
 

 

 

令和元年度「県政出前講座」の実施について 

 

１ 趣 旨 

 県が重点的に取り組んでいる施策等について、県の担当職員が直接県民に説明を行うこ

とにより、県政への理解をより深めていただくとともに、県民のニーズを把握することを

目的として、平成１５年度から実施しています。 

 

２ 事業内容 

 県内各団体の要請により、県の担当職員が地域の会合等に出向き、県の施策を説明する

とともに、県民と意見交換を行います。 

 (１)派遣対象：県民が参加するおおむね１０人以上のグループ・団体の会合 

               ※営利目的や政治、宗教活動を目的とするものは除きます。 

 (２)テーマ数：１４７テーマ 

※過去最多（これまでの最多は、平成３０年度の１４２テーマ） 

             ※テーマ一覧は別添パンフレットのとおりです。 

   【新規テーマ】 

    ・「国立工芸館の移転」(企画課、文化振興課)（テーマ番号 No.16） 

    ・「ＩＴを活用した健康・介護グッズ」(工業試験場) （テーマ番号 No.34） 

    ・「石川の港とクルーズ船」(産業立地課、港湾課) （テーマ番号 No.36） 

    ・「石川のニッチトップ企業」（産業政策課）（テーマ番号 No.37） 

    ・「地域安全マップづくりを通した地域防犯力の向上」（生活安全課） 

（テーマ番号 No.71） 

    ・「消費者トラブルに巻き込まれないために！」（消費生活支援センター） 

（テーマ番号 No.72） 

    ・「暮らしの中の実験体験！」（消費生活支援センター）（テーマ番号 No.73） 

    ・「橋や道路を長くつかうために」（道路整備課）（テーマ番号 No.102） 

    ・「公益通報者保護制度」（行政経営課）（テーマ番号 No.140） 

 (３)開催時間等：６０分～９０分程度（希望により土日祝日、夜間も実施） 

 (４)職員の派遣に要する費用（謝金、旅費、軽微な資料代など）は不要  

※会場は申込団体で準備していただきます。 

 (５)パンフレット設置箇所：県出先機関、市町役場、公民館など 

 

３ 申込方法 

(１) パンフレット及び県ホームページに掲載する申込書に必要事項を記入のうえ、 

郵送・FAX・電子メールで広報広聴室へ送付 

 (２)電子申請 ※県ＨＰトップページ上の「県政出前講座」からアクセスして申請 
  

上記いずれかの方法により、開催希望日の１カ月前までに申し込み。 

令和元年５月９日 

広報広聴室 広聴グループ・安田 

電話 ０７６－２２５－１３６２ 

内線 ３８２０ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

 平成３０年度開催実績：２５６回（参加人数：１１，５０２人） 

 

 
＜申込先＞ 石川県広報広聴室   

郵送：〒920-8580（住所不要） 

FAX ： 076-225-1363  

E-mail：e130500b@pref.ishikawa.lg.jp 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/demae/ 
 

 



県政出前講座県政出前講座
お訪ねします。あなたのもとへ…

石川県

県が行っている事業や取り組みについて、
県民の皆さまのところへ職員が出向いてご説明します。
「ここが知りたい」「これを聞きたい」…
幅広いご要望におこたえするため、福祉や環境、産業、教育など
合計 147のテーマを取りそろえました。
お申し込みをお待ちしています。

令 和 元 年 版度



県政出前講座  ご利用案内
県民の皆さまの会合や学習会などへ担当課の職員がお伺いし、
県の事業や取り組みについてご説明するとともに、参加者の皆さまと意見交換を行います。

 New  ・・・・  令和元年度の新規テーマ（９テーマ）

  ・・・・  小学生～大学生にもおすすめのテーマ（35テーマ）

  ・・・・  より専門性の高いお話ができるテーマ（23テーマ）

身近な話題から県が重点的に取り組んでいる
施策まで、計１４７のテーマをご用意しました。
ご希望のテーマをお選びください。

講座テーマ

　会場については、申込団体でご用意ください。
　※会場設営経費などが必要な場合は、申込団体でご負担願います。
　職員の派遣に関する費用（旅費、軽微な資料代など）は一切不要です。
　また、聴覚障害のある方が参加される場合、手話通訳者を配置しますので、申込書に「手話通訳希望」と記載してくだ
さい。（手話通訳者の派遣費用は不要です。）

会場 ・ 費用

　県民の皆さまが参加するおおむね１０人以上のグループ（自治会やＮＰＯなどの地域の各種団体）が対象となります。
ただし、営利目的の場合や政治・宗教活動を目的とする集会は対象となりません。

実施対象

　ご希望の日時を第３希望までお申し出ください。希望テーマの担当課と日程調整の上、決定通知書によって開催日時
をご案内いたします。土・日・祝日・夜間の開催希望も受け付けています。講座の所要時間は１時間から１時間３０分程度
ですが、テーマ担当課との調整は可能です。

開催日時

　申込書（コピー可）に必要事項をご記入の上、開催希望日の１カ月前までに郵便、ＦＡＸまたは電子メールで広報広聴室
までお送りください。また、インターネットによる申し込みも可能です。
　申し込みの約２週間後までに開催の決定通知書をお送りします。決定通知書送付後、ご希望テーマの担当課と講座の
詳細について打ち合わせを行っていただきます。

申込方法

お願い
１　要望や苦情だけを一方的にお伺いする場ではありませんので、その趣旨をご理解の上、
お申し込みいただきますようお願いします。
２　担当課の業務の都合（繁忙期など）により、日程を調整させていただいたり、どうしても
ご希望に添えない場合はありますので、ご承知願います。
３　講座終了後は、簡単なアンケートのご協力をお願いします。
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県政広報ガイド

地域の学習会 企業の研修会 学校の総合学習

● 開催回数  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２５6回
● 参加者数  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１，５０２人

● 開催回数が多かったテーマ
　① 水害・土砂災害から身を守るために  ・・・・・・  ３０回
　② 地震・津波・風水害などの自然災害対策  ・・・・ ２８回
　③ 子どもの携帯電話  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０回
　④ IｏＴと人工知能（ＡＩ）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８回
　④ 金沢城の復元整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８回
　④ 情報公開と個人情報保護制度  ・・・・・・・・・・・・・ ８回

● 参加者の感想
　・ 初めて聞いた話がたくさんあって勉強になった
　・ 子どもたちが興味を持つようにおもしろく話をしてくれた
　・ 身近でわかり易い内容だったのが良かった
　・ 石川県の魅力を知ることができた

テレビ
● 北陸放送「ほっと石川」
　隔週土曜  17時15分～30分
● 石川テレビ「ウィークリーいしかわ」
　毎週日曜  17時25分～30分
● テレビ金沢「ぶんぶんセブン」
　２週おき日曜  7時00分～30分
● 北陸朝日放送「石川ほっとニュース」
　毎週土曜  17時55分～18時00分

新聞
● 「広報いしかわ」
　毎週水曜 
　北國・北陸中日・読売新聞に掲載
　朝日・毎日新聞は年5回掲載

広報広聴室公式ＳＮＳ

ラジオ
● 北陸放送「県からのおしらせ」
　毎週火･金曜  14時30分ごろ～
● エフエム石川「素敵にモーニング」 
　毎週日曜  9時55分～10時00分

広報誌
● 「ほっと石川」
　年４回発行　
　皆さんのお宅へお届けしています

県政出前講座の活用事例

平成30年度の開催実績

県政出前講座のお申し込み・お問い合わせ

ほっと石川
ツイッター

ほっと石川
インスタグラム

〒920-8580　金沢市鞍月１丁目１番地
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/demae/
E-mail　e130500b@pref.ishikawa.lg.jp

石川県広報広聴室
TEL 076-225-1362
FAX 076-225-1363
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1 石川県長期構想
～県政運営の指針～

県政運営の長期的かつ総合的な基本指針となる「石川県長期構想」の概要
を紹介します 企画課

2 いしかわ創生総合戦略
～人口減少への取り組み～

人口減少を克服して地域の活力を高めていくため、社会減対策・自然減対策
の両面から進めている地方創生の取り組みを紹介します 企画課

魅力が輝き交流が盛んな地域づくり

3 北陸新幹線 北陸新幹線整備による効果や、開業効果を最大限に引き出し、県内全域に
波及させる取り組みを紹介します 開業企画課

4 並行在来線対策 並行在来線の利活用促進の取り組みを紹介します 並行在来線対策課

5 小松空港まるわかり 小松空港の利用促進の取り組みとお得な活用方法を紹介します 空港企画課

6 のと里山空港の利用促進
と地域づくり

のと里山空港の利用促進と空港を拠点とした地域振興の取り組みを紹介し
ます 空港企画課

7 北陸新幹線時代の石川の
観光

北陸新幹線の観光面での効果のほか、今後の石川の観光の重要な指針で
ある「ほっと石川観光プラン２０１６」の概要や、各地域での魅力づくりやおも
てなしの向上、三大都市圏や海外からの誘客促進など、石川県の観光振興
に向けた取り組みを紹介します

観光企画課

8 海外誘客の推進 外国人宿泊客数１００万人を目指した取り組みを紹介します 国際観光課

9 石川のこれからの道づくり
石川県全体を２本の梯子（ラダー）のような道路ネットワークでつなぐ、石川
県の幹線道路整備の基本方針である「ダブルラダー輝きの美知（みち）」構
想や、のと里山海道・金沢外環状道路・加賀海浜産業道路など、現在進めて
いる道路事業を紹介します

道路建設課

10 建設工事における情報通信
技術(ICT)の活用

石川県が建設業の生産性向上を目指し取り組みを進めているICTを搭載し
た建設機械を用いた施工の概要や事例を紹介します

監理課
(技術管理室)

11 いしかわの景観づくり 「いしかわ景観総合条例」の概要や、良好な景観の保全・創出の取り組み、良
い景観のポイントなどを紹介します

都市計画課
（景観形成推進室）

12 いしかわの都市計画
石川県で進められている都市計画全般について、事例を盛り込みながら
紹介するとともに、今後の人口減少や高齢化を見据えたコンパクト＆ネット
ワークの取り組みを紹介します

都市計画課

13 いしかわの無電柱化事業 歴史的・文化的なまち並み景観の保全などを図るために石川県で実施して
いる「無電柱化事業」と、沿道景観の整備について紹介します 都市計画課

14 競馬体験教室 初心者を対象とした競馬を楽しむための基本をお話しします
（金沢競馬場での講座となります） 競馬総務課

個性と魅力にあふれる文化と学術の地域づくり

15 高等教育機関等との連携
による地域づくり

大学など高等教育機関が集積する石川の特性を活かした、高等教育機関や
国連機関と地域の連携による地域づくりについて紹介します 企画課

New 16 国立工芸館の移転 2020年に開館する国立工芸館（東京国立近代美術館工芸館）について、移
転の経緯や整備する建物の概要等を紹介します

企画課
文化振興課

番号 テーマ 内　容 担　当

Ⅰ

Ⅱ

令和元年度

県政出前講座 テーマ一覧
New  令和元年度の新規テーマ 小学生～大学生にもおすすめのテーマ より専門性の高いお話ができるテーマ
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17 石川県立美術館と石川の
美術

石川県立美術館の概要と石川県の文化財、古美術～近現代美術について
紹介します 県立美術館

18 兼六園周辺文化の森の
賑わいの創出

兼六園周辺文化施設（美術館、歴史博物館、石川四高記念文化交流館、能楽
堂など）の賑わい創出に向けた取り組みや、国立工芸館の移転整備につい
て紹介します

文化振興課

19 国際化の推進 友好交流地域との交流をはじめとした石川県の国際化推進の取り組みを紹
介します 国際交流課

20 多文化共生の推進 外国人住民と日本人住民の双方が、地域で共に生き生きと安心して暮らせ
る多文化共生の社会づくりの推進に関する石川県の取り組みを紹介します 国際交流課

21 金沢城の復元整備
菱櫓や玉泉院丸庭園をはじめとするこれまでの復元の取り組みと、現在進
めている鼠多門・鼠多門橋の復元整備について、金沢城の歴史とともに紹
介します

公園緑地課

22 大名庭園を守る
～兼六園の名木などの管理～

兼六園の主要景観の一つ「唐崎松」をはじめとする名木等の管理内容を切
り口に、郷土のシンボルである特別名勝「兼六園」の保全・管理の取り組み
を紹介します

金沢城・兼六園
管理事務所

23 金沢城の価値と特徴、魅力 これまでの調査研究の取組状況と成果を踏まえ、「金沢城」の魅力について
わかりやすく紹介します 文化財課

24 石川の文化財 石川の文化財、世界遺産・無形文化遺産、日本遺産・いしかわ歴史遺産、文化
財保護施策などについて紹介します 文化財課

25 漆工芸の魅力と
人間国宝のわざ

人間国宝（重要無形文化財保持者）が世界に誇る漆の「わざ」を伝える輪島
漆芸技術研修所の取り組みを紹介します　（輪島漆芸技術研修所での講座
となります）

輪島漆芸技術
研修所

人を惹きつける生涯居住の地域づくり

26 移住・定住の促進
いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）や、子育て環境をはじめと
した全国トップクラスの石川県の暮らしやすさの発信など、移住定住の促
進に関する取り組みを紹介します

地域振興課

27 ご当地グルメによる地域
振興 県内のご当地グルメによる地域おこしの取り組みや事例を紹介します 地域振興課

28 Ｕ・Ｉターン・県内就職の促進
いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）の支援内容、県外大学に
進学した学生のＵターン就職、県内大学生の県内就職促進に向けた取り組
みなどを紹介します

労働企画課

29
地域のみんなで育てる
道路・河川・港湾愛護活動
～いしかわ我がまちアドプト
制度の推進～

地元企業などのサポートのもと、地域の団体が道路・河川・港湾の美化や愛
護活動に取り組む「いしかわ我がまちアドプト制度」について紹介します

道路整備課
河川課
港湾課

30 商店街の活性化 商店街の活性化に向けた施策や県内各地の取り組み事例を紹介します 経営支援課

地域の強みを活かし成長する産業づくり

31 活かそう！地域資源
～新商品開発の取り組み～

地域資源（地域ならではの特産品）を活用した新商品開発の取り組みや支
援制度(中小企業チャレンジ支援ファンド)を紹介します 産業政策課

32 石川の食文化 石川県の食文化（食材・地酒・器）と県の取り組みを紹介します 産業政策課

33 石川の食材・食品 石川県の食材（能登・加賀の伝統野菜など）や食品（イシル、酒などの発酵食
品）の成分、機能性や最近の開発事例を紹介します 工業試験場

New 34 ITを活用した
健康・介護グッズ

心拍数や歩数、消費カロリー等をスマホによりリアルタイムに収集し、健康管理
や介護分野へ活用できる次世代ウエアなど、近未来のグッズを紹介します 工業試験場

番号 テーマ 内　容 担　当

Ⅲ

Ⅳ

New  令和元年度の新規テーマ 小学生～大学生にもおすすめのテーマ より専門性の高いお話ができるテーマ
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35 石川の港とその役割
港の果たす役割のほか、金沢港および七尾港の現状と将来のめざす姿、現
在進めている金沢港の機能強化整備（クルーズターミナルの整備など）を
紹介します

産業立地課
港湾課

New 36 石川の港とクルーズ船 県内の港におけるクルーズ船の寄港や誘致の取り組みについて紹介します 産業立地課
港湾課

New 37 石川のニッチトップ企業 全国あるいは世界に誇る石川のシェアトップ企業「ニッチトップ企業」を紹介
します 産業政策課

38 中小企業の経営支援 中小企業に対する各種支援策（企業ドック制度、制度金融、再生支援プログ
ラム）などを紹介します 経営支援課

39 伝統的工芸品産業の振興 伝統的工芸品産業の振興施策や取り組み事例を紹介します 経営支援課

40 3Dプリンタの活用
最新の3Dプリンタにより、菓子や衣類をはじめ、自動車や家までオーダー
メイドで製造できることを紹介します（工業試験場で３Ｄプリンタを間近で
見ながらお話しする講座の実施も可能です）

工業試験場

41 ＩoTと人工知能(AI)
IoTや人工知能（AI）の活用・導入に向けた県の支援や取り組みを紹介します

（「いしかわAI・IoT技術支援工房」の見学を含め、工業試験場内での開催と
なります）

工業試験場

成長する農林水産業と農山漁村づくり

42 いしかわオリジナル新品種
が生まれるまで

水稲「ひゃくまん穀」、ナシ「加賀しずく」、ブドウ「ルビーロマン」などのいしか
わオリジナル新品種の育成技術や誕生秘話などを紹介します

農林総合
研究センター

43 いしかわの農林水産業 石川県の農林水産業の現状と主な取り組みを広く紹介します 農林水産部
企画調整室

44 農業体験講座の紹介 野菜づくりのコツを学びたい人を対象に、「いしかわ耕稼塾」が開催する体
験コースの内容や特長を紹介 農業政策課

45 世界農業遺産
「能登の里山里海」

世界農業遺産に認定された意義と価値や、「能登の里山里海」の保全・活用
に向けた取り組みを紹介します 里山振興室

46 いしかわ農村ボランティア 里山に代表される豊かな自然に囲まれた農村地域を保全するためのボラン
ティア活動などを紹介します 里山振興室

47 いしかわジビエ ジビエとは何か、また県と関係団体が連携したジビエの普及に向けた取り
組み、ジビエ料理などを紹介します 里山振興室

48 地産地消の推進 地産地消サポートデスクの設置や地産地消推進協力店の認定などの取り
組みを紹介します 生産流通課

49 石川のブランド農林水産物 県が生産者や関係機関と一体となってブランド化に取り組んでいるブドウ
「ルビーロマン」や原木しいたけ「のとてまり」などの農林水産物を紹介 生産流通課

50 「大区画ほ場整備」の推進
担い手への農地集積や集約化を推進するため、農地の大区画化や汎用化
などにより、低コストで効率的な農業が展開できる環境を整備する「ほ場整
備事業」を紹介します

農業基盤課

51 「手取川扇状地における用水」
の役割

県下最大の穀倉地帯である手取川扇状地の農業用水の現状と生活排水や
防火用水などの役割についてわかりやすく紹介します 農業基盤課

52 環境にやさしい農業 化学農薬や化学肥料の使用を減らした環境にやさしい農業の現状や取り組
みを紹介します 生産流通課

53 いしかわの森林と
林業の現状

森林の分布や現状、水源かん養や防風林等の森の果たす役割と保全対策
の取り組みを紹介します 森林管理課
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54
県産木材をつかった家づくり
でいしかわの森を次世代に
つなげよう！

石川県内で育った木をつかった家づくりがいしかわの森を元気にするメカ
ニズムについて、住宅助成制度と併せて紹介します 森林管理課

55 これからの
いしかわの森づくり

「いしかわ森林環境税」等による森づくりや森林資源を利活用する取り組み
を紹介します 森林管理課

56 いしかわの水産発酵食品 石川県の伝統水産発酵食品（魚醤油「いしる」など）の特徴や製造方法を紹
介します 水産総合センター

57 身近な川や池の魚たち アユ、コイ、ヤマメ、ドジョウなどの身近な川や池にすむ淡水魚の生態などに
ついて紹介します 水産総合センター

58 石川の四季のさかな 石川県沿岸で漁獲される多彩な魚介類をもっと知っていただくため、旬の
お役立ち情報を紹介します 水産総合センター

59 つくり育てる漁業 トリガイの育成やヒラメ、アワビなどの種苗放流による石川県でのつくり育
てる漁業の取り組みを紹介 水産総合センター

安全・安心と心豊かな里山里海に包まれる環境づくり

60 「自殺のない社会」の実現
に向けて

石川県の自殺の現状や、「自殺のない社会」の実現に向けた「石川県自殺対
策計画」の概要と主な取り組みについて紹介します 障害保健福祉課

61 感染症対策 気をつけたい最近の感染症情報と県の対策について紹介します 健康推進課

62 危険ドラッグ乱用防止 危険ドラッグや違法薬物の乱用の恐ろしさとその実態について紹介します 薬事衛生課

63
武力攻撃や大規模テロな
どから身を守るために
～国民保護法について～

武力攻撃事態等においては、住民の避難や救助などの的確・迅速な実施が
重要であることを踏まえながら、国民保護の意義やしくみ、弾道ミサイル落
下時にとるべき行動などを紹介します

危機対策課

64 地震・津波・風水害などの
自然災害対策

地震や津波、風水害、火山災害などの自然災害に備えた対策や地域防災力
の向上に向けた最新の取り組みなどについて幅広く紹介・解説します 危機対策課

65 県民一斉防災訓練
（シェイクアウトいしかわ）

地震の被害から自分自身の身を守るための、シェイクアウト訓練(例年7月
に実施)について紹介します 危機対策課

66 原子力発電所の安全対策 事業者が行う原子力発電所の安全対策や県の対応、周辺環境の放射線モ
ニタリングなどの安全対策を紹介します 危機対策課

67 災害時のボランティア活動 災害時のボランティアによる円滑な被災者支援の取り組みについて、最近
の事例を交えながら紹介します 県民交流課

68 ＤＶや性暴力等の被害者支援と
根絶に向けた啓発の取り組み

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や性暴力等の現状と被害者支援、暴力を許さ
ないという意識を社会全体で醸成するための取り組みについて紹介します 男女共同参画課 

69 交通安全と交通マナー 悲惨な交通事故の実態と自転車等の運転マナー、夜間歩行時の反射材等
の活用など、交通安全のポイントを紹介 生活安全課

70
犯罪からあなたを守るために
～特殊詐欺などの被害に遭わ
ないために～

特殊詐欺などの犯罪に遭わないためのポイントをわかりやすく紹介します 生活安全課

New 71 地域安全マップづくりを通した
地域防犯力の向上

「犯罪が起こりやすい場所」を地図に表す地域安全マップづくりの意義や作
成に当たってのポイント等を紹介 生活安全課

New 72 消費者トラブルに巻き込ま
れないために！ 最近多い消費者トラブルを紹介します 消費生活

支援センター
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New 73 暮らしの中の実験体験！ 製品の安全な使用や事故の未然防止、社会や環境に配慮した消費行動につ
いて、実験を通して楽しく学びます

消費生活
支援センター

74 食品などの検査
食品の着色料などの検査について紹介し、実際に検査の体験を実施します

（原則として保健環境センターでの講座となります。また、体験は参加者の
うち数人に限らせていただきます）

保健環境センター

75 県内の温泉の分布とその
特徴 県内の温泉の泉質・成分とその分布について紹介します 保健環境センター

76 放射線ってなぁに？
－放射線を見て・測ってみよう－

放射線とはどのようなものなのかわかりやすく紹介するとともに、霧箱や専
用の測定器を用いて、実際に放射線を見て測定する体験を実施します 保健環境センター

77 地域医療の確保 県内の地域医療の現状と医師の偏在などの課題、地域医療の確保に向け
た取り組みをわかりやすく紹介します 地域医療推進室

78 新県立中央病院 2018年に開院した新たな県立中央病院の整備の概要や特長をわかりやす
く紹介します 医療対策課

79 食中毒の予防 最近の食中毒の傾向、家庭の食事で食中毒を起こさないために知っておき
たいことやHACCP（ハサップ）の考え方などを紹介します 食品安全対策室

80 食品表示で何がわかるの？ 消費者が食品を選択する際に重要な情報源となっている食品表示につい
て何がどのように表示されているか紹介します 食品安全対策室

81 これであなたも
満点飼い主!

ペットの幸せを考えるとともに、地域社会の調和も考える、そんな満点飼い
主になる方法について、動物愛護に関する県の取組みを交えながら紹介し
ます

薬事衛生課

82 農産物の安全・安心確保の
取り組み

ＧＡＰ（農業生産工程管理）の取組方法やいしかわＧＡＰ認証制度の仕組みを
紹介します 農業安全課

83 PM2.5などの
越境大気汚染の話

PM2.5、黄砂などの越境大気汚染や酸性雨についての現状と、県が行って
いる測定結果や対応等について紹介 環境政策課

84 地球温暖化対策 いしかわ版環境ISO、エコハウスなど、県が取り組んでいる地球温暖化対策
について紹介します

温暖化・里山
対策室

85 省エネルギー対策 企業・家庭の省エネルギー対策と県の関連施策を紹介します 温暖化・里山
対策室

86 再生可能エネルギー 再生可能エネルギーの状況について紹介します 企画課

87 「ごみ」の話 廃棄物（一般・産業）の現状や県の対応など、最新のごみ事情、産業廃棄物
の適正処理について紹介します 廃棄物対策課

88 リサイクル リサイクルの現状と各リサイクル法の概要について紹介します 廃棄物対策課

89 いしかわの水環境 河川や湖沼、地下水における水質の現状や事業所に対する規制など県内の
水環境に関する情報を紹介します 環境政策課

90 みんなが知らない世界
～げすいどうって何？～

ビデオ上映により、滅多に見られない下水道などの施設を紹介するととも
に、下水処理場ではたらく微生物の観察、水質検査実験を行い、下水がきれ
いになる仕組みについてわかりやすく説明します

都市計画課
（生活排水対策室）

91 いしかわの下水道資源有
効利用の取り組み

県の流域下水道や市町の下水処理場から発生するメタンガスを資源とし
て、発電や熱源に有効利用する取り組みについて紹介します

都市計画課
（生活排水対策室）

92 里山里海と生物多様性 生物多様性戦略ビジョンや里山里海の保全・利用の取り組みを紹介します 温暖化・里山
対策室

93 クマ・サル・イノシシ・シカな
どの被害対策

クマ、サル、イノシシ、シカの生態と農林業被害や人身事故などの被害防除
対策を解説します 自然環境課
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94 目指せ！ハンター
（狩猟の役割と免許取得）

狩猟の魅力や社会的役割について、猟具や狩猟鳥獣の説明を交えて紹介
します 自然環境課

95 いしかわのトキ
日本で一度絶滅したトキがどのようにして復活したのか、石川県がどのよう
な役割を果たしているのかといったことについて、トキの生態とあわせて
紹介します

自然環境課

96 生きものを絶滅させない
ために、みんなにできること

ライチョウ、コウノトリや県内に生息・生育する希少な生きもの、人や農作
物、生態系に悪影響を及ぼす恐れのある外来種について、県の取組も交え
て紹介します

自然環境課

97 石川県の浅い海の生きもの 石川県の浅い海の生きものについて、観察やふれあいなどの体験を交えて
紹介します 自然環境課

98 白山の自然と暮らし 白山の豊かな自然と保全活動、白山を生活の場としてきた人々の生活文化
など、白山の素晴らしさを紹介します

白山自然保護
センター

99 おいしい水のできるまで ダムの水が飲用水として浄化される仕組みや、安全に飲んでいただくため
の水質管理の現場の状況を紹介します（鶴来浄水場での講座となります） 手取川水道事務所

100 里山の
田んぼ・ため池の役割

里山維持に貢献している田んぼ、水路、ため池などの関係や役割について
紹介します 農業基盤課

101 いしかわの橋 橋の歴史、橋はどうやってつくられているのか（橋の施工技術）、県内の特徴
のある橋を紹介します 道路建設課

New 102 橋や道路を
長くつかうために

橋やシェッドなど道路施設の長寿命化対策や、橋の耐震化の取り組みにつ
いて紹介します 道路整備課

103 千里浜なぎさドライブウェイ
の保全（石川県の海岸保全）

千里浜海岸で実施する保全の取り組みと実施効果、海岸美化活動などをは
じめ、県内の海岸保全の取り組みについて紹介します 河川課

104 水害・土砂災害から身を守
るために

近年の水害・土砂災害を踏まえて、防災情報のわかりやすい解説とともに災
害から身を守るためのハザードマップの活用方法などを紹介します

河川課・
砂防課

105 いしかわの川づくりと
水防情報の活用

安全・安心な暮らしを守るための石川の川づくりの取り組みや、水防活動に
関する情報について紹介します 河川課

106 ”砂防”ってな～に？
～いしかわの土砂災害対策～

土砂災害から人命を守る「砂防事業」と「避難に役立つ知識」について、土砂
災害の起こるしくみなどを交えて、わかりやすく紹介します 砂防課

107 住宅・建築物の耐震化
～生命と財産を守るために～

いつどこで起きてもおかしくない大地震から生命と財産を守るための
住宅・建築物の耐震化の手法や費用負担を軽減する支援制度について紹介
します

建築住宅課

108 ものづくり Ke・N・Chi・Ku
～県の建物紹介～

いしかわ総合スポーツセンター、しいのき迎賓館など最近の建築事例や、伝
統技術を用いた金沢城公園の建物の整備について紹介します 営繕課

少子高齢化を見据えた希望と安心の社会づくり

109 地域福祉を支える環境づくり 地域の高齢者等を支える地域福祉体制づくりについて紹介します 厚生政策課・
長寿社会課

110 待ったなし！
介護人材確保対策

「2025年」における介護人材の見通しと人材確保に向けた取り組みを紹介
します 厚生政策課

111 介護保険 介護保険制度の概要と現状などを紹介します 長寿社会課

112 認知症施策の推進 認知症の現状と課題、主な取り組みについて紹介します 長寿社会課

113 いしかわ
健康フロンティア戦略

県民一人ひとりの健康づくりを推進する「いしかわ健康フロンティア戦略」の
概要とともに、生活習慣病予防などに向けた取り組みについて紹介します 健康推進課
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114 児童虐待を減らすために 児童虐待の現状と課題、虐待防止に向けた各種機関の取り組みと、地域に
求められることをわかりやすく紹介します 少子化対策監室

115 子ども・子育て支援
「いしかわエンゼルプラン２０１５」に基づく結婚、妊娠・出産、子育てのライフ
ステージに応じた支援や、ワークライフバランスの推進に関する取り組みに
ついて紹介します

少子化対策監室

116 子どもの携帯電話 携帯電話に潜む危険性と所持した場合の守るべきことなどを紹介します 少子化対策監室

117 食育の推進 「いしかわ食育推進計画」の内容と関連する取り組みについて紹介します 少子化対策監室

みんなで支えるやすらぎと絆の社会づくり

118 男女共同参画の推進 男女共同参画の現状と「いしかわ男女共同参画プラン２０１１改定版」に基づ
く取り組みを紹介します 男女共同参画課 

119 障害者福祉 障害者福祉の現状と課題、今後の方向性について説明します 障害保健福祉課

120 障害者の差別解消 障害者差別解消法の概要を紹介します 障害保健福祉課

121 高齢者が安心して暮らせる
住まい

バリアフリーに対応した住宅の新築、住み慣れた愛着ある我が家の安全で
快適なリフォーム、サポートのある賃貸住宅への住み替えなど、高齢社会に
対応した多様な住まいのあり方についてわかりやすく紹介します

建築住宅課

122 建築物を取り巻く法制度の
状況

建築基準法、空家対策法、建築物省エネ法、長期優良住宅法など、近年の法
改正の状況について紹介します 建築住宅課

123 NPOとボランティア
～社会的課題の解決に向けて～

ＮＰＯとボランティアに関する基礎知識や活動状況などをわかりやすく紹介
します 県民交流課

未来を拓く心豊かな人づくり

124 石川の教育振興基本計画 石川県の教育の総合的な指針となる「石川の教育振興基本計画」の概要を
紹介

教育委員会
企画調整室

125 いじめ・不登校児童生徒へ
の対応

最近の県内の小・中・高等学校でのいじめ・不登校児童生徒の状況と、それ
に対する県教育委員会の取り組みを紹介します 学校指導課

126 児童・生徒の確かな学力の
向上

小・中学校での「いしかわ学びの指針１２か条」の推進、いしかわニュースー
パーハイスクールでの取り組みなどによる学力向上対策を紹介します 学校指導課

127 発達障害児の理解と支援 発達障害の子どもたちへの気づきの視点や発達障害の特性及びその支援
策を紹介します 学校指導課

128 始めよう！
生涯学習で自己実現！

人々が生涯にわたり、いつでも自由に学ぶことができる体制やその重要性
のほか、県民大学校の講座や学習情報などを紹介します 生涯学習センター

129 こんなに楽しい読み聞かせ 子どもたちの読書のはじめの一歩となる絵本の読み聞かせについて、「どん
な絵本が向いているか」などを実演を交えて紹介します 県立図書館

130 「心の教育」で
すこやかな成長を！

心豊かでたくましく生きる子どもたちを育成するための、学校・家庭・地域が
連携した「心の教育」推進の取り組みを紹介します 生涯学習課

131 自然体験ときめき塾
自然とふれあうことの楽しさや、自然体験が子どもたちのたくましく生きる
力を育むことを、「いしかわ子ども自然学校」などの実践事例をもとに紹介し
ます

生涯学習課

132 家庭教育を応援します 家庭の教育力の向上をめざして、県が取り組んでいる家庭教育支援の施策
について紹介します 生涯学習課
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133 石川県の歴史を探る 編年史料集『加能史料』の編纂を通じて明らかになった石川県の古代中世
の歴史を紹介します 県立図書館

134 気軽に来て見て！
県立図書館

石川県立図書館の役割とともに、図書館のサービスや行事などの取り組み
を紹介します 県立図書館

135 ビブリオバトルを
やってみよう！

今話題のブックイベント「ビブリオバトル」を説明したあと、参加者が小グ
ループになって実際に体験します 県立図書館

136 子どもの
体力・運動能力の向上

児童生徒のバランスのとれた体力・運動能力の向上に向けた取り組みやそ
の成果を紹介します 保健体育課

137 生涯スポーツの普及・振興 地域住民が主体的に運営する「総合型地域スポーツクラブ」の概要とその
取り組みなどを紹介します スポーツ振興課

138 通学路での事件や事故を
防ぐために

通学路の事件や事故を防ぐため、学校・家庭・地域が連携して取り組む安全
対策を紹介します 保健体育課

限られた資源を最大限活用した、効率的・効果的な行政経営の推進

139 情報公開と個人情報保護
制度 県の情報公開制度と個人情報保護制度の概要を紹介します 総務課

New 140 公益通報者保護制度 公益通報者保護制度の概要や通報を受けた事業者や行政機関の対応など
について紹介します 行政経営課

141 行財政改革の取り組みと
成果

これまでの県の行財政改革の取り組みと成果を振り返るとともに、現在の
取組状況を紹介します 行政経営課

142 地方分権改革
地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤であり、地
方創生における極めて重要なテーマとして位置付けられる地方分権改革の
取り組みを紹介します

行政経営課

143 マイナンバー制度 マイナンバー制度の概要やマイナンバーカードの利活用について紹介し
ます 行政経営課

144 石川県の財政状況 石川県の予算の概要と財政状況を紹介します 財政課

145 くらしと県税 県民に身近な個人事業税や不動産取得税、自動車税などの課税のしくみや
納付の方法を紹介します 税務課

146 明るい選挙の紹介 選挙制度のあらましや最近の選挙における投票率の状況などを解説します 市町支援課

147 なるほど統計石川県 広範な分野からデータを厳選し、そこから見えてくる石川県についてわかり
やすく紹介します

県民交流課
（統計情報室）
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令和元年度 「県政出前講座」 

申 込 書 
●必要事項（太枠部分）を記入し、郵送、FAXまたは 

電子メールでお申し込みください。 

 

●申込受付後、広報広聴室から決定通知書を送付し、

運営方法などについて確認させていただきます。 

申 込 先 

石川県広報広聴室 

〒920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地 

F A X ： ０７６－２２５－１３６３ 

E-mail： e130500b@pref.ishikawa.lg.jp 

 

和令 日込申     年    月    日 

団体等の名称  

代表者氏名  

（連絡先） 

住所 〒 

担当者氏名  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス  

開催希望日時 

第１希望日   月  日（  ）  時  分 ～  時  分 

第２希望日   月  日（  ）  時  分 ～  時  分 

第３希望日   月  日（  ）  時  分 ～  時  分 

  名場会

会場所在地  

会場電話番号  

会合の名称  

参加人数           人 

希望テーマ 

（テーマ一覧から 1 つお選びください） 
【番号】 【テーマ名】 

特に話し合いたい内容、 

聞きたい事項等 
 

 

アンケート 

この「県政出前講座」をお知りになったきっかけを教えてください。（１つ選んで□に をつけてください） 

新聞やテレビのニュースを見て 市町の施設でパンフレットを見て  

県の広報（新聞等）を見て 知り合いに聞いて

県のホームページを見て 以前、申し込んだことがあるので

県庁でパンフレットを見て その他

 

（                         ）

県政出前講座

申  込  書
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