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クルーズターミナル建設
（金沢港）

水田高度化の取り組み
（輪島市門前地区）

宮崎県木材利用技術センター
（宮崎県都城市）

赤倉谷土石流対策事業
（七尾市吉田町）

サケふ化放流事業
（県水産総合センター美川事業所）

台湾との地元物産品交流促進
（台南市遠東百貨店）
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ごあいさつ
平成最後の日となる昨年４月 30 日に石川県議会議員の任期を賜り、早１年が経とうとしています。
種子条例制定に向けた現地調査
（白山市鳥越地区）

地ビール醸造所
（わくわく手づくりファーム川北）

小松・タイ定期便化要望
（タイ国政府観光庁）

令和の新しい時代に入り、県議としての活動の幅も広がり、県政や地域の課題に誠実に取り組んでまい
りました。
北陸新幹線県内全線開業に向け、県内全域に開業効果を波及させるためのアクションプランが実行さ
れています。白山総合車両所等を活用した観光・産業振興策を国、JR と協議し、県・白山市が一体となっ
て実現に向け、推進して行かなければなりません。また、これまでにない新型コロナウイルスや CSF（豚
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熱）といった感染症対策も県として取り組んでいる喫緊の課題であります。
今後ともインフラ整備や住民福祉の向上など「安心・
安全」なまちづくりを目指し、施策の「実行・実現」

松任総合運動公園

●ショッピングモール

に向けて真摯に活動するとともに、議会のチェック機

●白山市役所

能を十分に果たし、県政への提案や要望を積極的に
行ってまいります。皆様からの大切な「声」をお聞か
せください。「期待」と「信頼」に応える「責任」を持っ
た議会活動に精進してまいります。

令和元年６月定例会

一般質問
６月 14 日

ター内の展示物を JR が運営することを決定。新幹線技術
や車両所の役割を紹介するエリア、観光情報コーナー、子
ども向けレジャー施設、展望スペースを設置する。車両所
の常時見学エリアも設ける。

新幹線の開業効果をさらに波及させ、持
安実 続発展に向けた県の方針と取り組みを伺う。
また、日本に五カ所しかない新幹線総合車
両所は、本県の目玉となる観光資源であり、ビジターセン
ターの建設に向けて、白山市と十分協議し、県として PT
や国、JR に積極的な働きかけを。
…………………………………………………………………
自民党 PT に県も白山市とともに参加し、
企画振興
市町が策定した地域振興ビジョンの協議会
部長
にも白山市からの要請を受け参加をしてき
た。国家予算編成に係る県の重点要望事項として、国に要
望している。白山市と JR でビジターセンターの設置に向
けた検討と観光活用方策の実務的協議が行われ、県として
参加し協力をしている。
…………………………………………………………………
白 山 市 は 2023 年 度 末 の ビ ジ タ ー セ ン
現状 ター完成を目指し、自民党 PT に基本計画を
示した。建物などの整備を白山市が、セン

予算委員会質疑
12 月 18 日

森本・富樫断層帯の被害予測
再検証

石川酒 68 号の
販売戦略と生産振興

前回の地震被害想定調査から 20 年余り経
過している。今後 30 年以内にマグニチュー
ド 7.2 程度の地震を起こす確率は 2% から
8% であり、日本の主な活断層の中では高いグループに属
している。関係する市町の防災計画に十分反映できるよう
再調査及び再検証するべき。
…………………………………………………………………
現在、国で森本・富樫断層帯を含む日本
危機
海側の地震・津波発生モデルを構築してい
管理監
る。被害想定の見直しには最新の科学的知
見やデータを反映することが極めて重要であることから、
スピード感を持って調査を進め、結果を早期に公表するよ
う要望を行っている。国の調査結果を踏まえ被害想定の見
直しを検討する。

県が開発
し、大吟醸酒
に適した酒米
新品種「石川酒 68 号」の愛
称が県内外から約３千件の
応募があり、期待が高まっ
ている。販売戦略について
伺 う。 良 い 酒 づ く り に は、
良質な酒米を生産する必要
がある。ブランド化に向け、
土づくりなどの生産振興を図り、高品質や多収技術を確立
する支援策を問う。
…………………………………………………………………
特徴を最大限に生かした戦略の検討を進
農林水産
め、大吟醸酒の販売開始に向け、愛称やロ
部長
ゴを選定し、酒造関係者や生産者団体と連
携し、県を代表する酒米に育つようブランドイメージの確
立に努める。県内全域に現地実証圃を設置し、栽培マニュ
アルを活用した技術指導を実施し、需要に応えるよう、酒
米生産者の作付け拡大を図る。
…………………………………………………………………
愛称が「百万石乃白」と決定。大吟醸酒
現状 を４月から本格的に販売し、石川の新ブラ
ンドとして国内外にアピールする。今年度
の２倍、24ha の作付けを計画する。
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白山総合車両所等を
活用した観光・産業振興

令和元年 12 月定例会

農林水産物の
ブランド化推進
農業者の所得向上を図る、戦略的かつ具
安実 体的な取り組みの指針として、「いしかわ農
林水産物ブランド戦略プラン」の策定を提
案する。売れる産品づくりと品質の向上、市場に合わせた
商品づくり、生産、加工と直結した販売体制やプロモーショ
ン及び販路拡大に向けた取り組みなど、魅力的な石川ブラ
ンドを確立する施策が必要である。
…………………………………………………………………
本県には、量は多くはないが特色を持っ
谷本知事 た農林水産物が数多く生産されている。ブ
ランド化、付加価値をつけることは販路開
拓、価格面で優位性を確保でき、農業者の生産意欲の喚起
を図るための大事な視点だ。特色ある農林水産物の市場競
争力を高め、収益の向上につながるブランド化には積極的
かつ戦略的に取り組む。
…………………………………………………………………
２月定例会で知事より、全国初となる「石
現状 川の特色ある農林水産物を創り育てるブラ
ンド化の推進に関する条例」が提案される。

その他の質問
□本県の農業産出額の向上対策
□ジャパンディスプレイ白山工場の稼働停止
□金沢港に寄港するクルーズ船の食材提供
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スマート農業推進と
農業収益の向上対策
低コスト生産を目指し、ロボット技術や
ICT を積極的に活用し、効率的かつ生産性
の高い農業経営を実現する技術開発など、
情報システム系企業が農業に高い関心を寄せている。ス
マート農業の取り組みや他産業と連携したさらなるコスト
削減・高収益モデルの開発とは。
…………………………………………………………………
全国に先駆け企業技術やノウハウの活用
谷本知事 に取り組んでいる。コマツと連携した直ま
き栽培と多機能型ブルドーザー、ドローン
の活用、地下水冷房装置。東レと連携し、遮熱シートを活
用した取り組み。NTT ドコモと連携し、商品化率の向上を
図る情報通信技術など石川型の収益性の高い農業経営モデ
ルづくりを加速させる。
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いしかわ里山里海
サイクリングルートの利活用
豊かな自然、美しい里山里海の景観、観
光地や県民のもてなし等を堪能できる、サ
イクリングルートの利用状況と人気がある
ルートは。海外情報発信は英語表記の他、来県外国人の割
合から、台湾、香港、中国、東南アジアなど、中国語や多
言語に対応した情報発信が必要だ。
…………………………………………………………………
利用促進を図るスタンプラリーで、参加
土木部長 者が最も多かったのは、白山手取川ルート
である。
「白山の雄大な景色や自然が魅力的」
「専用道路が整備され走りやすかった」など評価する意見
と、
「交差点などでルートの行き先がわかりづらい」など
の意見を頂いた。情報発信の充実強化と多言語化の必要性
を検討する。
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その他の質疑
□県農林水産物ブランド化及び生産拡大
□県農林水産物の輸出促進と販路開拓
□農業労働力確保とニーズに対応した農地整備

令和２年２月定例会

一般質問
３月 10 日

１．農林水産物を創り育てるブランド化推進条例
２．いしかわ GAP（農業生産工程管理）の認証取得
３．CSF（豚熱）対策
４．再生可能エネルギー推進計画
５．信号機のない横断歩道の一時停止と取り締まり
６．公立高等学校一般入学（全日制）の出願状況

令和元年度県議会では、
「環境農林建設委員会」
、
「地方創生・新幹線対策特別委員会」
に所属しました。
○環境農林建設委員会での質問

・白山白川郷ホワイトロードの土砂災害の対応
・いしかわ里山里海サイクリングルートの情報発信
・県道と河川の法面の除草
・野生イノシシのジビエ利用の支援策
・石川県金沢食肉流通センターの経営
・小松白川連絡道路の道路整備
・
「百万石乃白」のブランド PR と生産振興

○地方創生・新幹線対策特別委員会での質問

・IR 移管後の、JR 金沢総合車両所（松任工場）の活用

