
 

 

 

 

 
いしかわ百万石文化祭２０２３実行委員会の設立について 

 

 令和５年秋に本県で開催する「いしかわ百万石文化祭２０２３」について、円滑な

運営を行うため、県内の関係団体・機関で構成する実行委員会を下記のとおり設立し

ました。 

 なお、今回の設立総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面

による開催といたしました。 

  

１  開催日：令和３年６月２５日（金）【書面開催】 

    ※各委員からの決議書を集約、決定した日を以て開催日としています。 

 

２ 構成：９４団体・機関 （会長：石川県知事） 

  ＜構成機関・団体＞ 

   県、市町、議会、文化、福祉、産業、観光、国際、輸送、学術、教育、 

   報道 

   ※委員名簿は別紙のとおり 

 

３ 内  容  

（１）報告事項 

  ① 国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の概要 

   ② いしかわ百万石文化祭２０２３に係るこれまでの経緯 

  ③ いしかわ百万石文化祭２０２３基本構想 

   ④ いしかわ百万石文化祭２０２３スペシャルアンバサダー・開閉会式 

    総合ディレクターの就任 

（２）審議事項 

  ① 第１号議案 いしかわ百万石文化祭２０２３実行委員会の設立 

  ② 第２号議案 いしかわ百万石文化祭２０２３実行委員会会則（案） 

  ③ 第３号議案 令和３年度事業計画（案） 

  ④ 第４号議案 令和３年度収支予算（案） 

 ※議案４件は、事務局案どおり承認 

  詳細は、https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokubunsai/iinkai.html 

  参照 

 

 

令和３年６月２８日 

県民文化スポーツ部文化振興課 

東 内線 4340 

外線 076-225-1324 



所属・役職等 氏　　名

1 石川県知事 谷本　正憲

2 一般財団法人石川県芸術文化協会会長 飛田　秀一

3 石川県副知事 田中　新太郎

4 石川県議会議長 向出　勉

5 石川県市長会会長 山野 之義

6 石川県町長会会長 矢田　富郎

7 社会福祉法人石川県社会福祉協議会理事長 深山　彬

8 石川県県民文化スポーツ部長 酒井　雅洋

9 石川県健康福祉部長 北野　喜樹

10 石川県企画振興部長 澁谷　弘一

11 石川県商工労働部長 南井　浩昌

12 石川県観光戦略推進部長 竹内　政則

13 石川県農林水産部長 石井　克欣

14 石川県教育委員会教育長 徳田　博

15 石川県警察本部長 小西　康弘

16 金沢市長 山野 之義

17 委員 七尾市長 茶谷　義隆

18 小松市長 宮橋　勝栄

19 輪島市長 梶　文秋

20 珠洲市長 泉谷　満寿裕

21 加賀市長 宮元　陸

22 羽咋市長 岸 博一

23 かほく市長 油野　和一郎

24 白山市長 山田　憲昭

25 能美市長 井出　敏朗

26 野々市市長 粟　貴章

27 川北町長 前　哲雄

28 津幡町長 矢田　富郎

29 内灘町長 川口　克則

30 志賀町長 小泉　勝

31 宝達志水町長 寳達　典久

32 中能登町長 宮下　為幸

33 穴水町長 石川　宣雄

34 能登町長 大森　凡世

35 石川県市議会議長会会長 久保　洋子

36 石川県町村議会議長会会長 酒元　法子

37 石川県立美術館館長 青柳　正規

38 石川県立歴史博物館館長 藤井　讓治

39 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団専務理事 中野　俊一

40 石川県立図書館館長 齊田　正活

41 国立工芸館館長 唐澤　昌宏

42 金沢２１世紀美術館館長 長谷川祐子

43 社会福祉法人石川県身体障害者団体連合会会長 杉森　重廣

44 公益社団法人石川県手をつなぐ育成会会長 藤井　優

45 石川県精神保健福祉家族会連合会会長 中谷　賢宗
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所属・役職等 氏　　名

46 石川県商工会議所連合会会頭 安宅　建樹

47 石川県商工会連合会会長 田上　好道

48 一般社団法人金沢経済同友会代表幹事 砂塚　隆広

49 一般社団法人石川県経営者協会会長 髙松　喜与志

50 石川県伝統産業振興協議会会長 蚊谷  八郎

51 石川県酒造組合連合会会長 山田　英樹

52 一般社団法人石川県食品協会代表理事会長 杉野　哲也

53 石川県農業協同組合中央会代表理事会長 西沢　耕一

54 石川県森林組合連合会代表理事会長 近藤　安爲

55 石川県漁業協同組合代表理事組合長 笹原 丈光

56 公益社団法人石川県観光連盟理事長 庄田　正一

57 金沢ホテル懇話会会長 庄田　正一

58 一般社団法人日本旅行業協会中部支部石川地区委員会委員長 平出　昌広

59 一般社団法人全国旅行業協会石川県支部支部長 越原　裕一

60 公益財団法人石川県国際交流協会専務理事 魚　直樹

61 東日本旅客鉄道株式会社北陸営業センター所長 日野　淳一

62 委員 西日本旅客鉄道株式会社理事金沢支社長 漆原　健

63 IRいしかわ鉄道株式会社代表取締役社長 七野　利明

64 のと鉄道株式会社代表取締役社長 山下　孝明

65 北陸鉄道株式会社代表取締役社長 宮岸　武司

66 公益社団法人石川県バス協会会長 宮岸　武司

67 一般社団法人石川県タクシー協会会長 市村　祐二

68 一般社団法人金沢港振興協会会長 安宅　建樹

69 日本航空株式会社北陸支店支店長 小出　健也

70 全日本空輸株式会社金沢支店支店長 永井　幸樹

71
国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレー
ティング・ユニット所長

渡辺　綱男

72 公益社団法人大学コンソーシアム石川会長 山崎　光悦

73 石川県高等学校長協会会長 中村　義治

74 石川県小中学校長会会長 井上　勝文

75 公益社団法人石川県私学連合会理事長 稲置　慎也

76 一般社団法人石川県専修学校各種学校連合会理事長 鍔 一郎

77 株式会社北國新聞社代表取締役社長 温井　伸

78 株式会社中日新聞北陸本社取締役北陸本社代表 前田　昌彦

79 読売新聞東京本社北陸支社金沢支局長 幸内　康

80 朝日新聞社金沢総局長 河野　修一

81 毎日新聞社北陸総局長 宍戸　護

82 日本経済新聞社金沢支局長 石黒　和宏

83 共同通信社金沢支局長 信夫　聡

84 時事通信社金沢支局長 松井　邦衛

85 日本放送協会金沢放送局長 小原　美和

86 北陸放送株式会社代表取締役社長 吉藤　徹

87 石川テレビ放送株式会社代表取締役社長 林　寛子

88 株式会社テレビ金沢代表取締役社長 築田　和夫

89 北陸朝日放送株式会社代表取締役社長 能田　剛志

90 株式会社エフエム石川代表取締役社長 平田　信也

91 石川県町会区長会連合会会長 中川　一成

92 石川県婦人団体協議会会長 能木場　由紀子

93 一般社団法人石川県銀行協会常務理事 松井　高志

94 石川県出納室長兼会計管理者 北山　章
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