
県　　鳥
（イヌワシ）

Prefectural Bird
（Japanese Golden Eagle）

Prefectural Tree

県　　木
（ア　　テ）

（Ate）
Local Flower

（Chocolate Lilly）
郷土の花
（クロユリ）

昭和40年1月1日指定
　白山連峰に生息する日本最大級のワシで、翼
を広げると2ｍにもなります。全体に黒っぽい
茶色をしており、切り立った谷間の空をゆうゆ
うと飛んでいる姿は、貫禄があり、その雄々し
い姿と勇猛果敢な性質から広大・進取の気風が
感じられます。
　県内には30～40羽が住んでいると推定され
ますが、全国的に見ても300羽ぐらいしかいな
いことから、非常に貴重です。

Proclaimed on Jan. 1, 1965.
　The inuwashi, or the Japanese Golden 
Eagle, inhabiting the Hakusan Mountain 
Range, is one of the largest species of 
Japanese eagles. Blackish-brown in 
color, it boasts a wingspan of about two 
meters. The inuwashi cuts a striking 
figure as it flies through the skies, high 
above precipitous valleys, exuding a 
sense of grandness and boldness that 
leaves bird watchers in awe of the 
creature's magnificence. 
　The inuwashi is extremely precious as 
it is estimated that there are only about 
300 left in all of Japan, out of which 30 
to 40 are estimated to be inhabiting 
Ishikawa Prefecture.

昭和41年10月1日指定
　緑の環境づくりと愛樹思想の啓発を目的に県
民から公募し、指定されました。
　能登地方に多く生息し、本県独特の造林樹種
で家具、建築材や輪島漆器の木地にも多く使わ
れています。「アテ」の名はヒノキアスナロの
北陸での地方名です。

Proclaimed on Oct. 1, 1966
　In order to promote awareness about 
trees and environmental conservation, 
Ishikawa Prefecture gathered suggestions 
from prefectural residents and designated 
the ate tree as the prefectural tree. Ate, 
a tree found throughout the Noto region, is 
an afforestation species unique to Ishikawa. 
It is used in furniture and housing and is also 
the base material for Wajima lacquerware. 
Ate is the local name in the Hokuriku 
region for the evergreen Japanese 
cypress (hinoki).

昭和29年3月19日決定
　NHKにより、「郷土の花」として選ばれた
ものです。霊峰白山の弥陀が原、室堂平付近に
多く自生しています。標高2,300m～2,500m
で風雪に耐え、かれんに咲くクロユリは、広く
県民から親しまれています。

Proclaimed on Mar. 19, 1954. 　 
　Chosen as the "Hometown Flower" 
b y  NHK  ( J a p a n  B r o a d c a s t i n g  
Corporat ion ) ,  the  choco la te  l i l y  
(kuroyuri) grows naturally at altitudes of 
2,300 meters to 2,500 meters in the 
Midagahara and Murodo-daira area 
around Mt .  Hakusan.  Blossoming 
beautifully despite the harsh winds and 
snow, the chocolate li ly is greatly 
loved by the people of Ishikawa.

CITY AND TOWN IN ISHIKAWA PREFECTURE
（ 石　川　県　の　市　町 ）
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