


はじめに
　平成27年の県政は、石川県にとって百年に一度の出来事ともいえる北陸新幹線の金沢開業に代表さ
れるように、長年の悲願がかない、実現をした「成就」の１年でありました。
　新幹線開業に向けて整備を進めてきた交流基盤についても、能登地域と三大都市圏を直結する能越
自動車道七尾氷見道路が完成したほか、金沢城公園では、橋爪門、玉泉院丸庭園が完成しました。
　開業の数年前から誘致を進めてきた全国大会も多数開催され、５月には昭和58年以来32年ぶりとな
る全国植樹祭を開催し、天皇皇后両陛下のご来県を賜りました。
　また、石川県の魅力を発信する「三本の矢」として、「文化振興条例」、「食の安全・安心推進条例」、
「中小企業振興条例」を制定・施行しました。特に、文化振興条例については、全国最大となる基金を
設け、さらなる文化の高みを目指すと同時に、裾野の拡大を図ることとしました。
　開業直後の３月末には連続テレビ小説「まれ」が放送され、能登を全国にアピールする絶好の機会と
なりました。
　そして、多くの企業誘致が実現し、本社機能や研究開発機能の立地についても、国や県の税制優遇
措置適用に必要な整備計画の認定を行いました。
　安全・安心の分野では、県立中央病院の工事に着手し、平成29年度末の開院に向け前進しました。
　そのほか、スポーツ分野では、星稜高校サッカー部や柔道の松本薫選手など、全国大会や世界大会
での活躍が相次ぐ１年となりました。
　この県政記録は、こうした平成27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。

　JR金沢駅付近
（平成27年10月26日撮影）
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１月の

主な出来事
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　県立音楽堂で「おもてなし宣言いしかわ大会」を開催し、県内の交通・
宿泊・観光関係団体など約 750 人が集まりました。
　この大会は、北陸新幹線金沢開業を間近に控える中、関係者が心を一つ
にして、観光客をおもてなしする機運を高
めるために開催したものです。
　大会では、県内の 10 団体が、それぞれ
取り組むおもてなしの活動について決意表
明し、参加者全員でガンバロー三唱を行い
ました。
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	11日	 ●	能登ふるさと博を開催

	 	 （～３月22日、７月３日～10月10日）

　

14日	 ●	北陸新幹線金沢−敦賀間の完成

時期前倒しが決定

	 	 ●	おもてなし宣言いしかわ大会を

開催

15日	 ●	いしかわエコデザイン賞を贈呈

　	 	 	（12月17日）

19日	 ●	石川県スポーツ特別賞を創設

し、全国高校サッカー選手権優

勝の星稜高等学校サッカー部

（24日）および、世界柔道選手

権女子57キロ級優勝の松本薫選

手に授与（10月４日）

22日	 ●	炭素繊維分野をはじめとする

「北陸産業競争力強化戦略」が

地域再生計画に認定

30日	 ●	県内就職支援に関する協定を締

結（立命館・龍谷・東海大学：

30日、京都女子・神奈川大学：

７月13日、同志社大学：12月21

日、関西大学：12月28日）

能登ふるさと博を開催
（11 日～３月 22 日、７月３日～ 10 月 10 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、171 日
間にわたり開催し、「元気な能登」を全国に発信しました。

炭素繊維分野をはじめとする
「北陸産業競争力強化戦略」が
地域再生計画に認定（22 日）

県内就職支援に関する協定を締結 （立命館・龍谷・東海大学：30 日
 京都女子・神奈川大学：７月 13 日、
 同志社大学：12 月 21 日、
 関西大学：12 月 28 日）

石川県スポーツ特別賞を創設し（19 日）、
全国高校サッカー選手権優勝の
星稜高等学校サッカー部（24 日）
および、
世界柔道選手権女子 57 キロ級
優勝の松本薫選手に授与（10 月４日）

　スポーツ分野で顕著な成績をあげ、スポーツ競技の水準の向
上とスポーツに関する県民意識の高揚に寄与するとともに、本
県の名を高める業績があったものについて、その功績をたたえ
ることを目的に、石川県スポーツ特別賞を創設しました。
　平成 27 年に賞を贈呈したのは２件で、全国高校サッカー選手
権で優勝した星稜高等学校サッカー部と平成 27 年８月に開催さ
れた世界柔道選手権女子 57 キロ級で優勝した、石川県出身の松
本薫選手に贈られました。

　平成 26 年 3 月に北陸地域の 3 県の知事、大学、産業界の代
表者で取りまとめた「北陸産業競争力強化戦略」に基づく炭素
繊維分野をはじめとする取り組みが、国の地域再生計画の第一
号に認定されました。

　本県へのＵターン就職に向けた取り組みを大学と連携して
行っていくため、本県出身者が数多く進学する県外の７大学
と就職支援に関する協定を締結しました。
　協定を締結した大学へは、県が行う就職説明会等の開催ス
ケジュールや県内企業のインターンシップ等の情報提供を行
っています。また、石川の企業の魅力や生活環境の良さを学
生に直接ＰＲするため、学内での就職セミナーや企業説明会、
県内で開催される保護者セミナーでのＵターン就職支援施策
の紹介等も行っており、Ｕターン就職に向けた取り組みを展
開しています。
　県では、今後も締結大学を増やし、学生のＵターン就職を
促進していきたいと考えています。

おもてなし宣言いしかわ大会を開催（14 日）

かきまつり（穴水町ほか）

認定書授与式であいさつする安倍首相

龍谷大学で就職セミナーを開催（12月 3日）

オープニングイベント（珠洲市）

キリコ祭り（七尾市ほか）

白米千枚田
あぜのきらめき
（輪島市）
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２月の

主な出来事
いしかわ伝統工芸フェア 2015 を東京で開催

（６日～８日）

能越自動車道七尾氷見道路が全線開通（28 日）

金沢外環状道路海側幹線（大友町～大河端町間）４車線化の完成（28 日）

金沢城・兼六園四季物語を開催
（７日、８日、14 日～ 22 日、３月 14 日～ 22 日、４月４日～ 12 日、28 日～５月６日、６月５日～７日、
９月 18 日～ 22 日、10 月２日～４日、11 月 20 日～ 29 日）

いしかわ百万石マルシェ 2015 を東京で開催
（６日、８月 19 日）

	３日	 ●	加賀藩士上木家文書の県有形文

化財指定

	 	 ●	唐戸山神事相撲の県無形民俗文

化財指定

	６日	 ●	いしかわ伝統工芸フェア2015

を東京で開催（～８日）

	

	 	 ●	いしかわ百万石マルシェ2015

を東京で開催（８月19日）

	７日	 ●	金沢城・兼六園四季物語を開催

（８日、14日～22日、３月14日

～22日、４月４日～12日、28日

～５月６日、６月５日～７日、９

月18日～22日、10月２日～４

日、11月20日～29日）

10日	 ●	石川県国民保護図上訓練を実施

15日	 ●	水環境フォーラムinこまつ2015

を開催

21日	 ●	「冬の観能の夕べ」公演

	 	 　（３月21日）

28日	 ●	能越自動車道七尾氷見道路が全

線開通

	 	 ●	金沢外環状道路海側幹線（大友

町～大河端町間）４車線化の完

成

	 	 ●	小松空港の整備および利用促進

に向けた取り組みを実施

　　　		（３月１日、７日、10月３日～）

	 	 ●	兼六園周辺文化の森「いしかわ

の伝統にふれる春」を開催

　	 	 	（～３月31日）

伝統的工芸品に見入る羽田さん

来場者でにぎわう販売ブース

　いしかわ伝統工芸フェア 2015 を東京都内で開催しました。
　今回で 20 回目となるフェアでは、輪島塗や加賀友禅、九谷焼など石川
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。
　「女性に愛される工芸　用の美」をテーマにした新商品も並び、女優の羽
田美智子さんらによる公開審査も行われたほか、加賀友禅や九谷焼等の制
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、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。

　「いしかわ百万石マルシェ」を、東京都内のレストランで開催し、県内の
農業法人や農協、漁協など 35 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 167 人に、能登牛や原
木しいたけ「のとてまり」などの県産食材を使った 35 種類の試食料理を
振る舞い、本県の旬の食材を売り込みました。

　「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７日から計 11 日間の日程で開催しました。このライトアッ
プは、春夏秋冬の季節ごとに開催しており、今回は、そのほか北陸新幹線金沢開業を記念した特別ライトアップを３
月 14 日から 22 日までの９日間行いました。
　期間中、無料開園となった兼六園内には、あんどんなどが約 260 基設置され、来園者は幻想的な光に照らし出され
たことじ灯籠や雪づりに見入っていました。

　能越自動車道の七尾氷見道路（延長
28.1 キロ）については、石川と富山の
県境を結ぶ七尾大泊～灘浦（7.1 キロ）
と七尾～七尾城山（3.2 キロ）の各イン
ターチェンジ間が新たに完成し、全線
開通となりました。これにより、能登
地域が能越自動車道を経由して北陸自
動車道や東海北陸自動車道とつながり、
交流人口の拡大が期待されています。

　金沢外環状道路海側幹線の大友町～大
お

河
こ

端
ばた

町間
の 2.0 キロは、２車線で暫定供用していた区間で
したが、４車線化が完成しました。
　同区間の４車線化により、白山市乾町～金沢市
大河端町間の 12.7 キロがすべて４車線となりま
した。
　これにより、金沢都市圏のさらなる交通の円滑
化が図られます。
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小松空港の歩道ルーフ完成
（28 日）

小松空港駐車場の料金を大幅に引き下げ（３月１日）

小松・羽田便ビジネス利用サポートキャンペーンを
実施（10月３日～）

小松空港展望デッキをリニューアルし、
無料化（３月７日）

　国際線駐車場からの歩道にルーフを整備しまし
た。利用者が安全に、また、雨天時なども利用しやす
くなりました。

　駐車場利用者がより利用しやすいよう、小松空港駐車場割引キャンペーンをスタートし、駐
車場が１日ワンコイン（500円）以下で利用できるようになりました。

　小松・羽田便のビジネス利用促進を図るため、サポートキャンペーンを実施しました。小松・羽
田便の積極的な利用を宣言した企業・団体が、利用実績に応じて駐車料無料券や小松空港共
通クーポン券などの特典を受けられる仕組みとなっています。

　小松空港展望デッキをリニューアルオープンしました。屋上の一部を
ウッドデッキとしたほか、子どもたちが遊べるスペースを設置しました。
また、入場料を無料とし、より気軽にお立ち寄りいただけるようになりま
した。

小松空港（平成27年11月７日撮影）　

歩道ルーフ

展望デッキ
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３月の

主な出来事
　中小型液晶パネル製造大手のジャパンディスプレイが、白山市に新工場
を建設することを発表しました。投資額は、県内への工場投資としては過
去最大の約１,700 億円です。
　ジャパンディスプレイの生産拠点は県内で川北町、能美市に続く３カ所
目で、高精細スマートフォンディスプレイの需要拡大に対応する狙いです。
　また、地方創生の取り組みが本格
化する中、新工場の人員は新規雇用
を含め、250 人程度が見込まれ、
県内就職や U ターン促進など、雇
用面も期待されます。平成 28 年の
稼働を目指しています。

　加賀市熊坂町と大聖寺今出町を結ぶ一般県道熊坂今出線が全線完成しま
した。熊坂今出線は、大聖寺市街地と北陸自動車道加賀インターチェンジ
を最短でつなぎ、沿線には錦城中学校や総合家電メーカーの工場等が立地
しています。
　本道路の完成により、人と
ものの交流が一層拡大すると
ともに、歩行者などの安全性
の向上が図られました。

㈱ジャパンディスプレイが増設表明（６日）

一般県道熊坂今出線が全線完成（７日）

9

金沢駅観光案内所がリニューアルオープン（９日）

アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」で
北陸新幹線開業記念フェアを開催（14 日～ 22 日）

　北陸新幹線金沢開業を控えた３月９日に、石川県の玄
関口となる金沢駅の観光案内所がリニューアルオープン
しました。
　当日宿泊予約、手荷物配送等の新たなサービスの開始
や、県内の自治体等が地域の魅力を自ら発信する催事ス
ペースの確保など、観光情報センター機能を大幅に強化
し、利便性の向上を図りました。
　また、柱は能登ヒバと和紙で装飾、天井には金色の梅
鉢紋型照明を設置するなど、石川・金沢らしさを演出し
ています。

　東京・銀座の県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」では、14 日から９日間、北陸新幹線金沢開
業の記念フェアを開催しました。
　店内では、普段取り扱いのない県内の人気スイーツや地酒を限定発売したほか、来場者には県産フリージア「エア
リーフローラ」をプレゼントしました。
　また、スタッフがひゃくまんさんと一緒に店頭で石川県への来訪を促すなど、首都圏での魅力発信を強化しました。
　

	６日	 ●	㈱ジャパンディスプレイが増設表明
	７日	 ●	一般県道熊坂今出線が全線完成
	 	 ●	金沢城橋爪門・玉泉院丸庭園が完成
	８日	 ●	都市計画道路根上小松線（小松

市梯町～大川町間）が完成
	９日	 ●	金沢駅観光案内所がリニューア

ルオープン
10日	 ●	加茂遺跡の国史跡指定
									●	おくのほそ道の風景地道明が淵
									　（山中の温泉）の国名勝指定
13日	 ●	都市計画道路湯元和倉温泉駅線
　　　　（七尾市和倉町）の完成
	 	 ●	玉泉院丸庭園のライトアップ点灯
14日	 ●	北陸新幹線長野−金沢間が開業
	 	 ●	北陸新幹線金沢開業日歓迎イベ

ントを開催
									●	IRいしかわ鉄道が開業
	 	 ●	アンテナショップ「いしかわ百万石

物語・江戸本店」で北陸新幹線開業
記念フェアを開催（～22日）

									●	いしかわ百万石・金沢祭り、加賀
祭り、能登祭りを開催（加賀：～
５月31日、能登：４月１日～５月
31日、金沢：５月２日～６日）

15日	 ●	鈴木雄介選手が男子20キロ競歩
の世界新記録を樹立

16日			●	「石川県消費者教育推進計画」を策定
	 	 ●	松任谷由実氏が石川県観光ブラ

ンドプロデューサーに就任
18日	 ●	「いしかわ男女共同参画推進宣言

企業」認定書を交付
22日	 ●	新県立中央病院建設工事に着手
	 	 ●	トキフォーラムを開催
23日	 ●	「いしかわ文化振興条例」を制定
	 	 ●	「石川県食の安全・安心推進条

例」を制定
	 	 ●	「ふるさと石川の地場産業を担い

地域経済を支える中小企業の振
興に関する条例」を制定　

24日	 ●	石川県災害救助犬審査会を実施
	 	 ●	「土砂災害対策アクションプログ

ラム」を策定
25日	 ●	「石川県介護・福祉人材確保・養

成基本計画」を策定
									 ●	「いしかわエンゼルプラン2015」

を策定　
									●	「石川県長寿社会プラン2015」

を策定
									●	姫幸の港急傾斜地崩壊対策事業

が完成
	 	 ●	能登部下川砂防事業が完成
27日	 ●	「行政経営プログラム」を策定
	 	 ●	都市計画道路地頭町線が完成
	 	 ●	土砂災害（特別）警戒区域の指定完了
	 	 ●	和佐谷小谷砂防事業が完成
	 	 ●	岡急傾斜地崩壊対策事業が完成
29日	 ●	異流競演「狂言の会」（和泉流・

大蔵流）を開催
	 	 ●	輪島港マリンタウンが完成
30日	 ●	日本郵便㈱と移住・定住人口確保

に関する協定を締結
	 	 ●	NHKが連続テレビ小説「まれ」

を放送（～９月26日）、のと里山
空港に「まれ」コーナーを設置
（４月25日～３月31日）

31日	 ●	桐山地すべり対策事業が完成
	 	 ●	釜屋谷地すべり対策事業が完成

新工場の建設予定地（白山市）

観光情報コーナー

催事・展示コーナー 観光案内コーナー

（完成イメージ図）
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　整備計画決定から 40 年余りを経て北陸新幹線長野−金沢間が開業し、石川県の新たな時代の幕開けともいえる記
念すべき日を迎えました。北陸新幹線の金沢開業により、東京と金沢が最速２時間 28 分で結ばれることとなりました。

　ＩＲいしかわ鉄道の出発式が金沢駅在来
線ホームで行われました。北陸新幹線金沢
開業に伴い、金沢−倶利伽羅間 17.8 キロの
経営をＪＲ西日本から引き継ぎ、新しい「地
域の足」として運行を開始しました。

　金沢駅のホームやコンコースでは、着物姿の方々ら
が首都圏などからのお客さまを華やかに出迎えたほか、
乗客に記念品を手渡すなどしました。
　また、駅のコンコースやもてなしドームでは、金沢
芸
げい

妓
ぎ

や御陣乗太鼓、山
やま

代
しろ

大
だい

田
でん

楽
がく

など県内各地の伝統芸
能が観客を魅了しました。
　このほか、石川県オリジナル品種のフリージア「エ
アリーフローラ」約３万本を使って駅を飾るなど、石
川らしいおもてなしでお客さまを歓迎しました。
　この日金沢駅には、新幹線の車両や新駅舎を一目見
ようと大勢の県民が詰めかけました。

　金沢駅コンコースでは、午前５時から開業式典が行われました。
続いて、新幹線ホームで金沢発の一番列車「かがやき 500 号」の
出発式が行われ、一般入場者ら約 5 千人が出発を見送りました。
　午前８時 46 分には、大勢に温かく出迎えられながら、東京発
の一番列車「かがやき 501 号」が金沢駅に到着しました。

北陸新幹線長野−金沢間が開業、
北陸新幹線金沢開業日歓迎イベントを開催（14 日）

ＩＲいしかわ鉄道が開業（14 日） 

東京発の一番列車に向かって手を振り、歓迎する住民

東京からの一番列車の乗客をホームでお出迎え

金沢芸妓のあでやかな舞迫力満点の御陣乗太鼓

山代大田楽による軽快な演舞 コンコースを飾るエアリーフローラ

金沢駅出発式でテープカットする関係者

歴史的瞬間に立ち会おうと、人が詰めかけたコンコース 大勢の人に出迎えられ、金沢駅に到着した「かがやき501号」

流線を描き、新しい風景となる新幹線

県内入りし、さっそうと新時代の幕開けを告げる東京発の一番列車
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　新幹線客が県内各地に足を延ばすきっかけにしようと、県内３エリアで
地域の魅力を体感できるイベントを集中的に開催しました。開業日の 14
日より、 加賀温泉郷のおもてなしイベントや、山中漆器祭・九谷茶碗まつ
りなど、加賀の魅力を堪能する「いしかわ百万石・加賀祭り」を開催。４
月１日より能登の食を楽しむグルメイベントや名所を彩るライトアップを
楽しむ「いしかわ百万石・能登祭り」を開催しました。

　県立中央病院の建て替えに向け、起工式を行い、建設工事に着手しました。平成 29 年度中に開院予定です。

　「石川が持つ魅力を磨き上げ、顕在化させる『３本の矢』」と銘打ち、文化振興、食の安全・安心の推進、中小企業
の振興の３条例を制定しました。

　石川の豊かで多様な文化の特色や、県独自の文化振興施策を最大限
に盛り込み、石川の文化のさらなる発展に向け、オール石川の体制で
取り組むことなどを定めました。

　県や事業者の責務を明らかにし、取り組みの強化や食品等の適正な
表示の推進等について定めました。

　県内において、多くの雇用の機会を創出し、地場産業を支える中小
企業の振興について、官民が協力して取り組むことなど、その指針を
改めて定めました。

　シンガーソング・ライターの松任谷由実さんに、「石川
県観光ブランドプロデューサー」を委嘱しました。松任谷
さんは、大の石川・金沢ファンで知られており、就任後は、
県が作成する観光 PR 動画の挿入歌の制作など、石川県の
観光ブランドを全国に向けて情報発信するためのアドバイ
ザーとしてご協力いただくこととしています。

　また、金沢城公園二の丸広場では、５月３日・４日に、各市町の食、工芸、
伝統芸能など石川の魅力を凝縮した「いしかわ百万石・金沢祭り」を開催しま
した。食ブースには、ご当地グルメ計 15 店舗が出店。伝統工芸ブースには実
演コーナーが設けられ親子連れらでにぎわいました。山代大田楽のステージや、
加賀鳶

とび

梯
はし

子
ご

登りなどが披露され、会場を盛り上げました。

いしかわ百万石・金沢祭り、加賀祭り、能登祭りを開催
（加賀：14 日～５月 31 日、能登：４月１日～５月 31 日、金沢：５月２日～６日）

「いしかわ文化振興条例」、「石川県食の安全・安心推進条例」、
「ふるさと石川の地場産業を担い地域経済を支える中小企業の
 振興に関する条例」を制定（23 日） 

新県立中央病院建設工事に着手（22 日）

松任谷由実氏が石川県観光ブランドプロデューサーに就任（16 日）

めぐって
、

 

　楽し
む
、南
加
賀

NOMI　KOMATSU　KAGA

Ishikawa Hyakumangoku Kaga Festival

東　京 ̶ 小松駅 ［約2時間50分］
大　阪 ̶ 小松駅 ［約2時間30分］
名古屋 ̶ 小松駅 ［約2時間40分］
金　沢 ̶ 小松駅 ［約17分］

東　京 ̶ 加賀温泉駅 ［約3時間］
大　阪 ̶ 加賀温泉駅 ［約2時間20分］
名古屋 ̶ 加賀温泉駅 ［約2時間20分］
金　沢 ̶ 加賀温泉駅 ［約25分］

金　沢 ̶ 能美根上駅 ［普通列車にて約25分］ 東　京 ̶ 小　松I.C［約5時間40分］
大　阪 ̶ 小　松I.C［約2時間40分］
名古屋 ̶ 小　松I.C［約2時間30分］

東　京 ̶ 片山津I.C［約5時間45分］
大　阪 ̶ 片山津I.C［約2時間35分］
名古屋 ̶ 片山津I.C［約2時間25分］

東　京 ̶ 加　賀I.C［約5時間35分］
大　阪 ̶ 加　賀I.C［約2時間30分］
名古屋 ̶ 加　賀I.C［約2時間20分］

加賀祭り
いしかわ百万石・
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能美市観光交流課
石川県能美市来丸町1110

TEL.0761-58-2211
FAX.0761-58-2291

http://www.city.nomi.ishikawa.jp/

能美市に関しての
お問合せ

小松市観光交流課
石川県小松市小馬出町９１

TEL.0761-24-8076
FAX.0761-23-6404

http://www.komatsuguide.jp/

小松市に関しての
お問合せ

KAGA 旅・まちネット
石川県加賀市作見町ヲ6番地2

TEL.0761-72-6678
FAX.0761-72-6679

http://www.tabimati.net/

加賀市に関しての
お問合せ

小
松

第17回 全国子供歌舞伎
フェスティバルin小松

サイエンスヒルズこまつ
開館１周年記念特別企画

宮本三郎美術館特別展「山本容子展 アリス！ふたつのワンダーランド―不思議の国と鏡の国―」

木場潟公園桜まつり

手づくりの達人市 菜の花フェスタ2015

大聖寺桜まつり 加賀温泉郷マラソン2015

サイエンスヒルズこまつ 北陸新幹線開業記念

サイエンスヒルズこまつ 北陸新幹線開業記念

サイエンスヒルズこまつ
「名探偵コナン 大泥棒

トレジャーキングからの挑戦状」

日 月 火
1 2 3 4 5 6 7

水 木 金 土 日 月 火
8 9 10 11 12 13 14

水 木 金 土 日 月 火
15 16 17 18 19 20 21

水 木 金 土 日 土 日月 火 月 火
22 23 24 25 26 27 28

水 木 金
29 30 31

3月

サイエンスヒルズこまつ「名探偵コナン 大泥棒トレジャーキングからの挑戦状」
藤見の会

こまつ美術作家展「こまつの美」

ウルトラマンギンガワールド
第107回九谷茶碗まつり

お旅まつり

第66回 全国植樹祭

木場潟公園花菖蒲まつり
～6/28

こまつクロスカントリー大会

温泉ライダーin加賀温泉郷2015
菖蒲湯まつり

主催／いしかわ百万石・加賀祭り実行委員会

イベント
カレンダー
 2015.3～

アクセス
マップ

能美エリア

小松エリア
加賀エリア

のみまるくん

カブッキー

かもやん やましろ すぱクロくん おわんさん

の
と
里
山
海
道

北
陸
自
動
車
道

長野白川郷

一宮JCT

小
矢
部
砺
波
J
C
T

米原JCT

白山中宮

片山津I.C

加賀I.C

白山白川郷
ホワイトロード

  片山津温泉
 山代温泉
山中温泉

あわづ温泉

北陸新幹線
東京～金沢間
2015年3月14日開業

台北

上海
ソウル
那覇
福岡
羽田
成田仙台

札幌

加賀
温泉

小松

能美
根上

羽　田 ̶  小　松 約1時間00分 1日12往復
成　田 ̶  小　松 約1時間15分 1日1往復
札　幌 ̶  小　松 約1時間35分 1日1往復
仙　台 ̶  小　松 約1時間00分 1日2往復
福　岡 ̶  小　松 約1時間15分 1日4往復
那　覇 ̶  小　松 約2時間10分 1日1往復
ソウル ̶  小　松 約1時間45分 3往復／週
上　海 ̶  小　松 約2時間05分 4往復／週
台　北 ̶  小　松 約2時間50分 1日1往復

飛行機で

JRで ※特急利用 自動車で

加賀温泉郷おもてなし祭り加賀温泉郷おもてなし祭り

加賀温泉郷おもてなし祭り

加賀温泉郷おもてなし祭り加賀温泉郷おもてなし祭り

加賀温泉郷おもてなし祭り 加賀温泉郷おもてなし祭り 加賀温泉郷おもてなし祭り 加賀温泉郷おもてなし祭り 加賀温泉郷おもてなし祭り

加賀温泉郷おもてなし祭り 加賀温泉郷
おもてなし祭り

加賀温泉郷
おもてなし祭り

加賀温泉郷おもてなし祭り

こまつハートフル鍋まつり＆かがやきの巻「歌舞伎市」

ウルトラアートプレイベントGO-en

屋形船で柴山潟周遊／鶴仙渓 川床

屋形船で柴山潟周遊

屋形船から花見桜

屋形船で柴山潟周遊／鶴仙渓 川床

山中漆器祭

北前船の里まつり
やましろ 端午の節句まつり

こまつ乗りものフェスティバル～春の便～

サイエンスヒルズこまつ 開館１周年記念特別企画

宮本三郎美術館特別展「山本容子展 アリス！ふたつのワンダーランド―不思議の国と鏡の国―」

こまつ乗りものフェスティバル
～春の便～

加
賀

JR金沢駅・金沢の主要観光スポットと辰口
温泉・あわづ温泉・片山津温泉・山代温泉・
山中温泉をつなぐ特急バス!
☎北陸鉄道テレホンサービスセンター　
　　076-237-5115

金沢行くなら
加賀ゆのさと特急

NOMI
KOMATSU
KAGA

金沢駅

北陸新幹線
東京～金沢間
2時間28分

2015年
3月14日（土）開業

期間：2015年3月～5月

能
美

山代大田楽のステージ ひゃくまんさんも登場

観客の注目を集めた加賀鳶梯子登り 終日にぎわった金沢城公園二の丸広場

新県立中央病院起工式

（個室的4床室イメージ図）

建設地	 ：現病院の敷地北側の駐車場スペース
総病床数	 ：630床
延床面積	 ：約62,000平方メートル（現病院の約1.2倍）
建物　	 ：地上10階、地下１階（免震構造）
来院者駐車場：900台程度（現病院の約1.5倍）

いしかわ文化振興条例

石川県食の安全・安心推進条例

ふるさと石川の地場産業を担い地域経済を支える
中小企業の振興に関する条例

主な特徴：①全てのベッドサイドに十分な自然光がとれる窓を設けた個室的４床室の整備
	 ②マンモグラフィ検査室やエコー検査室と診察室を一体として配置した女性専用外来エリアの設置
	 ③総合周産期母子医療センターを手術室、小児科病棟と同一フロアに設置

建設地
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　後期高齢者の大幅な増加が見込まれる 2025 年に向けて、中長期的
な視点に立った、介護・福祉人材の確保・養成に関する基本計画を策
定しました。行政、事業者、職能団体等がそれぞれの役割と方向性を
認識し、一丸となって計画的な人材の確保に取り組みます。

　若者の結婚や出産への希望をかなえ、安心して子どもを生み育てる
ことのできる社会の実現に向けた行動計画として「いしかわエンゼル
プラン 2015」を策定しました。結婚、妊娠・出産、子育てといったラ
イフステージの進展に応じた切れ目のない支援を柱とし、関係機関と
連携して少子化対策に取り組みます。

　県と輪島市が共同で整備を進めてきた「輪島港マリンタウン」が完成しました。輪島港マリンタウンは、平成 22
年に旅客船岸壁を先行して供用しており、今回仕上げとなる県の緑地広場と市の交流拠点施設（輪島キリコ会館）の
完成により、全ての施設が完成・供用されることになりました。
　県が整備した緑地は 4.3 ヘクタールの芝生広場で、ステージイベントが可能な親水護岸も備えています。

　完成オープニングイベントでは、キリコ太鼓の披露や記念植樹が行
われ、新たな交流拠点の完成を祝いました。
　北陸新幹線金沢開業等により、多くの観光客が訪れる中、さらなる
にぎわいの創出や交流人口の拡大に寄与することが期待されます。

　地域ぐるみで移住を支援するため、県と日本郵
便㈱が移住・定住人口の確保に関する協定を締結
しました。地域の実情に精通する郵便局長を移住
サポーターとして、移住者の生活相談に応じても
らう取り組みは、全国で初めてです。郵便局長の
役割として、地域の習慣や文化等の案内や、地域
住民との交流の機会に関する情報の提供、就業等
生活に役立つ情報の提供などが期待されます。

　能登を舞台とした連続テレビ小説「まれ」の放送が、３月 30 日より開
始されました。県では、番組放送をきっかけに、能登地域への一層の誘客
を促進するため、平成 26 年９月に能登の５市７町の行政や経済、観光団
体で組織する「連続テレビ小説『まれ』推進協議会」を設立し、専用ホー
ムページでの情報発信や、ドラマゆかりの地をめぐるスタンプラリー等を
実施してきました。
　また、能登の玄関口である「の
と里山空港」内に、「まれ」の巨大
ケーキや「まいもん食堂」再現セ
ット、小道具、衣装等を展示し、「ま
れ」の舞台・能登を積極的にアピ
ールしました。

「石川県介護・福祉人材確保・養成基本計画」を策定（25 日）

「いしかわエンゼルプラン 2015」を策定（25 日）

輪島港マリンタウンが完成（29 日）

日本郵便㈱と移住・定住人口確保に関する協定を締結（30 日）

NHK が連続テレビ小説「まれ」を放送（30 日～９月 26 日） 、　 
のと里山空港に「まれ」コーナーを設置（４月 25 日～３月 31 日） 

オープニングで披露されたキリコ太鼓

関係者らによる記念植樹

キリコ文化を体感できる展示 出演者たちのパネルを設置 番組に登場するまいもん食堂を再現

「まれ」の巨大ケーキ

輪島港マリンタウン
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March

金沢城橋爪門・玉泉院丸庭園が完成（７日）

玉泉院丸庭園のライトアップ点灯（13 日）

　金沢城公園の第二期整備計画の総仕上げとなる「橋爪門」と「玉泉
院丸庭園」の完成式を行いました。　
　橋爪門は、藩主が居住する二の丸御殿に至る最後の門として、金沢城
で唯一「番所」が置かれ通行が制限されていたほか、通路に戸室石が
敷き詰められているなど最も格式の高い門です。1881年に焼失しました
が、130年余の歳月を経て、石川門、河北門と並ぶ金沢城三御門がそろ
いました。	
　玉泉院丸庭園は二代藩主前田利長の正室である玉泉院が晩年を過
ごした地に三代藩主利常が作庭を始めた庭園です。池の周りを歩いて
楽しむ「池泉回遊式庭園」で、背後の石垣群と一体となった立体的な造
りは他に類を見ない独創的な庭園とされています。
　北陸新幹線金沢開業に合わせた玉泉院丸庭園のライトアップは、13
日に始まり、四季折々の灯

あか

りが園内を彩ります。週末の夜を中心に年間
約150日のライトアップを行います。

金沢城公園周辺（平成27年10月26日撮影）

池の周りを歩いて楽しむ玉泉院丸庭園

開門した橋爪門をくぐる来場者

関係者によるテープカット

庭園を彩るライトアップ

玉泉院丸庭園

河北門

石川門

橋爪門
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April

４月の

主な出来事
全国最大のいしかわ県民文化振興基金を創設（１日） 県立歴史博物館が「いしかわ赤レンガミュージアム」の愛称で

リニューアルオープン（17 日）

おもてなし連携推進会議を開催（21 日、７月 21 日、11 月９日）

ＮＧＫセラミックデバイス㈱が進出表明（13 日）

	１日	 ●	県の組織機構を改革
	 	 	 企画振興部
	 	 	 　「いしかわ創生推進室」を設置
	 	 	 　「新幹線用地対策室」を拡充
	 	 	 　「	並行在来線対策課」および
	 	 	 　「開業企画課」を廃止

	 	 ●	全国最大のいしかわ県民文化振
興基金を創設

	 	 ●	水道用水供給事業の責任水量を
引き下げ

	11日　●	百万石まちなかめぐり2015を
開催（さくら：～12日、もみ
じ：11月７日～８日）

1	2日	 ●	金沢港へクルーズが19本寄港
（～10月27日）、コスタ・ビク
トリア号による金沢港発着型定
期周遊クルーズの運航決定

　　　　（８月）

13日	 ●	ＮＧＫセラミックデバイス㈱が
進出表明

14日	 ●	シンガポールで開催された「ワー
ルド・グルメ・サミット2015」
で石川の食文化をＰＲ（～17日）

17日	 ●	県立歴史博物館が「いしかわ赤
レンガミュージアム」の愛称で
リニューアルオープン

21日	 ●	おもてなし連携推進会議を開催
（７月21日、11月９日）

23日	 ●	山中産業㈱が進出表明

24日	 ●	「灯
あか

り舞う半島	能登～熱狂のキ
リコ祭り～」が日本遺産に認定

25日	 ●	いしかわグリーンウェイブ2015
を実施（～６月14日）

28日	 ●	ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂
の日」音楽祭2015を開催

　　　　（～５月５日）

29日	 ●	のと鉄道観光列車「のと里山里
海号」が運行開始

	 	 ●	木場潟公園西園地展望休憩所が
完成

　３月に制定した「いしかわ文化振興条例」を実効性あるものとするため、
文化振興基金を全国最大の 120 億円に大幅に拡充するとともに、名称を「い
しかわ県民文化振興基金」と改めました。
　この基金を活用し、全国最大の８千万円の公募枠による助成制度を創設
し、県民・文化団体の自主的・主体的な文化活動を支援する体制を強化し
ました。
　公募助成事業では、県内全域を対象とする大規模な文化活動を対象とし
た「文化創造普及事業」と、市町で開催される文化イベントや地域固有の
伝統文化の後継者育成など小規模な文化活動を対象とした「地域文化活性
化事業」の２種類の助成メニューを設け、初年度となる平成 27 年度は、
伝統芸能や音楽、文学、演劇、舞踊などの幅広い分野で、計 46 団体 46 件
を認定しました。

　県立歴史博物館が、約２年間の工事を終え、愛称を「いしかわ赤レンガミュージアム」として、リニューアルオー
プンしました。
　３棟からなるいしかわ赤レンガミュージアムは、趣向を凝らした映像や精巧なジオラマなどにより、歴史や文化を
わかりやすく学べる「歴史発見館」（第１棟）、入場無料のフリーゾーンで気軽に歴史に触れて楽しめる「交流体験館」

（第２棟）、藩老本多蔵品館が移転した「加賀本多博物館」（第３棟）からなります。
　また、中庭に新設した全面ガラス張りの休憩所「ほっとサロン」では、しだれ桜や国の重要文化財に指定されてい
る赤レンガ建物を眺めながら、ゆっくりとくつろぐことができます。
　今後とも、石川の歴史・文化を守り、県民や観光客に向けて発信する拠点施設として、また、県民の生涯学習の場
として、世代を問わず誰もが楽しむことができる博物館を目指していきます。

　観光客からの声を関連団体が共有する
ことで、おもてなしの改善につなげる「お
もてなし連携推進会議」を開催しました。
　この会議は、北陸新幹線金沢開業で県
内が多くの観光客でにぎわう中、問題点
を速やかに改善することで、開業効果の
持続を図るための会議です。
　会議では、交通・宿泊・観光関係団体
など各業界の代表らがこれまでの取り組
みの反省点や繁忙期に向けた対応などに
ついて意見交換を行い、「オール石川」で
おもてなしの向上に取り組んでいくこと
を申し合わせました。

　日本ガイシ㈱から、能美市の日
本ガイシ石川工場敷地内におい
て、同社の子会社であるＮＧＫセ
ラミックデバイス㈱が新工場を建
設する旨の表明がありました。
　自然災害などに備えたリスク分
散の観点から本県にも拠点を設け
るもので、新工場では、自動車排
ガス中の有害物質を測定するセン
サーの基幹部品が生産されます。
　投資総額は約 83 億円で、操業
開始時期は平成 29 年４月を予定
しており、フル稼働時には約 170
人の従業員が働くことが見込まれ
ています。

公募助成事業の認定書交付式の様子（10月 28日）

関係者によるテープカット

ほっとサロン

特別名勝「兼六園」ジオラマ 加賀藩の参勤交代 祭礼体感シアター
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April

コスタ・ビクトリア号による金沢港発着型
定期周遊クルーズの運航決定（８月）

金沢港へクルーズが19 本寄港（12 日～10月27日）

　イタリアの大型客船コスタ・ビクトリア号による金沢港を発着港とした定期周遊ク
ルーズが、平成28年の７月から９月にかけて１０本運航することが決定しました。日
本海側の港を発着港とする、定期周遊クルーズの運航は今回が初めてとなります。
コスタ・ビクトリア号は金沢出港後、境（鳥取）、釜山（韓国）、博多（福岡）、舞鶴
（京都）を経由して金沢に戻ります。
　県民の皆さんはもちろん、新幹線を利用し、首都圏や沿線地域にお住まいの方
にも乗船いただくことで、船旅の前後に石川観光を楽しんでもらうなど、高い経済
効果が期待されます。

金沢港付近（平成27年11月12日撮影）

ダイヤモンド・プリンセス（７月31日寄港）

飛鳥Ⅱ（９月27日、10月27日寄港）

平成28年７月～９月に１０本運航するコスタ・ビクトリア号

シルバーディスカバラー（９月４日寄港）
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April

　飲料フィルター等を製造する京都府の山中産業㈱が、中能登町の丸井織物㈱工場隣接地にティーバッグフィルター
用繊維生地の裁断加工を行う工場の新設を表明しました。
　特殊なフィルター用生地の生産を担う丸井織物と協力してフィルターの一貫生産体制を構築し、今後の増産に備え
るものであり、本県の繊維産業の高い技術力が新たな企業の進出につながりました。

　「パシオン・バロック～バッハ、ヘンデル、ヴ
ィヴァルディ～」をテーマに、ラ・フォル・ジ
ュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 2015 を開催し、
国内外の一流奏者による 197 の多彩な公演が繰
り広げられ、８日間で約 12 万２千人が来場し
ました。
　８回目を迎えた今回は、北陸新幹線金沢開業
を記念して、日本を代表する名門オーケストラ

「東京フィルハーモニー交響楽団」を初めて招へ
いしたほか、加賀・能登地区の名勝地や観光地
を会場とした公演や、本県が誇る伝統文化を取
り入れた公演を開催するなど、多彩なプログラ
ムで音楽祭を盛り上げました。

　世界農業遺産「能登の里山里海」を走る、のと鉄道の観光列車「のと里山里海号」が、七尾−穴水間で運行を開始
しました。
　七尾駅発の一番列車は、青柏祭でか山保存会による木遣

や

り歌がホームで流れる中、和倉温泉旅館の女
お か み

将らに見送ら
れながら出発。終着駅の穴水駅では、地元の長谷部太鼓保存会とダンスクラブが演奏や踊りを繰り広げ、盛大に乗客
を出迎えました。 
　乗客は、列車内で専任アテンダントのガイドに耳を傾けながら、能登の天然素材・伝統的工芸品をあしらった内装
や車窓からの風景を楽しんだほか、七尾市出身のパティシエ辻口博啓さんが考案したスイーツを味わうなど、能登の
里山里海の魅力がちりばめられた列車の旅を堪能しました。　

　白山眺望を楽しむことができる県内屈指のポイントとなっている木場
潟公園西園地に展望休憩所が完成しました。
　南加賀産のスギや能登産のアテをふんだんに使用した木造平屋建て
で、白山眺望をパノラマで楽しめるようガラス張りとした休憩室のほか、
体験学習や展示、ボランティア活動に利用できる部屋を備えています。
　この休憩所の完成により、木場潟公園の豊かな魅力にさらに厚みが加
わり、より多くの方に利用されることが期待されます。

　文化庁が平成 27 年度に新たに創設した日本遺産に、県、七尾、輪島、珠洲、
志賀、穴水、能登の３市３町が申請した「灯り舞う半島　能登～熱狂のキリ
コ祭り～」が、第１弾として認定されました。
　日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るス
トーリーを文化庁が認定する制度です。ストーリーを語る上で欠かせない魅
力あふれる有形・無形のさまざまな文化財群を、地域が主体となって総合的
に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、
地域の活性化を図ることを目的としています。
　今回の認定を追い風に３市３町と連携し、キリコ祭りの情報発信等に取り
組んでいきます。

山中産業㈱が進出表明（23 日） ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 2015 を開催（28 日～５月５日）

のと鉄道観光列車「のと里山里海号」が運行開始（29 日）

木場潟公園西園地展望休憩所が完成（29 日）

「灯り舞う半島 能登～熱狂のキリコ祭り～」が日本遺産に認定（24 日）

輪島大祭（輪島市）

沖波の大漁祭り（穴水町） 西海祭り（志賀町）

宝立七夕キリコ祭り（珠洲市）

石崎奉燈祭（七尾市）

名勝の響クラシックコンサート
（見附海岸特設会場）

展望休憩所から望む白山

オープニングコンサート
（県立音楽堂コンサートホール）

あばれ祭（能登町）
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May

24

５月の

主な出来事

25

	１日	 ●	七尾港矢田新地区耐震強化（旅

客船）岸壁を供用

	２日	 ●	兼六園周辺文化の森ミュージア

ムウィークを開催

　　　　	（～６日、7月31日～８月９日、

10月18日～11月３日）

　　　　　

	７日	 ●	平沢川砂防堰
えん

堤
てい

を活用した小水

力発電を開始

10日	 ●	いしかわインターンシップフェ

スを開催

11日	 ●	いしかわトキふれあいセンター

（仮称）建設工事に着手

17日	 ●	第66回全国植樹祭を開催

18日	 ●	七尾湾産養殖トリガイ「能登と

り貝」を初出荷

24日	 ●	女性消防団員専門知識向上セミ

ナーを開催　　　　

26日	 ●	石川県防災会議を開催

29日	 ●	滝地区農地再生モデルプロジェ

クト開始式

	 	 ●	古屋谷地すべり対策事業が完成

30日	 ●	いしかわ家庭版環境ISO認定家

庭および里山保全活動参加者へ

プレミアムクーポンを配布

　　　　（～12月31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

　　　　（６月21日、8月２日）

31日	 ●	いしかわ版里山づくりＩＳＯの

認証

七尾港矢田新地区耐震強化（旅客船）岸壁を
供用（１日）

いしかわインターンシップフェスを開催（10 日）

滝地区農地再生モデルプロジェクト開始式（29 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
（30 日、６月 21 日、８月２日）

いしかわトキふれあいセンター（仮称）建設工
事に着手（11 日）

　七尾港で建設を進めていた耐震強化岸壁について、２万トン級の旅客船
が入るための岸壁を供用しました。
　これにより、当日に寄港した「にっぽん丸」をはじめとする大型客船の
受け入れが可能となり、海からの交流拡大が一層図られるとともに、大規
模地震発生時の海上からの緊急輸送ルートが確保されるなど、災害時の防
災拠点としての機能が大きく向上しました。

　近年、企業・団体でインターンシップ（就業体験）
に参加したいと考える学生が増えていることか
ら、「インターンシップフェス」を初めて開催し
ました。
　当日は県内企業 93 社が出展し、約 620 人の学
生が参加しました。
　学生たちは、各ブースで受け入れプログラムに
ついて出展企業から直接説明を受け、夏季のイン
ターンシップに申し込みました。

　石川型の農地再生モデルとして、耕作放棄地を農地に再生するプロジェクトが始動しました。
　羽咋市滝地区にある約 50 ヘクタールの耕作放棄地を再生し、農業法人「ＪＡアグリはくい」が平成 28 年４月から
営農を始めます。
　このプロジェクトは、農地の集積や斡

あっ

旋
せん

、人材確保、経営支援など、県が一貫したサポートに取り組む事業で、農
業ファンドによる財政支援のほか、太陽光発電による経営の下支えを行い、企業の耕作放棄地への参入を後押しして
いきます。

　地域住民の共助の要となる自主防災組織の結成
を促進するため、自助・共助の重要性等を啓発す
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が、
組織結成の手続きやその運営に関する講義などを
行いました。
　白山市のほか、かほく市（６月 21 日）、輪島市

（８月２日）でも同講座を開催しました。

　国特別天然記念物トキの公
開に向け、「トキふれあいセン
ター（仮称）」の起工式を能美
市のいしかわ動物園で行いま
した。
　この施設では、湿地や棚田
状の里山景観を再現し、エサ
をついばんだり、木に止まっ
たりするトキを間近に観察で
きるほか、本物の羽に触れる
など体験型の展示を充実させ
た学習展示コーナーを整備す
ることとしています。

農地再生後の予想図

24 25



5

May

　小松市の木場潟公園で、天皇皇后両陛下ご臨席のもと「第 66 回全国植樹祭いしかわ 2015」を開催しました。
　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、毎年春季に開催される国土緑
化運動の中心的な行事です。本県では昭和 58 年に津幡町の県森林公園で開催した第 34 回大会以来、32 年ぶり２回
目の開催となりました。
　大会当日は好天に恵まれ、植樹祭としては初めて、森林資源の利活用を盛り込んだ「木を活

い

かし　未来へ届ける　
ふるさとの森」をテーマに、森林資源を適切に使いながら健全な森を次代に伝えることの重要性を全国に発信しまし
た。

　記念式典では、両陛下による抵抗性
クロマツなど６本の苗木のお手植え、
アテなど４種類の種子のお手播

ま

きが行
われました。
　いずれの樹種も県内の文化・生活と
関わりの深いもので、両陛下は、介添
え役を務めた緑の少年団の子どもたち
にお声をかけながら、丁寧にお手植え、
お手播きをされました。

　また、式典では、谷本知事が「本大会を契機に森林
資源の利活用の輪が全国に広がることを願う」とあい
さつし、緑化功労者等の表彰や農林水産大臣などへ県
内の小学校で育てられた苗木の贈呈が行われました。

　大会テーマを表現するアトラクションでは、石川の豊かな里
山里海を構成する「森・川・海・里」のつながりと森林資源の
利活用を通じた豊かな森づくりの意義をパフォーマンスとメ
ッセージで発信しました。

　知事から次期開催地となる長野県の阿部知事へ、植樹祭
のシンボルである「木製地球儀」を手渡すリレーセレモニ
ーがありました。

第 66 回全国植樹祭を開催（17 日）

全国各地から約1万 1千人が参加

緑の少年団とともにお手植えされる両陛下

お手播きの種を受け取られる天皇陛下

知事あいさつ

緑化功労者等の表彰

苗木の贈呈

アトラクションをご覧になる両陛下

アトラクション	森・川・海・里のメッセージ
	＜いしかわの豊かな「里山里海」＞

お手播きされる皇后陛下 好天に恵まれた植樹祭会場 リレーセレモニー
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May
　天皇皇后両陛下は、大会前日に、ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢で、国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コン
クール等の入賞作品をご覧になりました。その後、大会のレセプションに参加され、県内外の林業関係者らと和やか
に懇談されました。

　また、今回は大会にあわせ、５月 16 日から 18 日の３日間にわたり県内の福祉・文化施設などを視察されました。
　初日は、野々市市の県立明和特別支援学校で、高等部の販売・接客マナーの学習授業や和太鼓の演奏を見学され、
温かい拍手を送り、生徒らに優しくお声を掛けられました。

　２日目は、全国植樹祭にご臨席後、木場潟公園西園地展望休憩所で、木場潟越しの白山の眺望をご覧になりました。
その後、視察された県立九谷焼技術研修所では、ろくろ成形や上絵付けの実技をご覧になり、研修生にお声を掛けら
れました。

　３日目は、金沢城公園を視察され、今年３月に復元された橋爪門などを見学されました。五十間長屋では、柱とは
りを組み合わせる伝統の軸組工法について説明を受けられ、その後小松空港から帰路に就かれました。

ポスター原画コンクールの入賞者にお声をかけられる両陛下 木場潟公園西園地展望休憩所から白山をご覧になる両陛下

展望休憩所から望む白山

県立九谷焼研修所でろくろ成形を行う研修生にお声掛け

三の丸広場で施設概要のご説明を受けられる

上絵付けを行う研修生にお声掛け第66回全国植樹祭レセプション

販売・接客マナーの学習授業をご覧 高等部の生徒にお声掛け

受賞した小中高生らと作品

レセプションで緑化功労者らとご懇談

大会ポスター原画

五十間長屋で軸組の模型をご覧

二の丸広場で大勢の県民の歓迎を受けられる
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June

６月の

主な出来事
	１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）

	 	 ●	加賀四湯博～加賀温泉郷おもて

なしプロジェクト2015を開催

（～12月31日）

　　　

	９日	 ●	石川県消防マイスターに5人を

認定

	10日	 ●	「いしかわ耕稼塾」開講式

11日	 ●	韓国・釜山港とクルーズ振興に

関する合意書を締結

17日	 ●	女性のための起業チャレンジ相

談窓口を開設

19日	 ●	小谷砂防事業が完成

25日	 ●	白山スーパー林道の愛称を「白

山白川郷ホワイトロード」に改

め、通行料金を半額に引き下げ

開通

28日	 ●	インターネット等適正利用推進

「ホッとネット大作戦」を実施

29日	 ●	白山火山防災計画を策定

30日	 ●	ふるさと紀行「のと里山海道」

に「おとのみち」が完成

　プロ農業者から農業の応援団まで、石川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。
　７年目となる今年度は、新規就農や農業経営のスキルアップを目指し、
18 歳から 63 歳までの研修生 94 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。

　新たな愛称となった白山市と岐阜県白川村を結ぶ「白山
白川郷ホワイトロード」が、全線開通しました。
　また、通行料金は今年度から、普通車で片道 1,600 円に
なるなど、従来の半額となりました。
  新愛称や通行料金の半額引き下げを記念して、県境付近の
三方岩駐車場で記念式典を開催。新愛称を記した木製の記
念標柱を除幕し、テープカットを行いました。

　石川県、岐阜県や白山市等で設置する白山火山防災協議
会で、白山の火山噴火時に各県および関係機関が連携して
取り組む総合的な対策等を白山火山防災計画として取りま
とめました。
　この計画には、わかりやすい情報提供や情報伝達手段の
強化、登山届の提出促進など平時の対応のほか、気象庁が
発表する噴火警戒レベルに応じた、施設の閉鎖、登山道・
道路の規制、避難準備・避難勧告などの防災対応を盛り込
んでいます。これにより防災対応を迅速に行い、噴火災害
を軽減することができます。

　のと里山海道に「おとのみち」が完成しました。
　輪島方面に向かう下り線の別所岳サービスエリア付近
を車が走行すると、連続テレビ小説「まれ」のテーマ曲
が流れます。
　音の鳴る道路では全国最長となる 1.2 キロで、規制速
度の時速 70 キロで走ると、ドラマのオープニングでお
なじみのメロディーが流れ、能登の旅行を一層楽しむこ
とができます。

　白山市の中宮料金所では、午前 11 時半に通行ゲー
トが開くと、全線開通を待ちわびた観光客が次々に車
を走らせました。

　金沢港を管理する石川県は、韓国・釜山港を管理する釜山港湾公社と、
クルーズ振興に関する合意書を交わしました。

　 釜 山 港 は、 年 間
100 隻 以 上 の 客 船
が寄港するアジア
有数の港です。
　今後は、両港が連
携・協力してクルー
ズ船の誘致に取り
組み、金沢港を北東
アジアクルーズの
拠点としていきま
す。

「いしかわ耕稼塾」開講式（10 日） 白山スーパー林道の愛称を「白山白川郷ホワイトロード」に改め、通行料金を
半額に引き下げ開通（25 日）

白山火山防災計画を策定（29 日）

ふるさと紀行「のと里山海道」に「おとのみち」が完成（30 日）

韓国・釜山港とクルーズ振興に関する合意書を
締結（11 日）
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July

７月の

主な出来事
	１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）

	 	 ●	いしかわクールシェアを実施

（～９月30日）

	４日	 ●	「観能の夕べ」公演

　　　　（11日・18日・25日、８月１日・

　　　　　８日・15日・22日・29日）

10日	 ●	県民一斉防災訓練（シェイクア

ウトいしかわ）を実施

19日	 ●	一般国道249号輪島バイパス

（輪島市杉平町～宅田町間）が

完成

24日	 ●	河北潟干拓地「ひまわり村」開

村式　　

25日	 ●	石川県消防操法大会を開催

28日	 ●	地産地消受注懇談会2015を開

催（11月17日）

29日	 ●	子ども消防学校を開催

　　　　（～30日）

	31日	 ●	㈱小松製作所と「建設事業にお

ける情報化施工に関する協定」

締結

	 	 ●	二級河川犀川河川改修事業緊急

対策特定区間（上流工区）が完

成

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）

いしかわクールシェアを実施（1 日～９月 30 日）

県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）を実施（10 日）

一般国道 249 号輪島バイパス（輪島市杉平町～宅田町間）が完成（19 日）

㈱小松製作所と「建設事業における情報化施工に関する協定」締結（31 日）

　家庭で気軽に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」を推進するため、「省エネ・節電アクションプラ
ン」の実践を呼びかけました。今年は、新たに約１万１千家庭が参加し、
累計では約３万５千家庭が省エネ・節電効果の高いエコ活動に取り組みま
した。

　電力需要の高まる夏場に、家庭のエアコンなどを消して、公共施設や商
業施設などの涼しい場所に出かけることにより、家庭の消費電力を抑制す
る「いしかわクールシェア」を実施しました。
　４日には、クールシェアの開始をＰＲする
ためのキックオフイベントをＪＲ金沢駅で行
いました。
　「涼しいとこにつんだっていかんけ」をキャ
ッチフレーズに、405 の施設や店舗にクール
シェアスポットとして協力いただきました。

　地震の際の初動対応である「しゃがむ、隠れる、
じっとする」といった安全行動を１分間行う「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。
　年々、参加登録者が増加しており、３回目となる
今回は、23 万 6,080 人の県民の皆さんに参加いた
だきました。
　当日は、県からのメールや市町防災行政無線、校
内放送などを合図に、参加者が、学校や会社、自宅
などそれぞれの場所で一斉に安全行動をとりました。

　一般国道 249 号輪島バイパスの輪島市杉平町から
宅田町間の 700 メートルが完成しました。
　当区間の完成により、輪島市街地を迂

う

回
かい

して門前
方面へと走行できるようになり、市街地の渋滞緩和、
交流人口の一層の拡大が期待されています。

　建設工事における施工の効率性を高めるため、
県と㈱小松製作所（コマツ）が連携を図り、お互
いの知識や技術を活用して情報化施工技術の向上
や普及・拡大を目的とした協定を締結しました。
　情報化施工の導入により、建設事業者の人手不
足解消が期待されるほか、建設工事の生産性向上
と安全性の確保の両立が図られます。
　この協定に基づく初めてのモデル工事を加賀市
曽宇町から熊坂町間で整備を進めている「南加賀
道路」で行うこととし、11 月に工事着手しました。

キックオフイベント
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August

８月の

主な出来事
	１日	 ●	いしかわ若者ふるさと就職促進

プログラムを実施
　　　　　　　
	 	 ●	第３回いしかわ百万石の集いを

開催

	 	 ●	ファミリー・カレッジｉｎ本多の
森を開催（10月25日,11月８日）

	３日	 ●	新オフサイトセンターが運用開始

	６日	 ●	石川県医学部進学セミナーを開催

	 	 ●	企業の男女共同参画推進応援講
座を開催（９月１日、10日、11
月30日、12月３日）

	11日	 ●	柏木急傾斜地崩壊対策事業が完成

	12日	 ●	光ケ丘団地県営住宅75号棟が完成

	18日	 ●	都内の百貨店で石川の食材フェ
アを開催（～23日）

	 	 ●	2015いしかわミュージックアカ
デミーを開催（～27日）

19日	 ●	ぶどう「ルビーロマン」を都内
の市場、百貨店で知事がトップ
セールス

	 	 ●	親学び講座「肝心かなめの１年
生塾」開催のためのアドバイザ
ー養成研修を実施

22日	 ●	いしかわ環境フェア2015／いし
かわの里山里海展2015を開催
（～23日）

24日	 ●	第２期女性モノづくり提案力育
成塾を開講

29日　●	自主防災組織リーダー育成研修
会を開催（加賀：～30日、9月
26日～27日、能登：９月12日
～13日、10月31日～11月１
日、21日～22日）

	 	 ●	第33回地域づくり団体全国研修
交流会石川大会を開催（～31日）

新オフサイトセンターが運用開始（３日） 都内の百貨店で石川の食材フェアを開催（18 日～ 23 日）
ぶどう「ルビーロマン」を都内の市場、百貨店で知事がトップセールス（19 日）

第 33 回地域づくり団体全国研修交流会石川大会を開催（29 日～ 31 日）

2015 いしかわミュージックアカデミーを開催
（18 日～ 27 日）

　原子力災害発生時に現場対応の拠点となる「志賀オフサイトセンター」
の移転整備が完了し、運用を開始しました。
　福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、オフサイトセンターの設置要件
を定めた国の省令が「原発から 20 キロ未満」から「５キロ以上 30 キロ未
満」に改正されました。これを受け新オフサイトセンターは、志賀原子力
発電所から５キロ未満の位置にあった旧オフサイトセンターを、同原発か
ら約９キロ離れた志賀町西山台へ移転させたものです。施設の延べ床面積
は従来の約 1.7 倍の 2,792 平方メートルとなり、事故時には 240 人が常駐
できます。
　建屋は従来の耐震構造からより地震に強い免震構造とし、放射性物質の
進入を防ぐフィルター付き空気浄化設備や停電時でも電源を確保するため
の非常用発電機を備えたほか、テレビ会議システムや衛星電話を導入する
など、現地対応拠点としての機能を抜本的に強化しました。

　石川の特色ある食材の魅力を情報発信力
の高い都内の百貨店でＰＲすることで、今
後のさらなる流通の強化を図るため、６日
間にわたり、銀座三越で石川の食をテーマ
としたフェアを開催しました。
　期間中は、各テナント店でルビーロマン
や能登牛、輪島海女採りあわびをはじめと
した県産食材や、県産食材を使用したスイ
ーツ・総菜等の販売のほか、県内事業者に
よる販売・ＰＲも行われました。

　「第 33 回地域づくり団体全国研修交流会石川大会」が「地
域づくりの再構築～たてわり地域づくりを円陣に」をテーマと
して、３日間の日程で開催されました。この大会は、地域活性
化に取り組む団体が全国から集い、全国レベルの研修と参加者
相互の情報交換を行うことを目的としたもので、本県での開催
は平成 16 年以来２回目となります。
　初日は、県内 11 会場でテーマ別に分科会が開かれ、地元の
特産品を持ち寄って意見交換をするなど、活性化のヒントを探
ったほか、２日目には、七尾市の能登演劇堂で全体会が開かれ、
分科会の報告やひな壇トーク、交流会を行いました。また、３
日目には、県内５地域で地域の自然や文化などを体感できるプ
ログラムを実施し、期間中に全国から約 260 人が参加しまし
た。

　また、これまで築き上げてきた県産高級ぶどう「ルビーロ
マン」のブランドイメージを全国に浸透・定着させるため、
出荷の最盛期に合わせ、東京都中央卸売市場大田市場、銀座
三越、伊勢丹新宿店の３カ所において、谷本知事自らが店頭
に立ち、買い物客にルビーロマンの特徴をＰＲするなど、ト
ップセールスを行いました。
　東京の市場では、関係者が見守る中、188 房が競りにかけ
られ、都内の市場では過去最高となる１房 20 万円で競り落
とされたほか、百貨店では試食を求める客の長蛇の列ができ
るなど、首都圏での知名度の向上と人気の高さがうかがえま
した。

　「いしかわミュージックアカデミ
ー」は、本県と金沢市が中心となっ
て毎年開催しており、今回で 18 回目
を迎えました。国内外の著名な講師
陣の指導による世界レベルの若手音
楽家の育成と地域音楽文化の振興、
さらには石川の音楽文化を広く発信
することを目的としています。
　プロを目指す若手音楽家を対象と
したマスタークラスと、県内在住・
出身の方を対象とした基礎クラスの
公開レッスンに加え、講師陣や受講
生、オーケストラ・アンサンブル金
沢メンバーによるコンサートを県立
音楽堂で開催したほか、受講生が県
内各地に出向き、ミニコンサートも
開催しました。
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Septem
ber

９月の

主な出来事
	１日	 ●	「いしかわふるさと宿泊券」を

販売開始

	５日	 ●	石川県里山クマフォーラムを開

催

	６日	 ●	石川県防災総合訓練を実施

11日	 ●	城山５号急傾斜地崩壊対策事業

が完成

	 	 ●	宋河珍（ソン･ハジン）韓国全羅

北道知事が来県（～13日）

	　	　　

13日	 ●	県立歴史博物館と韓国国立全州

博物館との姉妹館交流25周年を

記念した秋季特別展

	 	 　	「朝鮮王朝―宴と儀礼の世界―」

を開催（～11月８日）

15日　●	土砂災害警戒情報の緊急速報メ

ール運用開始

18日　●	片町Ａ地区第一種市街地再開発

事業で商業施設「片町きらら」

が先行オープン

	 	 ●	日本スポーツマスターズ2015

石川大会を開催（～22日）

　

石川県防災総合訓練を実施（６日） 片町Ａ地区第一種市街地再開発事業で商業施設「片町きらら」が先行オープン
（18 日）

日本スポーツマスターズ 2015 石川大会
を開催（18 日～ 22 日）

県立歴史博物館と韓国国立全州博物館との姉妹
館交流 25 周年を記念した秋季特別展

「朝鮮王朝―宴と儀礼の世界―」を開催
（13 日～ 11 月８日）

　内灘町蓮湖渚公園を中心に石川県防災総合訓練を実施しました。
　訓練は、県西方沖を震源とするマグニチュード７．８の地震が発生したこ
と、また、大雨により土砂災害が発生する危険性が高まったことなどを想
定して実施し、県内外から 91 の防災関係機関や地域住民など約 2,800 人
が参加しました。　
　訓練では、倒壊建物・埋没車両からの救出・救助や医療措置訓練、道路
管理者による災害時放置車両移動訓練、土砂災害警戒区域等における住民
避難訓練のほか、救援物資海上輸送訓練や災害時における規制除外車両の
届出訓練などを実施し、参加者は迅速な救助活動や避難行動などの確認を
行いました。

　金沢市片町２丁目の再開発ビル「片
町きらら」の商業フロアが、先行オー
プンしました。
　北陸初出店のファッションブランド
や飲食店など多彩な店舗が出店し、若
者を中心に多くの関心を集めており、
中心市街地のにぎわい創出に寄与する
ことが期待されています。

　スポーツ愛好者の中でも競技志向の高いシニア世代を対象と
したスポーツの祭典「日本スポーツマスターズ 2015 石川大会」
を開催しました。
　全国から８千人を超える選手や関係者などを迎え、県内 29
会場で、水泳、サッカー、テニスなど 13 競技を行いました。
　また、日本スポーツマスターズの名誉総裁を務める高円宮久
子さまも大会の視察に訪れ、空手道やバドミントンの競技をご
覧になるなど、競技に臨む選手を激励しました。

　県立歴史博物館と
韓国国立全州博物館
の姉妹館交流 25 周
年を記念した特別展

「朝鮮王朝−宴
うたげ

と儀礼
の世界−」を開催し
ました。
　朝鮮王朝時代の貴
族女性の婚礼衣装や
王座に飾られた「日月五峰図 屏

びょう

風
ぶ

」など、96 点が展示され、そのほとん
どが国内初公開となりました。

埋没車両からの救出・救助

救援物資海上輸送訓練

住民避難訓練

空手道（金沢市総合体育館）

水泳（金沢市営総合プール） バレーボール（いしかわ総合スポーツセンター）

バドミントン（松任総合運動公園体育館）

開会式にご臨席される高円宮久子妃殿下

規制除外車両の届出訓練
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10 月の

主な出来事
	１日	 ●	「不法投棄等防止強化月間」に

おいて隣県と連携した取り組み
を実施（～31日）

	 	 ●	北陸デスティネーションキャン
ペーンを開催（～12月31日）

	３日	 ●	ＪＲ七尾線観光列車「花嫁のれ
ん」が運行開始	

	 	 ●	アンテナショップ「いしかわ
百万石物語・江戸本店」でのオ
ープン１周年記念フェアを開催
（～12日）

	４日	 ●	第43回石川の技能まつりを開催
	７日	 ●	大沢・上大沢の間垣集落景観が

国重要文化的景観に選定
	 	 ●	加越国境城跡群及び道が国史跡

に指定
	９日	 ●	石川県観光誘客動画を制作
	 	 ●	家畜伝染病防疫訓練を実施
11日	 ●	石川県障害者ふれあいフェステ

ィバルを開催
12日	 ●	欧州の研究開発拠点である「Ｃ

ＦＫバレー」と革新複合材料研
究開発センターの連携協定締結
および技術交流会を開催

　　　　（13日）
16日	 ●	ミラノにおいて石川の食文化提

案会を開催
	 	 ●	ELECTRIC	LIGHT	SYMPHONY

を開催
	 	 ●	ミラノ国際博覧会において世界

農業遺産「能登の里山里海」を
はじめとする本県の魅力を発信
（～21日）

17日　●	全国丼サミットｉｎいしかわ
2015を開催（～18日）

	 	 ●	百万石の菓子文化いしかわスイ
ーツ博2015を開催（～18日）

18日	 ●	「いしかわ文化の日」制定記念
イベントを開催　　　

	 	 ●	「いしかわ文化推進期間」に県
内各地で各種イベントを実施

　　　　（～11月３日）
21日　●	林業北陸サミット会議を開催

（～22日）
	24日　●	日本酒で乾杯推進会議石川大会

を開催
	 	 ●	いしかわに決めよう！ふるさと

就職セミナーを開催
　　　　（25日、31日）
25日	 ●	子育て支援メッセいしかわ

2015を開催
	 	 ●	日本橋・京橋まつりへ参加
29日	 ●	㈱金沢村田製作所が増設表明
30日	 ●	「いしかわ創生人口ビジョン」

および「いしかわ創生総合戦
略」を策定

	 	 ●	上地川１号砂防事業が完成
	 	 ●	第62回日本伝統工芸展金沢展を

開催（～11月８日）
31日	 ●	いしかわ介護フェスタを開催　
	 	 ●	一般国道304号（金沢市清水谷

町～東原町間）が完成

北陸デスティネーションキャンペーンを開催
（１日～ 12 月 31 日）

石川県観光誘客動画を制作（９日）

欧州の研究開発拠点である「ＣＦＫバレー」と
革新複合材料研究開発センターの連携協定締結
および技術交流会を開催（12 日、13 日）

ＪＲ七尾線観光列車「花嫁のれん」が運行開始
（３日）

　北陸三県とＪＲグループ６社が連携した大型観光企画「北陸デスティネ
ーションキャンペーン」（北陸ＤＣ）を開催しました。
　全国のＪＲ主要駅等へポスター・ガイドブックの設置や、大都市圏での
ＰＲイベントを通じて北陸ＤＣの開催をアピールしたほか、地元において
も、北陸三県を代表する祭りや伝統芸能、食や伝統工芸など、北陸の魅力
を一堂に集めた「オ
ープニングイベント」
を金沢城公園で開催。
さらに、北陸各地で
さまざまな特別企画
などを実施し、全国
から北陸への誘客を
図りました。

　石川県観光ブランドプロデューサーを務める
シンガー・ソングライターの松任谷由実氏が挿
入歌を作曲した観光誘客動画が完成しました。
　邦楽の「小唄」にのせて県観光ＰＲマスコッ
トキャラクター「ひゃくまんさん」と観光地や
自然を紹介する内容となっています。
　動画は、子ども版と芸

げい

妓
ぎ

による正調版の２種
類あり、県のホームページや動画サイト「ユー
チューブ」でも視聴できるほか、ＪＲ金沢駅の
観光案内所、東京の県アンテナショップでも放
映しています。
　このほか、イベント会場などでも動画を活用
し、石川への誘客へつなげたいと考えています。

　金沢工業大学が設立した革新複合材料研究開発センター（ＩＣＣ）は 12 日、ドイツにある炭素繊維複合材料の世
界的な研究開発拠点「ＣＦＫバレー」と連携協定を締結しました。
　炭素繊維複合材料は、航空機や自動車部品、インフラ分野などで急速な用途拡大が見込まれています。炭素繊維の
素材そのものの生産については、日本企業が世界シェアの約６割を占めていますが、加工や活用面では欧米に大きく
遅れをとっています。
　ＣＦＫバレーは、航空機メーカーであるエアバ
スの工場を核に、素材から加工・活用まで大小
120 以上の企業が手を組み、炭素繊維複合材料の
研究開発・生産に取り組む一大拠点です。
　協定締結式には、谷本知事と、ＣＦＫバレーの
地元自治体であるニーダーザクセン州のシュテフ
ァン・ヴァイル首相が立ち合い、ＩＣＣ鵜澤所長
とＣＦＫバレーのメルツＣＥＯ（最高経営責任者）
による署名が行われ、今後、技術や人材面での交
流を深めることを確認しました。

　また、13 日には、県内企業とＣＦＫバレー参加企業
の技術交流会が開かれました。
　ＣＦＫバレー側から参加のあった企業 13 社のほか、
大学・研究機関などを含めた約 40 人に対し、県内企
業 10 社が、炭素繊維のシートなどさまざまな技術を
直接ＰＲしました。この結果、サンプル提供や、今後
の共同研究などに向けて、次回の面会の約束を取り付
けた企業など、早速、次につながる成果が得られ始め
ました。

　金沢と和倉温泉を結ぶＪＲ七尾線の観光列車「花嫁のれん」が運行を開
始しました。
　全席指定席の２両編成で「和と美のおもてなし」をコンセプトに、金沢
箔や輪島塗、加賀友禅を表現し
た装飾となっています。
　約１時間 20 分の乗車中には、
能登の食材を生かしたスイーツ
や軽食、和装アテンダントのお
もてなしに加え、伝統芸能の披
露や地元産品の販売などを楽し
むことができます。

左から谷本知事、ICC鵜澤所長、CFKバレーメルツCEO、ニーダーザクセン州
首相
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October
ミラノにおいて石川の食文化提案会を開催（16 日） ㈱金沢村田製作所が増設表明（29 日）

「いしかわ創生人口ビジョン」および「いしかわ創生総合戦略」を策定（30 日）

一般国道 304 号（金沢市清水谷町～東原町間）が完成（31 日）

ミラノ国際博覧会において世界農業遺産「能登の里山里海」を
はじめとする本県の魅力を発信（16 日～ 21 日）

「いしかわ文化の日」制定記念イベントを開催（18 日）
「いしかわ文化推進期間」に県内各地で各種イベントを実施（18 日～ 11 月３日）

　万博の開催で食の情報発信地として世界からさらに注目されているイタリア・ミラノで「石川の食文化提案会」を
開催しました。
　県が県産食品の販路開拓や海外からの誘客促進を狙い食文化提案会を開くのは、米国、シンガポールに続いて３カ
国目。イタリアに本部を置くスローフード協会幹部、有名シェフやソムリエ、食品・伝統的工芸品バイヤー、旅行業
者など約 30 人を招き、県内の料理人が県産食材を使い現地で仕上げた伝統的な加賀料理を、地酒とともに伝統工芸
の器で振る舞い、石川の食の魅力をＰＲしました。

　㈱金沢村田製作所（白山市）が、スマートフォン等の
基幹部品である表面波フィルタの増産に対応するため、
同社敷地内に工場を増設することを表明しました。
　同社工場は、村田製作所グループが世界シェアトップ
に立つ表面板フィルタの分野における主力工場であり、
今回の増設によってさらなる拠点化が図られます。
　投資額は約 120 億円で、平成 28 年 10 月に操業を開
始する予定となっており、平成 27 年度の採用者を含め５
年間で約 300 人の正社員の雇用が見込まれています。

　地方創生に向けて、本県の人口の 50 年後の将来展望を示す「いしかわ創生人口ビジョン」と今後５年間の具体的
な行動計画となる「いしかわ創生総合戦略」を策定しました。

　一般国道 304 号の金沢市清水谷町～東原町間が完成しま
した。
　金沢市と富山県南砺市を結ぶ幹線道路の交通の難所が解
消されたことにより、地域住民の安全・安心の確保や、富
山県との広域交流の拡大が一層図られることが期待されて
います。

　イタリアで開催された「2015 年ミラノ国際博覧会」に、16 日から 21
日の６日間、世界農業遺産に認定されている石川県、新潟県、静岡県、
熊本県、大分県の５地域が共同出展しました。
　「石川の日」とした 17 日と 18 日には、「能登の里山里海」の豊かな自
然や農林水産業の営みを映像やパネルで紹介したほか、能登の食材を使
用した料理の実演と試食や食材の生産者による取り組み紹介、能登杜

とう

氏
じ

の酒造りの紹介と地酒のふるまいなどを実施しました。また、御陣乗太
鼓や金沢芸妓による伝統芸能の披露、輪島塗など伝統的工芸品の展示な
ども行い、２日間で訪れた約８千人の来場者に本県の魅力をＰＲしまし
た。

　「いしかわ文化振興条例」において、県民の文化意識の向上を図
るため、全国で初めて、10 月の第３日曜日を「いしかわ文化の日」、

「いしかわ文化の日」から 11 月３日までを「いしかわ文化推進期間」
と定めました。
　18 日、初めての「いしかわ文化の日」を記念して、県立美術館
で制定記念イベントを開催。約 200 人が能舞とクラシック音楽が
融合した舞台などを堪能しました。

　さらに当日は、県内 79 の文化施設で県民の入場料が
無料となり、多くの人が訪れました。
　また、「いしかわ文化推進期間」では、市町や民間団
体が実施するイベントを協賛事業として位置づけ、これ
らを一体的にＰＲするなど、本県文化の厚みを広く県内
外に発信しました。

　人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力の
ある地域として発展していくため、目指すべき将来
の方向として、自然減・社会減・高齢化への対応と
いった観点から３つの柱を設定しています。
　人口減少対策を進めることにより、国立社会保障・
人口問題研究所の推計では、2010 年比３割減とされ
ている 2060 年の本県の人口を、２割の減少に抑え、
約 93 万人の確保を目指します。

　北陸新幹線金沢開業や質の高い文化、豊かな自然、充実した子育て環境など数多くの強み・財産を最大限に活
い

かし、
以下の５つの基本目標のもと、社会減・自然減対策の両面から取り組みを推進します。

いしかわ創生人口ビジョン

いしかわ創生総合戦略

【基本目標１】北陸新幹線金沢開業効果の最大化と県内各地・各分野への波及（新幹線を生かし、交流人口を増やす！）
【基本目標２】多様な人材を惹

ひ
きつける魅力ある雇用の場の創出（産業を成長させ、仕事をつくる！）	

【基本目標３】学生のＵターン・県内就職と移住定住の促進（暮らしやすさ全国トップクラスの石川へ、人を呼び込む！	）
【基本目標４】結婚、妊娠・出産、子育てといったライフステージに応じた切れ目のない支援（若者の希望をかなえ、子どもを増やす！	）
【基本目標５】高齢化など時代の変化に対応した地域づくり（高齢者が生き生きと暮らす地域をつくる！	）
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Novem
ber

11 月の

主な出来事
	１日	 ●	「いしかわ教育ウィーク」で各

種事業を実施（～７日）

	 	 ●	いしかわパープルリボンキャン
ペーン2015を実施（～30日）

	 	 ●	児童虐待防止オレンジリボンキ
ャンペーンを実施（～30日）　

	
	２日	 ●	いしかわ支え合い駐車場制度を

実施

	３日	 ●	俳優の仲代達矢氏が文化勲章を
受章、漆芸家の三谷吾一氏が文
化功労者に選定

　　　　
	 	 ●	JCI世界会議金沢大会を開催
　　　　（～８日）

	 	 ●	第10回いしかわっ子駅伝交流大
会を開催

　
	７日	 ●	ふるさと石川の医療を守る集い

in能登を開催（～８日）

	８日	 ●	石川県政記念しいのき迎賓館入
館者300万人達成

	 	 ●	一般県道寺中西金沢線二ツ寺橋
が完成

12日	 ●	2015ため池フォーラムinいしか
わを開催（～13日）

14日	 ●	石川県臨床研修病院合同説明会
を開催

16日	 ●	石川のこだわり商品ビジネスマ
ッチングを東京で開催（～17日）

18日	 ●	ダイハツ技研工業㈱との技術提
案型展示商談会を開催

19日	 ●	石川のこだわり商品フェア（石
川産直市）を開催（～21日）

23日	 ●	平成27年度石川県原子力防災訓
練を実施

　　　　
	 	 ●	いしかわ食のてんこもりフェス

タを開催

24日	 ●	第８回アパレル産業連絡懇談会
を開催

25日	 ●	㈱JOLED、日機装技研㈱、㈱アク
トリーに対して、地方拠点強化
税制適用の前提となる本社機能
施設整備計画を初認定

ＪＣＩ世界会議金沢大会を開催（３日～８日） 平成 27 年度石川県原子力防災訓練を実施（23 日）

一般県道寺中西金沢線二ツ寺橋が完成（８日） ㈱ JOLED、日機装技研㈱、㈱アクトリーに対して、地方拠点強化税制適用
の前提となる本社機能施設整備計画を初認定（25 日）

 　国内のほか、109 カ国・地域の
青年実業家ら約８千人が、金沢に
集い、国籍を超えた参加者相互の
友情を深めました。
　また、大会を通じて石川の誇る
食や自然、伝統文化などを国内外
に発信しました。
　ＪＣＩ（国際青年会議所）世界
会議では、各国の活動報告や２年
後の開催地を決定する総会、県民
との交流を目的とした茶会や食文
化、ものづくりをテーマとしたフ
ォーラムを開催しました。

　原子力災害に関する防災業務関係者の防災技能の向上と住
民の防災意識の高揚を図るため、原子力防災訓練を行いまし
た。志賀原子力発電所 30 キロ圏内に含まれる８市町と 30 キ
ロ圏外の避難者受入側の市町など、270 機関、約 1,950 人が
参加しました。

　地震により５キロ圏内の志賀町福浦地区で道路が
寸断したとの想定で、船舶、防災ヘリコプター、特
殊車両などの多様な手段で避難しました。
　また、ヘリコプターによる食料等の物資搬送訓練
も実施しました。

　緊急被ばく医療措置訓練では、放射性物質が付着
しているかを確認するスクリーニングポイントをの
と里山空港と宇出津港に設置し、避難住民に対して、
スクリーニングおよび除染訓練を実施しました。

　ソニー㈱とパナソニック㈱の有機ＥＬディスプレイの研究開発部門を統合して設立され
た㈱ＪＯＬＥＤが、川北町のジャパンディスプレイ石川工場内に、研究開発拠点を新設す
ることを決定しました。ディスプレイの量産技術の確立に向け、全国から研究員を移転し
ます。このほか、日機装技研㈱が白山市の日機装白山工場内に深紫外線ＬＥＤの研究開発
拠点を新設、㈱アクトリーが白山市の本社敷地内に焼却炉等の研究開発拠点を増設するこ
とを決定しました。
　これに伴い、石川県で初めて、地方拠点強化税制適用の前提となる本社機能施設整備計
画の認定を行いました。
　こうした研究開発拠点の立地により、多様な人材をひきつける魅力ある雇用の場の創出
や若者の流出防止、ＵＩターンの促進が見込まれます。また、先端技術や人材が本県に集
積することで、今後、共同研究などを通じた地元企業の技術力の底上げや、産業の高度化、
多軸化に大いに寄与することが期待されます。

　要支援者避難訓練では、５キロ圏内の志賀町と 30 キロ圏
内の穴水町の特別養護老人ホームが参加しました。即時避難
が困難な特別養護老人ホームの入所者は、志賀原子力発電所
からの放射性物質の放出にそなえ、放射線防護機能をもつ屋
内退避施設へ避難する訓練等を実施しました。

　金沢市二ツ寺町地内の犀川に架かる一般県道寺中西金沢線二ツ寺橋が完
成しました。橋長は 141 メートル、幅員は 8.5 メートルとなり、交通の
円滑化や地域の安全性・利便性の向上が図られました。

お言葉を述べる秋篠宮眞子内親王殿下

市町等と結んだテレビ会議

消防防災ヘリコプターを使った避難

緊急被ばく医療措置訓練

ジャパンディスプレイ石川工場（川北町）

日機装白山工場（白山市）

アクトリーが本社敷地内に増設する
研究開発拠点イメージ図（白山市）

要支援者避難訓練
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Decem
ber

12 月の

主な出来事
	２日	 ●			「いしかわエコレンジャー」を

認定

　　　　　　　　　　

	６日	 ●			自主防災組織交流大会を開催

10日	 ●			牛下川砂防事業が完成

	 	 ●			東海・北陸連携コンポジットハ

イウェイコンベンションを開催

（～11日）

24日	 ●			エネックス㈱が進出表明

「いしかわエコレンジャー」を認定（２日）

自主防災組織交流大会を開催（６日）

　県庁で「いしかわエコレンジャー」の認定証交付式を行いました。８月
の１カ月間、家族とエコ活動に取り組んだ県内 2,655 人の園児を「いしか
わエコレンジャー」として認定し、うち、代表園児 20 人に谷本知事から
認定証とバッチを交付しました。

　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
に、自主防災関係者 200 人の参加のもと、自主防災組織交流大会を開催し
ました。
　活動内容の優れた自主防災組
織を表彰し、活動事例の発表や意
見交換会を行い、自主防災組織の
相互の交流促進や活動の活性化
を図りました。
　また、女性の視点による自主防
災活動の講演や地震体験などの
各種防災体験を通じて、防災技能・
知識の習得、向上を図りました。
　

東海・北陸連携コンポジットハイウェイコンベンションを開催（10 日～ 11 日）

エネックス㈱が進出表明（24 日）

　素材を加工する企業が集積する北陸地域とそれを
自動車や航空機などに活用する企業が集積する東海
地域が連携し、炭素繊維複合材料の一大生産・加工
拠点の形成を目指す「東海・北陸連携コンポジット
ハイウェイ構想」を推進するため、両地域の関係者
が一同に集まるコンベンションを開催しました。

　プリンター用のリサイクルトナーカートリッジ等を生産する福井県のエネックス㈱が、生産能力の増強を図るため、
平成 27 年３月に閉校した加賀市立菅谷小学校を取得して、工場を新設することを表明しました。
　同社は、旧校舎を取り壊さずに工場等として新たに活用することがリサイクル製品を手掛ける企業姿勢に合致する
ことから、工場進出を決めました。
　平成 28 年 10 月に操業開始予定で、順次増産することで操業５年後には約 100 人規模を目指しています。
　新工場の業務内容は高齢者の就業にも適したものであり、高齢化社会対策にもつながるものと期待しています。

　コンベンションでは、革新複合材料研究開発セン
ター（ＩＣＣ）と連携協定を締結したドイツのＣＦ
Ｋバレーの最高経営責任者であるグナー・メルツ氏
による基調講演や炭素繊維分野の研究状況報告のほ
か、企業によるパネル展示が行われました。東海・
北陸地域をはじめとする企業や研究機関の関係者約
400 人が炭素繊維関連の市場の展望や研究開発の
動向に理解を深めました。
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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2,300〜2,500メートル）
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
メートル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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