
 

 

 

 

 

◎家族県政学習バス参加団体募集 

 

     目  的         夏休み期間中の平日に、県及び市町等の施設見学を通

して、子どもたち（小学生）に石川県について学んでい

ただくことを目的として運行します。 

    

     対  象    小学生と保護者からなる３０人以上５０人までの団体 

（ただし、引率５人以上。複数の団体が合同で申し込 

 むことも可。） 

     運 行 日         ８月の平日（日帰り） 

     参 加 費         施設入場料、昼食代など実費負担 

         申込受付期間   ５月７日(水)～５月２１日(水)＜当日消印有効＞ 

                   ＊ 往復はがきでの申し込みが必要 

 

    申し込み、問い合わせ先 

     ○加賀地区（かほく市以南の市町在住者） 

      男女共同参画課         ℡ ０７６（２２５）１３７８ 

 

      ○中能登地区（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町在住者） 

      中能登総合事務所 企画振興課  ℡ ０７６７（５２）６１１３ 

 

     ○奥能登地区（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町在住者） 

      奥能登総合事務所 企画振興課  ℡ ０７６８（２６）２３０３ 

 
 

※ 上記以外詳細については、石川県男女共同参画課ホームページに掲載して
あります（平成２６年５月７日９時公開予定） 
ホームページ：www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/26bus/26familybus.html 

（資料提供） 

平成２６年５月７日 

男女共同参画課 

啓発普及グループ 千田 

TEL 076(225)1378（内線 3873） 



加賀地区  

 

平成２６年度家族県政学習バス（団体）実施要領 

～夏休みにグループで、バスに乗って石川県を学ぼう！！～ 

１ 対  象  

  金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘

町にお住まいの小学生と保護者からなる団体（子供会、児童クラブ等） 

＊参加人数は原則として３０人以上５０人まで（引率は５人以上でお願いします） 

＊県が準備するバス１台で運行します。 

＊複数の団体が合同で応募することも可能です。 
     

２ 申込受付期間  

   平成２６年５月７日（水）～５月２１日（水）＜当日消印有効＞ 
 

３ 運 行 日  

   平成２６年８月１日（金）～８月２９日（金）の平日 ※ただし、８月６日（水）を除く 

   同一日に複数の団体が重なった場合は、抽選により決定します。 
 

４ 参加費用 

無料（ただし、施設入場料、体験料、昼食代及び高速道路料金は参加団体の負担と 

なります。） 

傷害保険は、各団体で損害保険会社等にお申し込みください。 
 

５ 申込方法                                     

 《記入例》を参照の上、往復ハガキでお申し込みください。（１団体につき１枚のみ有効） 

 
《記入例》                                      
                                      

      920-8580                                                                   

  往信                          920-0000        ①団体名  ○○○児童クラブ        

  金沢市鞍月１－１                    返信             ②世話人氏名  石川 花子 
   石川県男女共同参画課        （空 白）   金沢市○町 1 丁目 1 番地     ③連絡先  〒○○○-○○○○ 
   啓発普及グループ 行                  ○○○児童クラブ          金沢市○町○番地 
 
                                   石川 花子 様      電話番号   （自宅）○○○-○○○○      

                                                                                           (勤務先) ○○○-○○○○ 
 
                                                                                                   ④希望日 第１希望 ８月８日（金） 
                                                                    第２希望 ８月21日（木） 

 

                                                    ⑤参加予定人数 45人(内引率6名) 

 
                                                 ⑥平成23～25年の参加状況 
                                              平成23年に参加あり 

     

６ 申込先                                        

 

     石川県男女共同参画課 啓発普及グループ 

〒920-8580   金沢市鞍月１－１   TEL ０７６－２２５－１３７８      

 



７ 参加団体の決定 

   申込団体の数が運行予定台数を上回った場合は、抽選により決定します。 

   （ただし、初参加もしくは平成２３～２５年に参加していない団体を優先します。） 

   抽選の結果は、返信ハガキで通知します。                    

 

 

８ 見学施設について        

見学施設については、抽選により運行が決定した後、石川県男女共同参画課へ 

ご相談ください。   

                   

☆見学施設の例☆    

 
 ◎体験してみよう！ 

    例えば……消防学校（金沢市）→ 消火器の体験、地震体験、救急車の見学など 

           子ども交流センター（金沢・小松・七尾市）→ 紙工作、木工作、プラネタリウム投映など 

              埋蔵文化財センター（金沢市）→ まが玉づくり、古代衣装体験、火おこしなど 

              白山ろく民俗資料館（白山市）→ わら細工、オバル染め 

 

 ◎生き物や自然にふれあおう！ 

      例えば……いしかわ動物園（能美市）          のとじま水族館 (七尾市） 

               ふれあい昆虫館（白山市）             柳田星の観察館「満天星」（能登町） 

       のと海洋ふれあいセンター（能登町） 

 

 ◎楽しく学ぼう！ 

               例えば……伝統産業工芸館（金沢市）         自然史資料館（金沢市）      

県警交通管制センター（金沢市）      航空プラザ（小松市）       

いしかわ総合スポーツセンター（金沢市）  尾小屋鉱山資料館（小松市）    

白山自然保護センター中宮展示館（白山市） 能登空港（輪島市） 

 

                                      ～石川県にはまだまだたくさんの施設があります～

 

《注意事項》 

・ ご希望の場所に午前９時にバスを配車します。集合場所は１団体１ヶ所とし、大型バスが 

駐停車でき、車や歩行者の迷惑にならない場所を指定してください。 

・ 安全運行に支障をきたす風雨、その他天候に関する注意報、警報が発令された場合など 

には、県の判断により運行を延期または中止する場合があります。 

  

  



中能登地区  

 

平成２６年度家族県政学習バス（団体）実施要領 

～夏休みにグループで、バスに乗って石川県を学ぼう！！～ 

１ 対  象  

  七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町にお住まいの小学生と保護者からなる団

体（子供会、児童クラブ等） 

＊参加人数は原則として３０人以上５０人まで（引率は５人以上でお願いします） 

＊県が準備するバス１台で運行します。 

＊複数の団体が合同で応募することも可能です。 
     

２ 申込受付期間  

   平成２６年５月７日（水）～５月２１日（水）＜当日消印有効＞ 
 

３ 運 行 日  

   平成２６年８月１日（金）～８月２９日（金）の平日  

   同一日に複数の団体が重なった場合は、抽選により決定します。 
 

４ 参加費用 

無料（ただし、施設入場料、体験料、昼食代及び高速道路料金は参加団体の負担と 

なります。） 

傷害保険は、各団体で損害保険会社等にお申し込みください。 
 

５ 申込方法                                     

 《記入例》を参照の上、往復ハガキでお申し込みください。（１団体につき１枚のみ有効） 

 
《記入例》                                      
                                      

      926-0852                                                                

  往信                          926-0000       ①団体名  ○○○児童クラブ        

  七尾市小島町ニ３３                    返信            ②世話人氏名  石川 花子 
   石川県中能登総合事務所      （空 白）   七尾市○町 1 丁目 1 番地              ③連絡先  〒○○○-○○○○ 
   企画振興課    行                  ○○○児童クラブ          七尾市○町○番地 
 
                                   石川 花子 様      電話番号  （自宅）○○○-○○○○      
                                                                                           (勤務先)○○○-○○○○ 
 
                                                                                                   ④希望日 第１希望 ８月８日（火） 
                                                                    第２希望 ８月21日（木） 

 

                                                    ⑤参加予定人数 45人(内引率6名) 

 
                                                 ⑥平成23～25年の参加状況 
                                              平成23年に参加あり 

     

６ 申込先                                        

 

     石川県中能登総合事務所企画振興課 

〒92６-０８５２  七尾市小島町ニ３３  TEL ０７６７－５２－６１１３      

 



７ 参加団体の決定 

   申込団体の数が運行予定台数を上回った場合は、抽選により決定します。 

   （ただし、初参加もしくは平成２３～２５年に参加していない団体を優先します。） 

   抽選の結果は、返信ハガキで通知します。                    

 

 

８ 見学施設について        

見学施設については、抽選により運行が決定した後、石川県中能登総合事務所へ 

ご相談ください。   

                   

☆見学施設の例☆    

 
 ◎体験してみよう！ 

    例えば……消防学校（金沢市）→ 消火器の体験、地震体験、救急車の見学など 

           子ども交流センター（金沢・小松・七尾市）→ 紙工作、木工作、プラネタリウム投映など 

              埋蔵文化財センター（金沢市）→ まが玉づくり、古代衣装体験、火おこしなど 

 

 ◎生き物や自然にふれあおう！ 

      例えば……いしかわ動物園（能美市）                のとじま水族館 (七尾市） 

               ふれあい昆虫館（白山市）                   柳田星の観察館「満天星」（能登町） 

        のと海洋ふれあいセンター（能登町） 

 

 ◎楽しく学ぼう！ 

               例えば……伝統産業工芸館（金沢市）               自然史資料館（金沢市）      

県警交通管制センター（金沢市）            航空プラザ（小松市）       

いしかわ総合スポーツセンター（金沢市）     尾小屋鉱山資料館（小松市）    

金沢港大野からくり記念館（金沢市）      能登空港（輪島市） 

 

                                      ～石川県にはまだまだたくさんの施設があります～

 

《注意事項》 

・ ご希望の場所に午前９時にバスを配車します。集合場所は１団体１ヶ所とし、大型バスが 

駐停車でき、車や歩行者の迷惑にならない場所を指定してください。 

・ 安全運行に支障をきたす風雨、その他天候に関する注意報、警報が発令された場合など 

には、県の判断により運行を延期または中止する場合があります。 

  

 



奥能登地区  

 

平成２６年度家族県政学習バス（団体）実施要領 

～夏休みにグループで、バスに乗って石川県を学ぼう！！～ 

１ 対  象  

  輪島市、珠洲市、穴水町、能登町にお住まいの小学生と保護者からなる団体（子供会、児

童クラブ等） 

＊参加人数は原則として３０人以上５０人まで（引率は５人以上でお願いします） 

＊県が準備するバス１台で運行します。 

＊複数の団体が合同で応募することも可能です。 
     

２ 申込受付期間  

   平成２６年５月７日（水）～５月２１日（水）＜当日消印有効＞ 
 

３ 運 行 日  

   平成２６年８月１日（金）～８月２９日（金）の平日  

   同一日に複数の団体が重なった場合は、抽選により決定します。 
 

４ 参加費用 

無料（ただし、施設入場料、体験料、昼食代及び高速道路料金は参加団体の負担と 

なります。） 

傷害保険は、各団体で損害保険会社等にお申し込みください。 
 

５ 申込方法                                     

 《記入例》を参照の上、往復ハガキでお申し込みください。（１団体につき１枚のみ有効） 

 
《記入例》                                      
                                      

      929-2392                                                                   

  往信                          928-0000     ①団体名  ○○○児童クラブ        

  輪島市三井町洲衛 10-11-1                 返信            ②世話人氏名  石川 花子 

  石川県奥能登総合事務所       （空 白）   輪島市○町 1 部 1 番地        ③連絡先  〒○○○-○○○○ 
   企画振興課 行                     ○○○児童クラブ          輪島市○町○番地 
 
                                   石川 花子 様      電話番号  （自宅）○○○-○○○○      
                                                                                          (勤務先) ○○○-○○○○ 
 
                                                                                                  ④希望日  第１希望 ８月８日（金） 
                                                                    第２希望 ８月21日（木） 

 

                                                  ⑤参加予定人数 45人(内引率6名) 

 
                                               ⑥平成23～25年の参加状況 
                                              平成23年に参加あり 

     

６ 申込先                                        

 

     石川県奥能登総合事務所企画振興課 

〒92９-２３９２  輪島市三井町洲衛10-11-1  TEL ０７６８－２６－２３０３   

   



７ 参加団体の決定 

   申込団体の数が運行予定台数を上回った場合は、抽選により決定します。 

   （ただし、初参加もしくは平成２３～２５年に参加していない団体を優先します。） 

   抽選の結果は、返信ハガキで通知します。                    

 

 

８ 見学施設について        

見学施設については、抽選により運行が決定した後、石川県奥能登総合事務所へ 

ご相談ください。   

                   

☆見学施設の例☆    

 
 ◎体験してみよう！ 

    例えば……消防学校（金沢市）→ 消火器の体験、地震体験、救急車の見学など 

           子ども交流センター（金沢・小松・七尾市）→ 紙工作、木工作、プラネタリウム投映など 

              埋蔵文化財センター（金沢市）→ まが玉づくり、古代衣装体験、火おこしなど 

              白山ろく民俗資料館（白山市）→ わら細工、オバル染め 

 

 ◎生き物や自然にふれあおう！ 

      例えば…… いしかわ動物園（能美市）                のとじま水族館 (七尾市） 

                ふれあい昆虫館（白山市）                   柳田星の観察館「満天星」（能登町） 

        のと海洋ふれあいセンター（能登町） 

 

 ◎楽しく学ぼう！ 

  例えば…… 伝統産業工芸館（金沢市）                   県警交通管制センター（金沢市） 

自然史資料館（金沢市）                     航空プラザ（小松市）       

いしかわ総合スポーツセンター（金沢市）     尾小屋鉱山資料館（小松市）    

白山自然保護センター中宮展示館（白山市）   能登空港（輪島市） 

 

                                      ～石川県にはまだまだたくさんの施設があります～

 

《注意事項》 

・ ご希望の場所に午前９時にバスを配車します。集合場所は１団体１ヶ所とし、大型バスが 

駐停車でき、車や歩行者の迷惑にならない場所を指定してください。 

・ 安全運行に支障をきたす風雨、その他天候に関する注意報、警報が発令された場合など 

には、県の判断により運行を延期または中止する場合があります。 
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