア2014を
金沢で開催（～10日）

●第64回全国学校保健研究大会を開
催（７日）

●ふるさと石川の医療を守る集いin
東京を開催

●㈱ソディック加賀事業所増設表明

●金沢商業高等学校新校舎完成記念
式典

●家畜伝染病防疫訓練の実施

●緊急消防援助隊中部ブロック合同
訓練を開催（～16日）

●石川県防災総合訓練を実施

●第７回アパレル産業連絡懇談会を
開催

●上海便就航10周年記念レセプショ
ン

●東京オリンピック・パラリンピック
関連事業推進本部を設置

●いしかわ食のてんこもりフェスタ
を開催

●風呂谷川砂防事業の完成

●自主防災組織交流大会を開催

42

11 月の

主な出来事

IR いしかわ鉄道　新社屋に本社を移転（１日）

㈱ソディック加賀事業所増設表明（10 日）

国と合同で原子力総合防災訓練を実施（２日～３日）

11

Novem
ber

43

　金沢商業高等学校の新校舎完成記念式典が同校の体育館で行わ
れ、関係者や生徒ら約 1,000 人が学習の場の完成を祝いました。
　新しい教室棟は平成 25 年４月から供用を始めており、平成 26
年９月のグラウンドの完成で全施設の工事が完了しました。

　珠洲市の蛸島漁港と正院小学校を中心に、石川県防
災総合訓練を行いました。消防庁の緊急消防援助隊中
部ブロック合同訓練と併せて行い、89 機関と住民ら約
7,000 人が参加しました。
　訓練は、11 月 16 日午前８時 30 分ごろ、能登半島
東方沖を震源とするマグニチュード 8.0 の地震が発生
し、気象庁が石川県に大津波警報を発表したという想
定で行いました。

　蛸島漁港では、地元の消防団や自主防災組織と緊急
消防援助隊が連携した倒壊家屋からの救出訓練や、冠
水地区救出訓練、消火訓練、救援物資の輸送訓練など
実践的な訓練を行いました。

　正院小学校では、東日本大震災を踏まえた津波避難
訓練を実施し、児童や住民らが小学校裏の殿山（海抜
32m）へ避難しました。
　今回は初めて、民生委員や自主防災組織の方が、介
護が必要な高齢者などの避難を支援する訓練を実施し
たほか、避難所に燃料を供給する訓練を実施しました。

　2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大
会への取り組みは、部局をまたがり、幅広い観点から取り組んで
いく必要があるため、知事を本部長とする全庁的な推進本部を立
ち上げました。
　「選手強化・合宿誘致」、「本県の魅力の情報発信・国際交流」、「県
産関連製品活用」の３つの分野ごとに関係団体を交えた連絡会議
を設置し、具体的な検討を進めていくこととしています。

　北陸新幹線金沢開業が近づい
たため、県庁から金沢市高柳町
の旧 JR 西日本金沢支社ビルに
IR いしかわ鉄道の本社を移転し
ました。
　披露された駅務員や乗務員、
技術スタッフの制服は、濃紺を
基調とし、コーポレートカラー
の明るい青色を襟元などに使っ
ています。

　工作機械などを製造する㈱ソ
ディックは、加賀事業所の増設
を表明し、同事業所を国内主要
工場とする大規模な生産工場の
新設と、最新の 3D プリンターの
増産を図る考えを示しました。
　平成 27 年５月に着工し、平成
28 年４月から順次操業開始を予
定しています。

金沢商業高等学校新校舎完成記念式典 (11 日 )

東京オリンピック・パラリンピック関連事業推進本部を設置（20 日）

石川県防災総合訓練を実施（16 日 )

テレビ会議のモニター

車両の除染訓練

スクリーニングを受ける参加者

要援護者役の職員を搬送する
救急隊員

津波避難訓練

冠水地区救出訓練

倒壊家屋からの救出訓練



　国道 249 号藤橋バイパスは、七尾市古府町
から小島町に至る 3.1 ㎞の道路であり、その
うち古府町から国分町間の 1.4 ㎞については、
平成 22 年 11 月から供用していました。平
成 23 年度からは国分町から小島町間の 1.7
㎞に事業着手し、14 日に完成したことから
開通式を行いました。
　当区間が完成したことで、藤橋バイパス全
線が供用されることとなり、能登地域の救急
医療の要である公立能登総合病院へのアクセ
ス向上が図られるとともに、能越自動車道の
七尾氷見道路と田鶴浜道路、のと里山海道を

結ぶ新たな道路ネットワークが形成され、回遊性が一段と向上し、七尾市
をはじめとした能登地域全体が大きく発展していくことが期待されます。

１日

７日

８日

14日

17日

18日

19日

22日		

25日

●石川県防災人材バンクの設置

●いしかわ子ども・子育て応援県民

フォーラムを開催

●「いしかわエコレンジャー」を認定

●一般国道249号藤橋バイパス（七

尾市国分町～小島町間）の完成

●いしかわ創生推進本部を設置

●いしかわ介護・福祉人材確保対策

推進協議会を開催

●北陸新幹線、IRいしかわ鉄道ダイ

ヤの発表

●明谷川砂防事業の完成

●あずまー植物工場㈱の進出表明

●㈲ワールドファームの進出表明
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12 月の

主な出来事 　少子化対策の行動計画「いしかわエンゼルプラン 2010」の改定にあたり、
結婚や子育てについて県民の方からご意見を伺うため、地場産業振興セン
ターで「いしかわ子ども・子育て応援県民フォーラム」を開催し、子育て
中のお父さん、お母さんを中心に 350 人もの方にご参加をいただきました。
　知事との意見交換会では、若者や子育て中の親、保育関係者、企業経営
者の４人の方から意見発表があり、子育て中の親御さんからは、「身近な
保育所で育児相談や育児体験ができる『マイ保育園』のような子育て支援
の場がもっと広がるとよい」とのご意見があり、知事は「子育て家庭のニ
ーズを踏まえ、『子育て支援のサービスの質』を高めていくことが重要だ」
と述べました。
　また、意見交換会に先立ち、タ
レントのくわばたりえさんから子
育てに関するご講演をいただき、
子育ての大変さや、うまく乗りき
る方法などをお話しいただきまし
た。

いしかわ子ども・子育て応援県民フォーラムを
開催（７日）

一般国道 249 号藤橋バイパスの完成
（七尾市国分町～小島町間）（14 日）
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12

Decem
ber

　団塊の世代が全て後期高齢者となる 2025 年に向
け、行政や業界関係者が取り組むべき方策につい
て議論するため、県や関係者からなる協議会を
ANA クラウンプラザホテル金沢で開催しました。
　要介護高齢者が大幅に増加すると見込まれるこ
とや認知症高齢者への対応など、ますます増加し、
多様化していく介護・福祉ニーズに対応するため、
中長期的な視点に立って、介護・福祉人材の確保
と質の向上に向けた基本計画を策定することとし
ています。

　アパレル物流大手の浪速運送㈱を傘下に持つ浪速グループのあずまー植物工場㈱が、志賀町の能登中核工業団地内に
植物工場を新設することを表明しました。レタスやほうれん草、いちごなどの無農薬水耕栽培を行います。能登に植物
工場ができるのはキノコ栽培などを手掛けるミスズライフの能登工場に続き２例目となりました。
　北陸電力の電気料金が全国最低水準であることや、無料化されたのと里山海道など物流ルートの便利さが進出の決め
手となりました。
　収穫した野菜は白山市の物流拠点を活用して全国に配送する計画で、大手量販店や百貨店などに販路を広げる予定で
す。平成 27 年９月に操業開始予定であり、将来的な生産額は年間約２億４千万円を計画しています。

　全国で大手食品メーカーなどにカット野菜や冷凍加工野菜を供給する㈲ワールドファームが、能登町においてキャベ
ツなど露地野菜の生産農場の開設を決定し、県と能登町、㈲ワールドファームの３者で協定を結びました。

　同社が北陸での拠点を探していたところ、農業参入
から定着までの一貫した支援を行う農業総合支援プロ
グラムによる手厚い支援、また、世界農業遺産の認定
地域であるというブランドイメージと、のと里山海道
の無料化や能越自動車道の整備といった交通の便利さ
などの優位性を総合的に評価し、能登進出を決定しま
した。
　最終的には作付け面積 200ha、20 億円以上の売り
上げを目標としています。地元の若者を積極的に採
用することから、地方創生への貢献も期待されてい
ます。

いしかわ介護・福祉人材確保対策推進協議会を開催（18 日）

㈲ワールドファームの進出表明（25 日）

あずまー植物工場㈱の進出表明（22 日）

いしかわ創生推進本部を設置（17 日）

　人口減少問題は、地域ごとに事
情も異なり、さまざまな要因が絡
んだ一朝一夕には解決しない問題
ですが、本県が有する数多くの財
産に一層の磨きをかけ、地方創生
に積極的に取り組んでいくため、
知事を本部長とする全庁的な推進
本部を立ち上げました。
　今後、国の地方創生総合戦略と整合性を図りつつ、本県における地方創
生に向けた具体の行動計画となる「いしかわ創生総合戦略（仮称）」を取
りまとめていくこととしています。
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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
えて咲くかれんな姿は、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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