
ＩＲいしかわ鉄道

のと里山里海号

会員募集中

お問い合わせ
ＩＲいしかわ鉄道　
☎０７６（２56）０５６０

３月１４日（土）開業

○現行運賃比（平均）：開業後１～５年目 約１．０９倍、６年目以降 約１．１４倍
　既に開業している他の並行在来線会社を大きく下回る水準に抑制

○乗り継ぎに伴う負担を抑制
　割引区間の平均で現行運賃の１．１～１．２倍程度

○現行の運行本数を維持した上で利便性に配慮
　・北陸新幹線の始発・最終列車に接続する列車を設定
　・金沢駅発の富山や七尾方面に向かう最終列車時刻を繰り下げ　など

○地域の皆さんにマイレール意識を持っていただけるよう利活用を促進
　・駅を活用した多彩なイベントの開催（朝市、写真展など）
　・パーク＆ライドの推進（駅前駐車場の優先割当など）　など
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お問い合わせ のと鉄道　☎０７６８（５２）４４２２

４月２９日（水・祝）運行開始

○ゆったりコース（土･日･祝日、夏休み／1日5本運行）
　車両2両1編成でビュースポットなどをゆっくり走り、専任のアテンダントがおもて
　なしします。一部の列車では能登の旬のスイーツや地酒などが味わえるお楽しみ
　プランもあります。　 ※食事付プラン　 ･スイーツプラン（七尾9：01発、穴水14：14発）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ･ほろ酔いプラン（七尾15：33発 ※土曜のみ）

２つの
コース
設定

○カジュアルコース（平日(水曜を除く)／1日6本運行）
　定期の普通列車に車両1両を増結し運行します。専任のアテンダントも乗車します。

○ゆったりコース（乗車運賃含む）
　1,500円（小人1,000円）

○カジュアルコース
　乗車運賃＋整理券300円
　　　　　　　※自由席、予約不要（定員有）

料　金

( 　　　　　　  )
※全席指定･予約制

→インターネット、電話または穴水駅にて、
　乗車日の1カ月前から予約受付開始

ＩＲいしかわ鉄道とは

県、市町、民間企業が出資し
誕生した鉄道会社です。

社名は「Ishikawa Railway」
の頭文字

～愛ある鉄道を目指して～

高松発          津幡発      森本発  東金沢発 金沢着        北陸新幹線「かがやき」
5:16          5:36          5:42    5:45 5:49      金沢発6:00→東京着8:32

①金沢駅で北陸新幹線始発に接続する列車

北陸新幹線「かがやき」          金沢発     東金沢着    森本着  津幡着         高松着
東京発21:04→金沢着23:35      23:43         23:46       23:49         23:55  0:16

②金沢駅で北陸新幹線最終から接続する列車

金沢発     東金沢着     森本着      津幡着    倶利伽羅着    富山着
23:01     23:05      23:08     23:13      23:18      23:58

普通運賃（開業時）

ダイヤ

ダイヤを工夫した例

現行金沢発
22:48 

③繰り下げられた金沢駅発富山方面への最終列車

金沢発     東金沢着 森本着      津幡着      七尾着
23:06     23:10 23:13     23:19 0:26

現行金沢発
22:41

④繰り下げられた金沢駅発七尾方面への最終列車

北陸新幹線開業後にのと鉄道が運行を開始する観光列車「のと里山里海号」。訪れる観光
客に、世界農業遺産の認定を受けた能登の里山里海の魅力を感じていただけるよう、
ダイヤ編成やサービス内容などを工夫し、おもてなしの心で運行していきます。

のと鉄道 観光列車

七尾発　  和倉温泉発 　　 穴水着
9:01       9:08      　　10:12

15:33     15:45      　　16:46
12:22     12:29      　　13:35

スイーツプラン

ほろ酔いプラン      3,500円

○ゆったりコース（土日祝日等）
○カジュアルコース（平日）

スイーツプランスイーツプラン

ほろ酔いプランほろ酔いプラン

サービスカウンター（車内販売）サービスカウンター（車内販売） 海向き展望シート ＋ 能登ヒバのテーブル海向き展望シート ＋ 能登ヒバのテーブル

ミニギャラリー
（伝統工芸品等）

ボックス席
＋

地元工芸の
パーティション

外観

外観

内装

→
→
→

穴水発            和倉温泉着     七尾着

14:14      　   15:11　  15:17
10:47      　   11:56     12:02→

→

穴水発             七尾着

12:02      　   12:44
7:59      　     8:40→

→
15:12      　   15:51→

七尾発             穴水着

13:13      　   13:54
9:03      　     9:48→

→
16:23      　   17:06→

3,000円
（小人2,500円）

北陸新幹線金沢開業と同時に金沢駅～倶利伽羅駅間の運営をＪＲから引き継ぎます。

※お申し込み方法など詳しくはＩＲいしかわ鉄道へ

いしてつ愛あーるくらぶ
ＩＲいしかわ鉄道を応援し、一緒に盛り
上げてくださる会員を募集中です。
【会員特典】開業記念入場券と
　　　　　一日フリーきっぷをプレゼントなど
【年 会 費】 一般1,000円　こども500円
【会員証等の発行】

産業廃棄物適正処理推進講習会（無料）

確定申告はお早めに

マンション管理基礎セミナー（無料）

女性県政学習バス参加者募集

しいのきコンサート（申込不要、無料）
「しんかんせんがやってくる！」

行政経営プログラム（仮称）案に
関する意見募集を行っています

狂言の会
＜和泉流＞＜大蔵流＞が石川の地にて競演
と　き　3月29日㈰　13：00～（開場12：00）
ところ　県立能楽堂（金沢市石引4－18－3）
内　容　和泉流「見物左衛門」野村萬師
　　　 　　　  「髭櫓」野村万蔵師
　　　　大蔵流「萩大名」茂山千五郎師
料　金　3,000円（全席自由）、高校生以下無料
※チケットのお求めは、県立能楽堂、県立音楽堂
　チケットボックス ほか
県立能楽堂　　　　　 ☎076（264）2598

　県の施設見学を通して県政に対する理解を深めます。
運行期間　5月7日～11月30日までの平日
　　　　　※一部土日の運行もあり
※申し込み方法など詳しくは下記へ【3月13日㈮締切】
①かほく市以南在住の方
　男女共同参画課　　　　 ☎076（225）1378
②七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町在住の方
　中能登総合事務所　　 　☎0767（52）6113
③輪島市、珠洲市、穴水町、能登町在住の方
　奥能登総合事務所　　 　☎0768（26）2303
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/27bus/jyosei.html

　マンション生活に伴うさまざまな問題や基礎知識
について、分かりやすく解説します。
と　き　3月22日㈰　13：30～16：30
ところ　県地場産業振興センター本館（金沢市鞍月2－1）
対　象　マンション管理人、居住者
※申し込み方法など詳しくは下記へ
建築住宅課　　　　　　　 ☎076（225）1778

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/

所得税・復興特別所得税および住民税　3月16日㈪まで
消費税および地方消費税　3月31日㈫まで
※住民税の寄附金控除を受けるには確定申告が必要で
　す。相談と申告書の提出はお早めに。
　国税庁ホームページからも申告書の作成が可能です。
金沢税務署　☎076（261）3221　七尾税務署　☎0767（52）3381
小松税務署　☎0761（22）1171　輪島税務署　☎0768（22）2241
松任税務署　☎076（276）2345

と　き　3月6日㈮　13：30～16：30
ところ　県地場産業振興センター新館（金沢市鞍月2－1）
内　容 「問題演習で学ぶ廃棄物処理法」
　　　　長岡文明氏（BUN環境課題研修事務所主宰）
※申し込みなど詳しくは（一社）石川県産業廃棄物協会
　☎076（224）9101へ
廃棄物対策課　　　　　　 ☎076（225）1472

と　き　3月7日㈯　14：00～15：00（開場13：00）
ところ　しいのき迎賓館（金沢市広坂2－1－1）
内　容　乗り物絵本の展示・読み聞かせ、乗り物の
　　　　歌の合唱
※詳しくは下記へ
県立図書館　　　　　　　 ☎076（223）9587

応募方法　所定様式を郵送、FAX、電子メールで下記へ
募集期間　3月10日㈫締切
※資料は県ホームページ、県庁行政情報サービス
　センター、小松県税事務所、中能登・奥能登総合
　事務所および下記で入手できます。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/gyoukaku/gyopro/
行政経営課　　　　　　　 ☎076（225）1246
　　　　　　　　　　  FAX 076（225）1287

Eメール gyoukaku@pref.ishikawa.lg.jp

けんぶつ  ざ   え もん

ひげやぐら

はぎだいみょう
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【ウイークリーいしかわ】
毎週日曜　PM5:25～5:30

【ほっと石川】
3月7日㈯　PM5:15～5:30
「ワークライフバランスの推進」

【石川ほっとニュース】
 毎週土曜　PM5:55～6:00

【ぶんぶんセブン】
 3月1日㈰　AM7:00～7:30
「いしかわジビエ」

【県からのお知らせ】
　毎週火・金曜
PM2:30頃（3分間）

毎週金曜日、お得で
役に立つ情報を配信！！
登録はこちらから

https://
ishikawa-
mmag.com

【素敵にモーニング】
　毎週日曜　AM9:55～10:00

メルマガ
石川

行政相談　☎076（225）1100ホームページ e130500b@pref.ishikawa.lg.jpE-mailwww.pref.ishikawa.lg.jp


