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皆様には、常日頃からご支援とご厚情を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、皆様のおかげで県議会議員となり２期目をスタートし、北陸新幹線の金
沢開業をはじめ、連続テレビ小説「まれ」の放送などの効果を珠洲市まで波及で
きるように、また、石川県の発展が奥能登そして珠洲市の活性化につながるべく
全力で取り組んでまいりました。
今年、奥能登国際芸術祭がいよいよ本格的に始動しました。新潟、瀬戸内と並
んで日本の代表的な芸術祭にすべく、また、その効果を珠洲市の皆様に実感して
いただくべく県との連携を図っていきます。
今後も色々な場で奥能登そして珠洲市の皆様の声を県政に反映し、市民の皆様
が明るく安心して暮らせる珠洲市の実現をめざし、感謝を忘れず努力してまいり
ます。来年も皆様の変わらぬご支援とご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

予算委員会（平成 27 年 3 月）
能登ふるさと博と観光誘致について
【平蔵とよし】 能登地域の誘客においては宝
達志水町以北の４市５町を対象とし、平成 20
年度から珠洲の祭りも含む能登ふるさと博が
実施されているほか、連続テレビ小説「まれ」
の放映等、これらに関連して能登への観光誘
客について何点かお聞きいたします。
今年度までに７回開催されてきた能登ふる
さと博でありますが、まずはこれまでの成果がどのようなもの
であったかを観光戦略推進部長にお聞きいたします。
【観光戦略推進部長】 能登ふるさと博でございますけれども、
平成 19 年３月に発生をいたしました能登半島地震の風評被害
払拭のため、
「能登は一つ」として元気な能登を全国に発信し、
誘客につなげるために、御案内のとおり平成 20 年から実施を
いたしております。この能登ふるさと博は伝統的な祭りや食と
いった能登に元々ある魅力のほか、灯りのイベントや酒蔵、しょ
うゆ蔵といった蔵を活用したコンサートなど新たなイベントを
加えて実施をいたしてきております。昨年度の能登ふるさと博
には、各地で行われるキリコ祭りも含めましておよそ 47 万人
の方が訪れたということでございます。
今後とも地元の皆さんと一致協力しながら、より誘客につな
がるイベントになるよう努めてまいりたいというふうに考えて
おります。
【平蔵とよし】 北陸新幹線の金沢開業により本県への全国的な
関心が高まる中、能登ふるさと博でも特に三大都市圏に向けた
情報発信がますます重要になると思いますが、どのように取り
組んでいるのか観光戦略推進部長にお聞きいたします。
【観光戦略推進部長】 能登ふるさと博におきましても三大都市
圏を対象に旅行会社等を直接訪問し情報提供を行っておりま
すほか、新聞や主要駅前での電光掲示板を使った広告、さらに
は日本橋・京橋まつりなど大規模なイベント、さらには三大都
市圏の商業施設においてＰＲブースを出展するなどしてさまざ
まな手段で情報発信に努めております。三大都市圏を初め県外
の情報発信に今後とも努めまして、能登へのさらなる誘客につ
なげていきたいというふうに考えております。

能登の農業施策について
【平蔵とよし】 世界農業遺産に認定された能登地域は、過疎・
高齢化による担い手不足に起因する耕作放棄地の増加が懸念
されているところでありますが、耕作放棄地解消には地元の担
い手がしっかりと営農ができるよう農地の整備、いわゆる基盤
整備が必要であると思いますが、そのあり方について農林水産
部長にお聞きいたします。
【農林水産部長】 能登地域で多く見られます中山間地など大区
画化が困難な農地では、農業機械があぜ越しで移動できるス
ロープの設置等の簡易な農地改良を行うことで擬似的に圃場
を大区画化し、担い手の営農条件への改善に努めているところ
であります。今後とも里山の実情に応じたきめ細やかな整備を
進めてまいりたいと考えております。
【平蔵とよし】 耕作放棄地は地元の担い手によって解消され
ることが望ましいと思いますが、現実的には困難な面がある
ことが考えられます。このため、県では平成 26 年７月にい
しかわ農業人材機構をいしかわ農業総合支援機構に改組し、
能登地域など担い手が不足する地域に農業法人や企業などの
農業参入を促進するなど、耕作放棄地の解消に向け、多様な

担い手の確保に積極的に取り組んでおられます。これまで取
り組んでこられた成果と今後の意気込みについて、知事にお
聞きいたします。
【石川県知事】 農業の振興は即能登地域の振興にとって大変
重要な要素を占めるわけでありますが、残念ながら生産条件が
厳しいことに加えまして、過疎・高齢化の進行により、担い手
不足が深刻化していることも事実でございます。意欲のある人
材を発掘をすると同時に、いわゆる企業や農業法人など多様な
担い手を確保して農地の再生に取り組むと同時に、他産業のノ
ウハウを生かした収益性の向上を図るということも不可欠だろ
うと思います。このため、昨年７月にいしかわ農業人材機構を
いしかわ農業総合支援機構に改組し、農地の確保、あっせん
から人材の確保、経営の支援までを一貫して行う農業参入総
合支援プログラムを立ち上げまして、企業、法人等の参入促
進にも努めてきたところでございます。
また、能登地域には世界農業遺産の認定に加えまして、のと
里山海道の無料化や能越自動車道、七尾氷見道路の全線供用
などによる交流基盤の整備も進めてきたところでありまして、
この結果、県内外の農業法人が農業参入や規模拡大の意向を
示すなど、担い手不足による耕作放棄地の増加に歯どめがか
かる明るい兆しが見えてまいりました。
全国トップクラスの充実した支援策を積極的に活用して多様
な担い手の確保に努め、農地の再生による農業の活性化を推
進をしていきたい、こういう思いであります。
【平蔵とよし】 県内外の農業法人の参入が見込まれるなど、一
定の成果が得られており、今後これらの農業法人が地域の方々
を雇用するなどして、能登地域全体が活性化していくことを大
いに期待しているところでもあります。
しかしながら一方で、農業参入する農業法人などが健全な経
営体として継続していくことが必要であり、そのためには何より
そこで働く人材の確保、育成が重要になると思いますが、県で
はどのような対策を考えているのか、知事にお聞きいたします。
【石川県知事】 農業は我々の命の根幹を支える極めて重要な
役割を担っておるわけであります。近年は農業法人への就職
という形で多くの就農者が生まれるなど、就農スタイルが多
様化してきておるというのも事実でございます。このため、
いしかわ耕稼塾の内容を機動的に見直しまして就農に意欲の
ある人材の育成、確保に努めてまいりました結果、平成 25
年度の新規就農者数は県全体で 150 人ということになりまし
て、人材機構開設前の年平均 32 人に比べまして約５倍に増
加をいたしているところであります。特に能登地域では 74
人ということで、人材機構開設前の約 10 倍と大幅に増加を
しておりまして着実に成果があらわれてきているのではない
かと、このように思うわけであります。
来年度県が実施をします移住セミナーなどにおいて新たに
いしかわ耕稼塾などの本県の充実した農業人材育成策を初
め、世界農業遺産に認定をされた能登の里山里海など、他県
にはない石川の魅力を積極的に情報発信をしまして、移住型
の就農を促進してまいりますほか、県内農業法人の見学体験
会を開催し、新規学卒者やＵターン希望者などの新規就農者
を掘り起こすということにいたしております。また、石川で
就農することを決断された方々に対しては地元在住の県職員
ＯＢ等を就農生活アドバイザーとして委嘱をし、市町と連携
をして定着の促進を生活面からも支援をするということにい
たしております。さらに農業法人へ就農する新規学卒者など
農業経験が少ない方に対しては、就農しながら短期間で農業
技術を習得できる講座をいしかわ耕稼塾に新たに設置して、
いわば量と質の両面から本県の農業を担う人材の確保、育成
にしっかり取り組んでまいりたいと思いますし、そのことを
通じ農業の活性化を進めていくことで地方創生の実現にもつ
なげてまいりたい、こういう思いでございます。

予算委員会（平成 27 年６月）
ICT 教育の活用について
【平蔵とよし】 ＩＣＴ教育の教育現場での活用についてであ
りますが、平成 27 年３月に文部科学省が公表した情報活用
能力調査は児童生徒の情報活用能力について把握、分析を行
い、指導の改善、充実に役立てるために初めて文科省が実施
したものであります。内容は情報活用の実践力、情報の科学
的理解、情報社会に参画する態度を調査したもので、平成 25
年 10 月から平成 26 年１月の間に小学５年生と中学２年生を
対象にコンピュータを使って調査を行ったわけであります。
そこで、今回の文科省が実施した情報活用能力調査結果に
ついて、課題を含めてどう受けとめておられるのか、所見を
教育長にお伺いいたします。
【教育長】 文科省の調査結果では、小中学校の児童生徒は整
理された情報は読み取ることはできるけれども、複数のウェ
ブページから目的に応じて特定の情報を見つけ出し関連づけ
ることや、受け手の状況に応じて情報を発信することに課題
があるというふうにされております。本県の情報教育におい
てもメディアを主体的に読み解く能力、メディアにアクセス
し活用する能力、メディアを通じてコミュニケーションする
能力等を本県の児童生徒に身につけさせることが課題になっ
ているというふうに考えております。
【平蔵とよし】 それでは、課題があることが判明した項目に
ついては今後どのように対処していくのか、教育長にお伺い
いたします。
【教育長】 メディアから発信される情報について全てうの
みにするのではなくて批判的に分析、評価、吟味して、さ
らにこれを能動的に選択することができるようにすること、
メディアを自主的に選択してアクセスし、能動的に活用す
ることができるようにすること、そしてメディアを通じて
コミュニケーションをつくり上げていくことができるよう
にすること、特に情報の読み手と相互作用的に意思の疎通
を図ることができるようにする、そういった教育に小中高
の児童生徒の発達段階に応じて取り組むことが大切である
というふうに考えております。
情報モラルを含めたメディアリテラシー教育が今後ます
ます重要になってくることから、児童生徒に対して適切に
指導するに当たっての教師用指導資料を作成し、この春、
全公立学校に配布したところであります。
【平蔵とよし】 情報モラルやネットの安全に関する教育だけ
でなく、今後、社会生活で必要となるパソコンの活用法やパ
ソコンスキルの向上、プログラミング教育などについても力
を入れていく必要があると思いますが、教育長の御所見をお
伺いいたします。
【教育長】 今現在、高等学校では学習指導要領に基づきまし
て全ての生徒に対して情報に関する科目の学習を行っており
ます。社会の情報化の進展に主体的に対応できる能力と態度
を育成しているということであります。
プログラミング教育につきましては、一部の専門高校など
でプログラミング関連の科目を開講いたしまして情報システ
ムの構築や開発に関する学習を行っているところでございま
すけれども、普通高校等においてもプログラミングの基礎と
なりますアルゴリズムを学ぶことで問題解決の手順を論理的
に思考する力の育成に役立てることができるというふうに言

われておりますことから、教科「情報」の中で取り入れて学
習していくことも大切だろうというふうに考えております。
【平蔵とよし】 パソコンのスキルアップは社会生活において
不可欠となっており、そのためにも教育現場への活用がさら
に求められていると思います。学校における情報化の実態に
ついてはほかに平成 26 年３月現在の全国の小中高、特別支
援学校などの状況を文部科学省が取りまとめた学校における
教育の情報化の実態等に関する調査があります。この結果を
見ると、パソコン１台当たりの児童生徒数は全国平均で 6.5
人となっており、文科省が掲げる平成 29 年度までの数値目
標 3.6 人にはまだまだほど遠い状況と言えます。自治体に
よってかなりばらつきがある状況で多額の整備費用の問題や
学校の情報化への理解や姿勢の差が顕著にあらわれているの
ではないでしょうか。
そこで、本県の公立学校のパソコンなどの配置状況と他県
と比較した場合の整備状況とその理由も含め、教育長にお伺
いいたします。
【教育長】 先般の文科省の調査結果によれば、平成 26 年
３月現在の本県の公立高等学校のパソコン等の整備状況で
ございますけれども、まず教科「情報」などで生徒が使用
するいわゆるデスクトップ型の教育用パソコンについては、
全国平均を若干下回る生徒数 5.2 人に１台の配置になって
いるということでございます。また、教員が教材作成に使
用するパソコンについては、平成 19 年度より１人１台パソ
コンの配備などを進めてきた結果、正規教員１人当たり 1.5
台と全国平均を大きく上回る状況ということでございます。
さらには普通教室などの授業で活用するために電子黒板機
能つきのプロジェクターや実物投影機などについては、Ｉ
ＣＴ機器の積極的な活用によって生徒の視聴覚に訴え、授
業効果を高めることを狙いといたしまして、県立高校に平
成 25 年度より集中的に整備を進めております。プロジェク
ターにつきましては今年度 762 台、実物投影機につきまし
ては 157 台というふうになっておりまして、これは全国平
均を大きく上回るものというふうに見込んでおります。
【平蔵とよし】 パソコンはデスクトップやノートパソコン、
タブレット端末とそれぞれ形態が異なり、またパソコンで利
用するソフトや教材などにはさまざまなものがありますが、
本県の県立学校におけるパソコンを使った学習の内容や教育
活動の現状を教育長にお伺いいたします。
【教育長】 現在、県立学校では実物投影機を使いまして実
際のものを映して見せたり、パソコンを使って３Ｄ画像や
シミュレーションの過程や結果を見せるなど、生徒の学習
分野への関心を高めたり、知識の定着を図ったりする場面
などで活用しているということであります。例えば国語や
地歴公民の授業では教科書本文や写真などの資料をスク
リーンに投影しながら教師が説明を加えたり、数学や理科
では図形やグラフ作成ソフトなどのアプリケーションソフ
トをパソコンに取り込んで図形や線の動きを生徒にわかり
やすく示したり、英語では外国人が英語で話す場面を映し
まして、その音声に合わせて生徒に発音をさせるなどといっ
た学習を行っております。
【平蔵とよし】 パソコンなどの整備が進むと個人情報などの
管理に対策が必要になってまいります。各学校における情報
セキュリティ対策は児童生徒の成績のほか、個々の個人情報
をしっかりと保護する観点でも重要と考えますが、現状での

県の取り組み内容や今後の課題を教育長にお伺いいたします。
【教育長】 県立学校におけます情報セキュリティ対策であり
ますけれども、県の情報セキュリティポリシーに基づきまし
て権限のない者への重要な情報の漏えいの防止でありますと
か、情報の改ざん、破壊による被害を防止するという観点か
ら適切な対応に努めております。情報セキュリティ研修を毎
年度当初に実施し、周知徹底を図っているところであります。
しかしながら、今般の日本年金機構のような事案のように
悪意のあるものからの特定の組織を標的とした攻撃には十分
な注意を払う必要があるというふうに考えておりまして、今
般の事案についてその特徴や応急の対策について各学校に周
知したところであります。今後も情報漏えいの防止にしっか
りと取り組む必要があるというふうに考えております。
【平蔵とよし】 次に国は平成 32 年までにタブレット端末など
パソコンを児童生徒に１人１台整備する目標を掲げているこ
とから、自治体ではタブレット端末の全校配備、さらには児
童生徒１人１台の配備などの動きが急速に広がっております。
そこで、本県でも各学校へのタブレット端末の整備を早急
に進めるべきと思いますが、教育長の御所見をお伺いいたし
ます。
【教育長】 県立学校におけますタブレット端末の導入につ
いてでありますけれども、まず特別支援学校では児童生徒
一人一人の障害の特性や程度に応じましてきめ細やかな指
導を行っておりまして、ＩＣＴ等の支援機器の活用がより
学習効果が高いというふうに考えられますことから、平成
25 年度から国のモデル事業を活用して９校に 64 台を導入
してその積極的活用に向けた実践研究、これを行っている
ということであります。また、高等学校でありますけれども、
昨年度末現在で 13 校 143 台のタブレット端末を整備して
おりますが、今年度新たに 79 台導入する予定にしておりま
す。このほか、教育センターに今年度初めて 62 台のタブレッ
ト端末を整備したところでございます。
【平蔵とよし】 ハード面の整備を進めると同時に最大限に利
活用できるように教育現場への対応が必要と思うわけであり
ます。実際に現場の教員からは
「授業で効果的に活用できる」
、
「可能性を感じる」といった声がある一方、
「どう使えばいい
かまだまだ手探り」という意見もあると聞いております。今
後は現場の教員のタブレット端末を活用した学習指導法のス
キルアップや、児童生徒にとっての適切な教材の選択などが
自治体にとって喫緊の課題と言えるのではないでしょうか。
タブレット端末を導入しても教材のＤＶＤ動画の視聴や単に
プリントのかわりとしての活用だけでは十分な利活用方法と
は言えないと思います。
タブレット端末を使い、自宅で予習し、学校では教え合い
などで学び合える反転授業など、ＩＣＴを活用した新しい学
びについては政府の教育再生会議の資料などでも取り上げら
れております。本県においてもこういったタブレット端末を
活用した新しい学びの形態を取り入れればと思いますが、教
育長の御所見をお伺いいたします。
【教育長】 タブレット端末でありますけれども、現在モデル
校を設定し、今試行を重ねているところであります。
モデル校等の高校では、例えば生徒の解答などを無線ＬＡ
Ｎを通じて教員にリアルタイムで配信させて即座に生徒の理
解度を図ったり、あるいは教員から生徒用タブレット端末に
課題を送って、これをグループ活動で話し合って分析し、そ

の結果をプロジェクターで映してクラス全体への発表などに
活用している、こういった形で利用しているということでご
ざいます。また、特別支援学校では板書を撮影して文字拡大
機能で確認してもらう、あるいは学習アプリケーションを活
用し平仮名文字の書き方を指でなぞったりなど、障害の特性
や実態に応じて活用を進めているということであります。
しかしながら、タブレット端末が学校教育に普及するため
にはコンテンツを作成する能力が教員に求められるというこ
とであり、駆使する力量が求められるということでもありま
す。このため、少し時間はかかるというふうに思いますけれ
ども、タブレット端末には即時的で双方向的な活用ができる
というメリットがあります。さらに学習者へ個別的対応がで
きるというメリットが大きいということであります。今後さ
らに求められるアクティブ・ラーニング型授業にもしっかり
つながっていくものであるというふうに考えております。
今後、モデル校等での活用事例や課題をしっかりと整理し
て、学習効果の高いツールとして学校現場で活用する、そう
いう姿勢で臨んでまいりたいというふうに思っております。
【平蔵とよし】 タブレット端末の授業での活用推進と教員の
指導力の向上のためにワーキンググループの立ち上げや意見
交換などを行うタスクフォースを設置してはいかがでしょう
か、教育長の御所見をお伺いいたします。
【教育長】 授業におけますパソコンなどの活用策については、
各県立学校単位で昨年度からＩＣＴ活用推進リーダー及び各
教科のＩＣＴ担当者を選出いたしまして授業改善のためのＩ
ＣＴ活用の研究を進めているということであります。この研
究結果をまとめた活用事例集をこの４月に全県立高校に配布
したところということでございます。また、タブレット端末
の活用策につきましては今年度からタブレット端末を配備し
たモデル校４校のＩＣＴ担当教員によるワーキングチームを
立ち上げると同時に、ＩＣＴを活用した公開授業や協議会を
開催してタブレット端末の活用も含めてＩＣＴ活用の研究、
実践を始めることにしております。
県教委といたしましてはそうした各学校の研究、実践を強
く導いて、その成果を広く県内の高校に波及させ、各学校が
スムーズにＩＣＴ活用ができる環境づくりを一層進めていき
たいというふうに思っております。

上記以外の質問

戦後70年

戦争の歴史を風化させない
「終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、
二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教
訓の中から、未来への知恵を学ばなければならないと考えます。
」

～戦後７０年安倍首相談話冒頭より～

私たちは戦争によって引き起こされた悲劇を後世に伝承していかな
ければなりません。国内外に斃れたすべての人々の命の前に、深く
頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに、永劫の、哀悼の誠を捧げます。

伊号 122

終戦間近の 20 年 6 月、能登半島・禄剛崎沖で米
潜水艦の魚雷を受けて不運な最期をとげた旧日本軍
潜水艦「伊号 122」の洋上慰霊祭を行いました。
「伊号 122」は舞鶴港から穴水湾の潜水艦基地へ
回港中で、当時、日本海軍の潜水艦は沿岸では敵の
船と区別できるように潜航するのが禁じられていた
ため米潜水艦の標的にされ、当時を知る人は、沖合
を浮上航行中の「伊号」が突然、大音響とともに激
しい水柱を上げて沈没していくのを目撃したと言い
ます。
「伊号」は約 120ｍの海底からの引き上げが困難
なために、今現在も沈んでおります。この能登での
戦争の実像は何年経とうとも決して忘れてはいけな
い、伝えるべきことであると強く思い、終戦 70 年
の節目に 36 年ぶりとなる洋上慰霊祭を企画した次
第であります。

上記内容以外にも下記の質問を行いました。

【3 月予算委員会にて】
◆のと里山空港について

◆地域経済と人口ビジョンについて
◆ふるさとイベント大賞受賞に関して

洋上慰霊祭

【出典】平成 27 年 8 月 12 日

北國新聞

パラオ ペリリュー島慰霊
県内の若手議員 13 名で太平洋戦争の激戦地と

◆介護事業について

なったパラオのペリリュー島などを慰霊のために

◆道路拡幅事業について

訪問しました。

【6 月予算委員会にて】

◆珠洲で開催される「日本ジャンボリー」について
◆道路交通法改訂に関して

現地では田尻和宏駐パラオ大使との
懇談もできました。改めて戦争の悲惨さ
を思い知らされ、戦没者に深い追悼の
意と平和への祈りを捧げます。

いよいよ本格的に動き出す「奥能登国際芸術祭」
１.奥能登国際芸術祭のコンセプト

アート
×
学び
アート
×
公共施設
交通

アート
×
建物再生

≪テーマ≫
日本の祭と
食文化の
源流を探る

アート
×
健康

×祭り
×食
アート
×
企業
アート
×
コミュニティ
アート

アート
×
食

×
祭り

×健康

キリコなど、地元のお祭りに観光客やボランティアが参加。
一体となって盛り上がる。ヨバレを観光客にも体験させる。
農業体験と連携したアートプロジェクトを展開したり、空
家をレストランや農産物販売所へと再生し、それを地元住
民が運営する。
トレッキング、サイクリング、釣り、スケッチ、山歩きなど
をアートイベントとして開催する。

×公共施設
・交通
×学び

アーティストや大学、企業のネットワークを活かし、多種
多様な分野で活躍する方々を講師に迎え、環日本海のネッ
トワークをつくっていく。

×建物再生
×企業

公園、施設、バスなどの乗り物をアーティストや建築
家が手がけアート化する。特に新設の場合は設計段階
から参画し空間やデザインの一体化を図っていく。

使われていない空家や廃校を活用し、アトリエや
美術館、レストラン等へ再生していく。

地元産品とアーティストがコラボレーションし、リデザイン
された商品を地域のオリジナルブランドとして販売する。

× コミュニティ

アーティストが制作活動や生活場所の１つとして
地域に継続的に入り込み、コミュニティの一員とし
て、地域の方々と共に地域の将来計画を見据えた
活動を行いながら、新しい魅力を創出していく。

2.日本の祭りと食文化の源流を探る～日本文化・ 現代アートに出会う
奥能登国際芸術祭では、現代アート を通して珠洲の魅力を掘り起こし、国内外に発 信します。
地球 環 境の悪 化と資 本主義の倫 理 性が問われ、日本 列島の成立と未 来 を考えなくてはならない 現 在こそ、珠洲
の持っている日本文化の原型、忘 れられた日本 を大切にしなが ら、アート を媒 介として地域の特性や課 題を浮き彫り
にしていくことで、将来にわたる地域づくりの指針と地域活性化の礎をつくります。
国内外からの旅行者など

交流

交流

奥能登国際芸術祭（仮）

アーティスト・
ボランティア

現代アートによる魅力付け
＜珠洲の里山・里海＞
空家・廃校、祭り、田畑、
農業・漁業、食、生活技術

住民・商店・会議所・
学校・行政等

3.今年度の実施事業と今後のスケジュール・ 計画
2015 年度

2016 年度

2017 年度

5～6月
12 月
10 ～ 3 月
2月
4～6月
10 ～ 12 月
1～3月
4～8月
9 ～ 10 月

集落説明会・住民勉強会（※住民勉強会は会期直前まで継続）
アート制作場所のリストアップや地区コンセプトの決定
ヨバレ体験 Vol.1、WEB サイト開設、オクノート事業開始
奥能登国際芸術祭シンポジウム開催
作品・グッズデザイン公募、アート作品公募
ヨバレ体験 Vol.2、作品決定
アーティストと集落との面談→展示場所の確保
作品制作
奥能登国際芸術祭

今 後も地域の活性化
を目的とした様々な活
動を行っていきます。
皆様のご 協力を
お 願いいたします︕

◆市内各地で計10回の地区別説明会が開催されました
奥能登国際芸術祭への市民のみなさんのご理
解を深め、芸術祭を契機としたまちづくりや地
域活性化に向けた取り組みを一層推進していく
ため、去る 5 月 25 日から 6 月 22 日までの約 1
か月間において、市内 10 公民館を会場に奥能
登国際芸術祭に係る地区別説明会が開催されま
した。
10 回の説明会では延べ 269 名の市民のみな
さんの参加のもと、奥能登国際芸術祭総合ディ
レクターである北川フラムさんがその概要を説
明。その後、北川さんとの間で、活発な質問や
意見交換が行われました。

●奥能登国際芸術祭のメインテーマは何か。
地域で受け継がれてきた豊かな食や、キリコ祭りに代表される独特の伝
統文化を中心として、
「日本の祭と食文化の源流を探る」としている。

●開催時期については、いつ頃を予定しているのか。
平成 29 年の 9 月上旬から 10 月下旬を予定している。

●実際どのくらいのアーティストが来るのか。
詳細は未定だが、30 ～ 50 組程度は来ると思われる。

●訪れる客層はどんな人たちとなるのか。
先進地の例からも、ターゲットとなるのは
20 代～ 30 代の女性が主な客層と予想される。

●市民はどのように協力すればよいか。
アーティストの創作活動へのお手伝いや、レストランやカフェの運営、
現地のガイド等が想定される。先進地である越後妻有や瀬戸内でも、地
域内外からのボランティアスタッフが活動の中心を担っているが、珠洲
市についてもこれから市民のみなさんに声かけし、手伝って頂く仕組み
づくりやボランティアを受け入れる組織づくりを進めていく。

●地域の祭りやヨバレとの関わりは。
祭りやヨバレは、奥能登国際芸術祭における大きなコンテンツとなる。
日中は市内各所でのアート作品や活動に触れて、夜は地域の祭りを体験
してもらうのがイメージ。これに向けて地域のみなさんと相談しながら、
受け入れの態勢等について整備していきたい。

◆新潟妻有にて開催された「大地の芸術祭」 現地視察の様子

活動の一部紹介
統一地方選挙

意見発表

第６６回全国植樹祭

金沢市で講演

自民党石川県連街頭キャラバン

第７９回珠洲商工会議所通常議員総会

珠洲市消防団訓練大会

功労者表彰式

要望活動

社会福祉大会

大地の芸術祭視察

珠洲市防災訓練

詳しくは平蔵とよしオフィシャルブログにて公開しております

URL : http://ameblo.jp/heizou-toyoshi/

平蔵とよし事務所

〒 927-1223 石川県珠洲市宝立町鵜島ハ -97
URL：http://www.heizou-toyoshi.jp/
TEL： 0768-84-1610

