副反応に関する相談受付

はなく、白山市コールセンター（TEL076-256-2813）に連絡してく

希望される方はワクチン接種の予約をしてください。新型コロナワ
クチンの3回目接種で使用するワクチンは2種類あり、下記のいず
れかを選べます。個別接種に関するお問い合わせは、医療機関で
ださい。

【お問い合わせ】

石川県発熱患者等受診・コロナ
ワクチン副反応相談センター
TEL.0120-540-004
（受付時間 9:00 〜21:00・土日祝日を含む）

■

個別接種協力医療機関での接種は、
「ファイザー社製ワクチン」

■

白山市民交流センターはくさんホール、
松任石川中央病院での接種は、
「モデルナ社製ワクチン」

※令和4年３月上旬時点の情報です。

子育て世帯臨時特別給付金

支給金額

対象児童１人につき

申請期限

令和4年3月31日（木）

対

令和4年3月31日（木）

申請期限
【お問い合わせ】

白山市こども子育て課

TEL.076-274-9575

白山市長寿介護課

後期高齢者医療保険料の減免

申請期限

白山市保険年金課

TEL.076-274-9528

昨年の東京夏季五輪に続き、コロナ禍での開催となった北京冬季五輪でしたが、限界

くした選手たちに惜しみない賛辞を贈りたいと思います。世界の重苦しい空気を吹き飛

令和4年3月31日（木）

【お問い合わせ】

白山市保険年金課

皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

６、銅９の計18個と冬季五輪最多のメダルを獲得し、厳しい環境にもかかわらず、力を尽

TEL.076-274-9529

ばし、人々の心を豊かにするスポーツの力をあらためて実感させられました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減
少した被保険者等で、申請により保険税の減免（一
部減額又は免除）される場合がある

象

日ごとに暖かさを増し、穏やかな日差しの中にも春の訪れを感じるようになりました。

に挑む選手たちの真摯な姿にたくさんの勇気と感動をもらいました。日本勢は金３、銀

詳細はこちら

令和4年3月31日（木）

詳細はこちら

対

【お問い合わせ】

ごあいさつ

令和3年度・国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主
たる生計維持者の収入が減少した被保険者等で、
申請により保険料が減免される場合がある

vol.10

令和 4 年 3 月発行

白山市コールセンター
TEL.076-256-2813

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険
の第１号被保険者（65歳以上）を対象に、申請によ
り介護保険料の減免（一部減額又は免除）される場
合がある

象

詳細はこちら

【お問い合わせ】

申請期限

【お問い合わせ】

詳細はこちら

個 人・世 帯 向 け

令和4年3月31日までに生まれた児童手当の
支給対象となる児童（新生児）など

10 万円

詳細はこちら

令和3年度・介護保険料の減免

支給対象

象

大きな安 心と安全な暮らしをきっちり実 現します

TEL.076-274-9528

しかし、この冬も石川県では短時間で記録的な大雪が積もり、白山市内でも除雪が
追いつかない地域が多くありました。北海道の札幌圏を直撃した大雪では、鉄路や道
路、空港でも除雪が追いつかず、市民生活に多大な混乱をもたらしました。
除雪対策は、人命にもかかわることであり、他県の教訓も生かしながら、今から地
域でできることを考え、県民の皆様の安心・安全な暮らしの実現に向けて力を尽く
していきたいと思っております。

国
事業者向け

給付対象

県

事業復活支援金

コロナの影響で2021年11月〜2022年3月のいずれかの
月の売上が前年、2年前又は3年前同月比30％以上減少
中小法人等

支給金額

最大

250 万円

個人事業者等

最大

50 万円

給付対象

スマホでも活動報告を
ぜひご覧ください

国の事業復活支援金を受給した事業者に対し、
追加支援

申請期限

令和4年5月31日（火）

申請期限

中小法人等

最大

50 万円

個人事業者等

最大

20 万円

ート
視察レポ

新石川県立図書館はアクセスしやすい道路整備が必要

詳細はこちら

令和4年8月1日（月）

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

事業復活支援金事務局
TEL.0120-789-140（8:30 〜 19:00・土日祝日を含む）

石川県事業者支援ワンストップコールセンター
TEL.076-225-1920（9:00 〜 18:00・土日祝日を含む）

県政の相談や地域のお困りごと相談はこちらへ

安実隆直事務所

←小松

JR北陸本線
西新町

松任
高校

〒924-0865 白山市倉光五丁目 106-1 グレイス K1F

TEL & FAX.076-205-8299 E-mail takanao@anjitsu.jp

https://anjitsu.jp
安実隆 直

検索

石川県議会議員

石川県事業復活支援金

支給金額

詳細はこちら

安実
隆直

対象となる方には、順次接種券を発送しています。届きましたら、

anjitsu takanao

県政報告誌

県民・市民・事業主の皆様をサポートしています！

ワクチン３回目
接種について

対

安実 隆直

新型コロナウイルス感染症対策

保存版

最新情報は
公式facebookで配信中

松任駅

安実隆直

松任駅前

事務所

ラスパ白山
松任総合
運動公園
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金沢→

松任
小学校
松任
中学校

白山市役所

プロフィール

〔あんじつ・たかなお〕
1964年8月18日白山市矢頃島町生まれ。

7月16日に開館する新石川県立図書

松南小学校、松任中学校、石川県立松任

館（金沢市小立野2丁目）の内覧会に参

高校、石川県立農業短期大学卒業。手取

加しました。開架図書は旧図書館の約3

川七ヶ用水土地改良区勤務を経て、2013

倍となる30万冊で、ものづくり体験や

年2月白山市議会議員初当選、17年 2 月同

食 文化体 験スペースも備えています。

2 期目当選。19年4月 石川県 議 会議員初

県産材をふんだんに使った円形劇場の
ような空間も魅力的です。ただ、山側環
状 道 路からのアクセス 道に 課 題 があ
り、早急に整備の大 切さを訴えていき
たいと思っております。

当選。
《所属会派》
自由民主党石川県議会議員協議会
《所属委員会》
商工観光公安委員会（副委員長）
災害・県土強靭化対策特別委員会

松任石川中央病院
イオン松任店

PROFILE

倉光東

⇦裏面に新型コロナウイルス感染症に関する情報や支援制度などをとりまとめました。ぜひお目通しください。

Pick up!

2021.12.14

サイクリングルートについて

県議会予算委員会
質疑

Ｑ.「いしかわ里山里海サイクリングルート」の利用者の
推移とどのルートの利用が多かったかを聞く。今後、全
国で６カ所指定されているサイクリングと観光を組み合

スマート農業について

わせたサイクルツーリズムを推進する国土交通省の
「ナ
ショナルサイクルルート」
の指定を目指してはどうか。

国のルート指定を目指す

Ｑ1.農業の競争力強化や人手不足対策として、ICTやAIなど
を活用したスマート農業を戦略的に進めていくことが求め
られている。石川県の実用化の状況と機材の導入コスト
への考え（助成制度も活用すべきではないか）を教えてほ
しい。
県議会・会議録も
ご覧ください

県議会・録画中継を
ご覧いただけます

発言者検索で「安実」と
入力してください

県議会決算特別委員会

最も多かったのは白山手取川ルートだった。いしか

を組み合わせた研修を行っている。さらに現地研修も実施しており、す

わ里山里海サイクリングルートは、専用ホームペー

でに県内の17法人24名が受講している。一方、条件が不利な中山間地域

農地集積について

Ｑ.指導員の配置状況や指導内容を聞く。2020年度に

Ｑ.石川県が中間管理機構を通じて進めてきた農地集

自分が白山登山をした際、ヘルメットの着用を促され

積ですが、集積率はどれぐらいなのか。今後、生産効率

ることがなかったが、きちんと指導すべきではないか。

を考えると集約化も大事になるので、JAとも協力しな

Ａ. 毎年7月の夏山開きをめどに主要登山道に指導員を配置し、登
山届の提出を働きかけたり、ヘルメット等の装着を呼びかけたりし
ている。主に土日は多くの登山者が見込まれるので、重点的に配備
している。登山は原則、自己責任ではあるものの、白山は平穏を
保っているとはいえ活火山の一つでもあり、指導員を通じてヘル
メットの装着や2017年から条例化されている登山届の提出もしっ
かり伝えていきたい。

がら進めていくべきではないか。
Ａ.石川県の農地集積率は、全国9位の62.4％となっている。しかし、
国の目標は8割なので、今後はJAなど関係団体とも連携しながら進
めていきたい。さらに農業の効率化を考
え、農地を一つの団地にまと
めていくことが非常に重要
だと思っているので、集約
化にも力を入れていく。

ジの開設やアウトドア用品大手モンベルが運営する
ホームページに登録するなど、認知度向上や誘客拡
大に力を入れてきた。2024年春の北陸新幹線全線

組み、今年度から県内9法人

白山の火山防災対策について

から能登まで観光地や海岸線を巡る全７ルートを

Ａ.昨年度からいしかわ耕稼塾では、直まき栽培と農業用ブルドーザー

活用した水稲直まきに取り

質疑

人、今年度は約1万600人と年々増加している。加賀
設定しているが、今年度スタンプラリーの参加者が

では小型無人機「 ドローン 」を

2021.11.1

Ａ.2017年度は約4,300人だったが、昨年度は8,400

のほ場で現地実証を実施し

開業を見据え、世界農業遺産認定された能登の里

ている。スマート農業の機材

山里海や日本三名山の一つに数えられる霊峰白山

の購入には 、国の交付 金な

など石川県の魅力を堪能できるルートだけに、市や

ども含めてきめ細かくサポー

町、観光団体とも連携しながら国に対して積極的に

トしていく。

働きかけていきたい。

Q2.石川県内の農業系高校では、そもそもスマート農業を
学べる環境が整っているのか。
Ａ.2018年度から「IT農業探究」という科目を設置した翠星高校では、農
業現場で小型無人機「ドローン」を活用する外部講師を招き、操縦体験
や空撮画像から三次元地形図を作成する授業を行っている。津幡高校
や七尾東雲高校、能登高校でもICTを活用し、温室内の環境を自動制御
するシステムの導入を予定している。さらに翠星高校の食品科学棟で

いしかわ里山里海サイクリングルート
ホームページはこちら➡

は、菓子窯や加工装置を更新し、リアルタイムで温度や稼働状況を把握
できるようになる。一方、農業科教員の研修では、座学だけでなく、先端
技術を活用した農業現場での学習も検討している。

安実 隆直
（あんじつ・たかなお）県政報告誌

委員会質疑
2021年11月18日

災害・県土強靭化対策特別委員会

2021年12月15日・2022年1月20日

総務企画県民委員会

消雪施設整備について

通学路の除雪対策について

再生可能エネルギーについて（12/15）

Ｑ. 消雪施設整備が延長1.7キロ増設される計画になっている

Ｑ. 県道や幹線道路の除雪後、雪が横にたまり、歩道をふさぎ、子どもが車

Ｑ. 急峻な手取川に代表されるように石川県の豊かな自然環境

Q. 石川県防災ヘリコプター「はくさん」は購入から25年経過してい

雪対策はどうなっているのか。

発電導入にあたって可能性の調査から始めるべきではないか。

ズンを避けるべきではないか。

が、優先的に設置する基準があれば教えてほしい。

Ａ．
まず使用後30年を超えるものも多く、老朽化が著しく、既

存施設の更新を優先させざるを得ない状況にある。新設する
際には、交通量や機械除雪作業が困難で雪を寄せる場所がな
い、地下水を確保できるといった点も考慮しながら、県内各
地の多くの要望から厳選しながら対応している。

道を歩いている姿を見かけたことがある。小中学校の通学路で歩道の除

Ａ．歩道の除雪は、地域に密着した市町が策定する「雪みち計画」
に基づき
ながら、住民の協力を得ながら実施するのが基本となっている。歩道が隣
接する車道を除雪する場合、歩道上に積み上がることもあるかもしれない
が、極力歩道に積み上げないように車道を管理する国、県、市町が連携し
ながら努力していきたい。

を活かした「小水力発電」にもっと取り組めないか。まず小水力

Ａ．
小水力発電は石川県らしいエネル
ギーであり、推進していく方針に変わ
りない。関係部局と調査も含めて何が
有効なのか検討していく。

防災ヘリについて（1/20）
るが、検査体制はどうなっているのか。検査時期は白山の登山シー

Ａ．
航空法に基づいて年に一度、2カ月〜2カ月半ほどかけて念入りに
整備し、大阪航空局のチェックも受けている。現状では6月下旬か
ら8月下旬に実施しているが、富山や福井とも連携しながら検査時
期も調整していきたい。

