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大きな安 心と安全な暮らしをきっちり実 現します
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ごあいさつ
　空の色や風の音にも少しずつ秋の気配

を感じるようになりました。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。

　今年の夏は、新型コロナウイルスが世

界に猛威を振るう中、感染症拡大防止策

と経済社会対策の両立が大きな課題とな

り、私たちは今もなお日常生活のさまざ

まな場面で不便さを感じながら過ごして

おります。また、日本各地で集中豪雨が

大きな被害をもたらし、日ごろの河川管理や避難訓練、防災活動の重要

性を身に染みて感じております。

　私事になりますが、県議会議員となり早くも１年４カ月が過ぎ、県民の

皆様が幸せに暮らせる安心・安全な社会と、活気に満ちた魅力あふれる

石川県の未来の実現に向けてより一層の気持ちを引き締め、全力で取り

組んでいく所存です。ただし、未曽有の困難を乗り切るには、県民の皆

様の参画と協働なしには無可能だと思っております。お一人おひとりの

声なき声に耳を傾け、手と手を取り合い、心をひとつにしてこのピンチ

を乗り越えたいと思っております。

安実 隆直県民や事業者の皆様をサポート
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個人・世帯の皆様向け

事業者の皆様向け

ひとり親世帯への支援

児童扶養手当を
受給している
ひとり親世帯など
※第２子以降、ひとりにつき３万円上乗せ

基
本
給
付

追
加
給
付

５万円

直近の収入が
大きく減少している
世帯

５万円

【お問い合わせ】
各市町の児童扶養手当の窓口

新生児臨時特別給付金

白山市の母子健康手帳の
交付を受け、４月２８日～
令和３年１月３１日までに
生まれた子など

※新生児１人につき

10万円

【お問い合わせ】
白山市いきいき健康課
TEL.076-274-2155

生活費の支援

緊急
小口資金

総合
支援資金

貸し付け

10万円以内

【お問い合わせ】
各市町の社会福祉協議会

※条件により２０万円以内

貸し付け（一定期間）

20万円以内
※単身世帯は１５万円以内

支
給
額

石川県経営持続支援金
国の持続化給付金（売上前年同月比５０％以上減少）を
受けた事業者

中小企業

50万円
個人事業主

20万円
【お問い合わせ】
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

給
付
対
象

石川県家賃支援給付金
国の家賃支援給付金（売上前年同月比５０％以上減少等）を
受けた事業者

中小企業

150万円
個人事業主

75万円

【お問い合わせ】
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

給
付
対
象

新型コロナウイルス感染症緊急特別融資

4,000万円分無利子（３年間）
信用保証料の免除、据置期間５年以内

8,000万円

【お問い合わせ】
石川県経営支援課　TEL.076-225-1522

融資限度額

最 

大
最 

大

石川県感染拡大防止対策支援金
感染拡大防止対策を実施した事業者

中小企業

50万円（補助率４/５）
【お問い合わせ】
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

補
助
対
象

最 

大

新型コロナウイルス感染症対策
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⇦新型コロナウイルス感染症に関わる主な支援制度を裏面にとりまとめました。ぜひご活用ください。

プロフィール
PROFILE

　2018年の着工から約２年で完成し、

長町武家屋敷跡から尾山神社、金沢城公

園、兼六園、本多の森公園を結ぶ「加賀

百万石回遊ルート」ができ、まち歩きが

スームズに楽しめるようになりました。

視察レポート金沢城公園と尾山神社を結ぶ

鼠多門・鼠多門橋を
視察しました



県議会定例会 一般質問 

県議会定例会 一般質問

安実 隆直  県政報告誌

スポーツ活動、関係団体の支援について

石川県の農林水産物について

Q１.全国初の食材のブランド化推進条例
の提案に込めた知事の思いを聞く。

A. 優れた特徴のある農林水産物を「いしかわ百万石食材」に認定し、
中でも石川県のブランドイメージを牽引するものを「百万石の極み」

「百万石の恵み」と位置づけ、魅力の発信に取り組んでいく。新た

に農林水産部にブランド戦略推進室を設け、生産者や市町、関係団

体と一丸となって生産拡大や販路開拓を目指していきたい。

A. 各施設の考えや対応などのヒアリングを行うとともに、国の交付
金を活用した対応策を検討している。また国の方針に従い、感染

確認区域内で捕獲したイノシシでも陰性の場合、流通を可能とする

ため、１年間の実証事業を行う予定。

Q2. 昨年８月、白山市で捕獲された野生イノシシの豚
熱（CSF）感染が確認されて以来、県内各地に広がり、
獣肉処理施設の経営が苦境に立たされている。その支
援策や感染確認区域内の今後の対応などを聞く。

A. 健康で健やかな児童生徒の
育成において大事な役割を担っ
ていただいており、安定的な事
業経営が可能となる十分な措置
を講ずるよう国に要望している。

Q. コロナ禍の影響で約３カ月にわたっ
て学校給食が休止された。今後の状況
によっては学校給食の供給体制が立ち
行かなくなる恐れもあり、学校給食関
係事業者に国や県、市町が一体となっ
た支援策が必要と考えるがどうか。

A．本年産の酒米を加工用米に切り替える生産者
に対しては、JAと連携し、差額を補てんする国の
助成金を活用するよう働きかけている。酒蔵には、
まずニーズの高い「百万石乃白」から JA とも連携
しながら生産者と酒蔵の信頼関係を構築し、県内
産の利用拡大につなげていきたい。

Q．新型コロナウイルス感染拡大の影
響で日本酒の消費も低迷している。県
内の酒米の需要も減少しており、本県
独自の生産支援対策を打ち出す必要が
あるがどうか。また、県内の酒蔵に県
外産の酒米から県内産に切り替えてもら
うような支援を検討してはどうか。

Q. 県内の農林水産物もコロナ禍の影響
を受けており、学校給食や病院食、介
護食などの利用も踏まえた県内消費を上
げるためのキャンペーンを実施すべきで
はないか。

A. 横断歩道の補修は、新学期を迎
える時期でもあり、学校周辺や通
学路などを優先しながら順次補修
していく。そのほか運転者が歩行
者の存在にいち早く気づけるよう横
断歩道標識の大型化や増設、街路
樹の剪定、道路標示（減速マーク
など）・路面のカラー塗装など安全
対策を図っていく。

Q. 信号機のない横断歩道で
車が止まらずに事故が増えて
いる。取締り以外にも薄く
なった横断歩道帯の白線の修
繕や横断歩道標識の設置など
の対応が必要ではないか。

A. これまで木質バ
イオマス利用施設
の発電や農業用水
を利用した小水力発電の導入、災害時の避
難所となる高等学校などへの太陽光発電設
備等の整備、未利用間伐材を熱源に活用す
るなど、地域のエネルギーを生かした取り
組みを進めてきた。今後も、来年度末まで
に見直される固定価格買取制度など国の動
向を踏まえながら、地域の再生可能エネル
ギーの推進に努めていく。

Q. 地球温暖化対策のためにも、
水資源や森林資源が豊富で、高
低差のある地形、高い技術力を
持つ企業が集積する石川県らし
い特性を生かした再生可能エネ
ルギー推進計画に見直すべきで
はないか。

再生可能エネルギーについて

学校給食関係事業者の
支援について

石川県の農林水産物の
支援について

Q.２月、白山白川郷ホワイトロードの斜面が崩落した。幸い冬期通行止め期間中だったので人的な被害はなかったが、安全管理体制はどうなっているか。 A. 一昨年の斜面崩落を受けて、昨年５月までに県内の全区間の緊急点検を行い、12カ所の対策工事を順次整備を進めてきたが、再度、県内の全区間の緊急点検を実施する。

Q. コロナの影響で夏休みも高校は授業を行う予定だが、電車やバスの運行はどうなるのか。 A.鉄道は通常通り運行されると聞いている。バス会社には県立高校の７、８月の授業予定日を一覧にして５月末から６月初
旬に渡し、通常の
平日のように運行
してもらえるよう
要請している。

委員会質疑 
３月  環境農林建設委員会（３月18日）

６月  厚生文教委員会（６月２５日）

その他の質問

石川県産酒米の
生産支援について

横断歩道の
交通事故について

いしかわGAP（農業生産工程管理）の期間終了後の取り扱いについて

その他の質問

A. 長年にわたって蓄積された大学への進学実績や資格取得実績、就職率の
高さなどが優れた学校が志願者の確保につながっている。ただ、能登地域
や南加賀地域で地元の市町のバックアップを得て、在籍生徒数の維持に一定
の成果を上げている学校もある。今後も、地域住民に学校の取り組みや成果、
魅力などをアピールしていきたい。

Q.公立高校の募集定員は毎年、中学校卒業予定者の動向や、
私立高校と国立専門学校などの定員枠を見極めながら決め
ているはずなのに、なぜ定員オーバーの人気校と定員割れ
の人気のない学校が出てしまうのか。

公立高校の出願状況について

A．米や野菜についてはそれほど大き
な影響は出ているとは聞いていない。
しかし、能登牛は外食需要などの減少で
消費が落ち込み、学校給食に提供することで価格
の下落を防ぎたいと考えている。今後も国や市町、
JA、漁協などとも連携しながらしっかり対応していき
たい。


