
◎県政学習バス（個人）参加者募集 

１ 目  的 県及び市町等の施設見学や体験を通して、県政に対する理解を深 

  めてもらうことを目的に運行 

２ 対  象 加 賀 地 区     ：かほく市以南の市町在住の成人男女 

中能登地区：七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町在

住の成人男女 

奥能登地区：輪島市、珠洲市、能登町、穴水町在住の成人男女 

３ 運 行 日  加 賀 地 区     :9/18(水)、10/7(月)、10/20(日)、11/8(金) 

中能登地区：9/21(土)、10/3(木)、10/16(水)、11/8(金) 

  奥能登地区：10/17(木)、9/25(水)～26(木)(1 泊 2 日) 

４ 定  員  各運行日４３人 

（※応募多数の場合抽選） 

５ 参 加 費  施設入場料、昼食代、保険料、宿泊料など実費負担 

６ 申し込み・問い合わせ先 

    加 賀 地 区     ：男女共同参画課  TEL 076-225-1376 

    中能登地区：中能登総合事務所 企画振興課  TEL 0767-52-6113 

    奥能登地区：奥能登総合事務所 企画振興課  TEL 0768-26-2303 

７ 申込受付期間 

    8/14(水）～8/28（水）＜当日消印有効＞ 

  ※ 往復はがきでの申し込みが必要 

  ※ 下記のアドレスからも詳細がご覧いただけます。 

 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/31bus/31kojinbus.html 

（資料提供） 

令和元年７月２３日 

男女共同参画課         

企画管理グループ：新田、中嶋 

TEL 076-225-1376（内線3864） 



令和元年度個人県政学習バス実施要領(加賀地区) 

～ この秋… あなたも バスに乗って石川県を学びませんか ～

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

灘町にお住まいの成人男女 

２ 運行日・コース 

  裏面からご希望のコースをお選びください。 

３ 申込受付期間 
 令和元年８月１４日（水）～８月２８日（水）まで〈当日消印有効〉 

４ 参加費用 
各施設入館料、昼食代、傷害保険料（詳細裏面） 
※ 参加費用は、当日現金で集金します。 

５ 申込方法 
・ 《記入例》を参照のうえ、往復ハガキでお申し込みください。 

・ １枚の往復ハガキで５名まで申し込むことができます。参加希望される方全員のお名前を

記入してください（連絡先は代表者のみ記入）。 

・ 複数のコースを希望する場合、コースごとに１枚の往復ハガキでお申し込みください。 

《記入例》 

000-0000 

 返信 

 金沢市○町○丁目○番地 

 石川 太郎 様

① 希望コース

9月18日(水)中能登コース 

② 乗降場所 金沢駅西口

③ 参加者氏名
石川 太郎、石川 花子 

④ 連絡先 石川 太郎

〒000-0000 

金沢市○町○丁目○番地 

 電話番号 000-0000-0000 

 （日中連絡の取れる番号） 

６ 申 込 先 
   石川県 男女共同参画課 企画管理グループ 

 〒920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地   TEL（076）225－1376 

７ そ の 他 
・ 個人県政学習バスは、県民大学校の教養講座（単位数１）になっています。 
・ 見学施設及び参加費（見学料・保険料など）は、変更となる場合があります。 
・ 途中下車はできませんので、ご注意ください。 
・ 各コースの定員は43名とし、申し込み多数の場合は抽選により決定します。 

なお、申し込み人数が少ないコースは中止となる場合があります。 
・ 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中止する場合があります。 

 920-8580 

往信 

金沢市鞍月１丁目１番地   ＜空白＞ 

石川県男女共同参画課 

企画管理グループ 行 



運行コース  ＊コース及び参加費（保険料39円含む）は変更になる場合があります。 

9／18（水） 

中能登コース 

中能登探訪の旅 

公立小松大学中央キ
ャンパス横(小松駅
近く) 

７：４０発 
１７：４０着 

金沢駅西口 
９：００発 

１６：３０着 

参加費  1,839円 
（入館料、保険料、昼食代） 

西田幾多郎記念哲学館(入館料：250円) 
日本を代表する哲学者である西田幾多郎博士に関する展示を行っ

ている全国的にも少ない博物館です。 

昼能登食祭市場 加賀屋七尾店（昼食代：1,350円） 

のと里山里海ミュージアム 
  平成30年10月に開館した能登の豊かな自然と、連綿と受け継がれ

てきた歴史や文化の価値を発信するミュージアムです。 

石川県森林公園(体験料：200円) 
石川県政100周年記念事業の一環として、昭和48年に開園した公園

です。園内散策と焦がし絵を体験していただきます。 

10／7（月） 

加賀・白山コース 

自然とふれあい

ながら楽しく 

学ぶ旅 

金沢駅西口 
７：４０発 

１７：１５着 
 
公立小松大学中央キ
ャンパス横(小松駅近
く) 

９：００発 
１６：０５着 

参加費 2,274円 
（入館料、保険料、昼食代） 

尾小屋鉱山資料館(入館料：400円) 
明治時代から昭和中期までの産業遺産として、貴重な北陸唯一の

鉱山資料館。マインロード(坑道)も見学します。 

昼能美市ふるさと交流研修センターさらい（昼食代：1,375円） 

ふれあい昆虫館(入館料：360円) 
生きた昆虫が観察できるテラリウムや亜熱帯の自然を再現した

放蝶温室「蝶園」など自然の大切さを学ぶことができます。 

白山ろくテーマパーク吉岡園地(体験料：100円) 
 白山ろくの美しい景観や四季を体感できる園地です。園地のお花

 でしおり作り体験をします。 

10／20（日） 

奥能登コース 

奥能登の空と海

を巡る旅 

金沢駅西口 
８：３０発 

  １７：２０着 

参加費  2,319円 
（入館料、保険料、昼食代） 

柳田星の観察館「満天星」(体験料：440円) 
プラネタリウム体験をします。 

昼やなぎだ植物公園 PICCORO（昼食代：1,580円） 

のと海洋ふれあいセンター(入館料＋体験料：260円) 
海の自然に関する調査研究と普及啓発を行う海の自然保護セン

ターです。館内見学とプチクラフト体験をします。 

11／8（金） 

金沢コース 

いざという時の

備えを学ぶ旅 

公立小松大学中央
キャンパス横(小松
駅近く) 

７：４０発 
１７：１０着 

金沢駅西口 
９：００発 

１５：５０着 

参加費  1,659円 
（入館料、保険料、昼食代） 

国際交流センター 
国際理解講座を実施します。 

消防学校 
人命救助と火災発生時の対応の講座を実施します。 

昼地場産業振興センター アイ・エリア友禅（昼食代：1,620円） 

消費生活支援センター 
 生活全般に関するトラブルを防ぐための講座と、廃油を使ったエコ

キャンドル作り体験をします。 

 
石川県警察本部 
 交通管制センターと通信指令室を見学します。 



令和元年度 個人県政学習バス実施要領 

（中能登地区） 

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成人男女 

２ 運行日及びコース等 

   運行日、コース、参加費等は裏面のコース表をご覧ください。 

３ 申込受付期間 

   令和元年８月１４日（水） ～ ８月２８日（水） <当日消印有効> 

４ 参加費用 

   各施設見学料、昼食代、傷害保険料など（詳細裏面） 

※ 参加費は、当日現金で集金します。 

５ 申込方法 

  ・ 記入例を参照のうえ、往復ハガキでお申込みください。 

・ １枚の往復ハガキで５名まで申し込むことができます。参加希望される方全員のお名前 

を記入してください。（連絡先は代表者のみ記入）  

・ 複数のコースを希望する場合、１コースにつき１枚の往復ハガキでお申し込みください。 

《記入例》 

６ 申込先 

   〒９２６－０８５２ 七尾市小島町二部３３番地 

   石川県中能登総合事務所 企画振興課   （TEL ０７６７－５２－６１１３） 

７ その他 

・ 個人県政学習バスは、県民大学校の教養講座（単位数１）になっています。 

・ 見学施設及び参加費（見学料・保険料など）は、変更となる場合があります。 

・ 途中下車はできませんのでご注意ください。 

・ 各コースの募集定員は４３名です。応募者が多数の場合は抽選により決定します。 

申し込み人数の少ないコースは中止となる場合があります。 

・ 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中止する場合があります。 

（空 白） 

七尾市小島町ニ部３３番地 

石川県中能登総合事務所 

企画振興課  行 

往信 

926 – 0852 
① 希望コース

  9/21（土）のコース 

② 乗車場所 ＪＲ七尾駅前 

③ 参加者氏名

  中能登 太郎 七尾 花子 

  羽咋 次郎  計３名 

④ 連絡先（氏名・住所）

  中能登 太郎（代表者） 

  七尾市○○町○○番地 

（電話番号）000-0000-0000 

返信 

七尾市○○町○○番地 

中能登 太郎  様 

000 - 0000 

日中連絡の取れる連絡先 

を記入してください。 



令和元年度 中能登地区個人県政学習バス運行コース 

※ 参加費には保険料（３９円）を含みます。 
※ 見学施設及び参加費等は、変更となる場合があります。

９／２１（土） 

いしかわの城と希少な鳥 
にふれるコース 

参加費： ８１９円 
（見学料＋保険料）

ＪＲ七尾駅前 
７：５０発 

１７：２０着 

おりひめバス「鳥 屋 庁 舎 口」バス停 
８：１０発 

１７：００着 

羽咋市役所前 
８：４０発 

１６：３０着 

○金沢城公園 （５０円）
ボランティアガイドの解説付き
現在復元整備中の鼠多門の工事見学も可能です

昼 道の駅めぐみ白山 （昼食各自） 

○いしかわ動物園 （７３０円）
トキや本年３月に一般公開が始まったニホンライチョウ
などの希少な鳥のほか、たくさんの動物に会えます

１０／３（木） 

いしかわの歴史と伝統 
を学ぶコース 

参加費： １，５１９円 
（見学料＋体験料＋保険料）

ＪＲ七尾駅前 
８：１０発 

１６：３０着 

おりひめバス「鳥 屋 庁 舎 口」バス停 
８：３０発 

１６：１０着 

羽咋市役所前 
９：００発 

１５：４０着 

○石川県立歴史博物館 （８８０円）
本多の森公園にある趣のある赤レンガの建物
常設展示のほか、秋季特別展「前田家と北野天満
宮」の見学も可能です

昼 近江町いちば館 （昼食各自） 

○石川県立伝統産業工芸館 （６００円）
県内で現代まで受け継がれてきた３６業種の伝統の技
を観賞するほか、水引ポチ袋作りを体験します

１０／１６（水） 

能登の空・海体感コース 

参加費： １，０３９円 
（昼食代＋保険料）

羽咋市役所前 
８：１０発 

１７：００着 

おりひめバス「鳥屋庁舎口」バス停 
８：４０発 

１６：３０着 

ＪＲ七尾駅前 
９：００発 

１６：１０着 

○のと里山里海ミュージアム
能登の里山里海の自然環境や歴史・文化的価値の
ある暮らしを 「見て」 「ふれて」 「楽しく」 学びます

○のと里山空港
開港１７年目を迎えた能登の空の玄関口
普段立ち入ることのできない滑走路をバスで見学します

昼 セミナーハウス山びこ （昼食代 １，０００円） 

○石川県海洋漁業科学館
海や魚に関する情報がもりだくさんの施設
海藻しおり作りも体験します

１１／８（金） 

いしかわの水環境と 
白山ろくの信仰・文化を 

学ぶコース 

参加費： ６３９円 
（見学料＋昼食代＋保険料）

ＪＲ七尾駅前 
８：１０発 

１６：５０着 

おりひめバス「鳥屋庁舎口」バス停 
８：３０発 

１６：３０着 

羽咋市役所前 
９：００発 

１６：００着 

○石川県立大学
専門の教育機関で「いしかわの水環境」について楽しく
学びます

昼 石川県立大学学生食堂 （昼食代 ４００円） 

○白山比咩神社宝物館 （２００円）
全国三千余社の白山神社の総本宮、加賀一ノ宮の貴
重な宝物を所蔵した宝物館を説明付きで見学します

○手取川水道事務所鶴来浄水場
安全・安心なおいしい水ができる過程を見学します



１．対  象 
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町にお住まいの成人男女。 

２．運 行 日 
日帰りコース：令和元年１０月１７日（木） 
一 泊コース：令和元年 ９月２５日（水）～２６日（木） 

３．申込受付期間 
令和元年８月１４日（水）から８月２８日（水）まで（当日消印有効） 

４．参加費用 
各施設見学料、昼食代、保険料、宿泊費は参加者負担となります。 
※参加費は当日、現金で集金します。 

５．申込方法 
・《記入例》を参照のうえ、往復ハガキでお申込みください。 
・１枚の往復ハガキで５名まで申し込むことができます。参加される方全員の住所、氏名、 

生年月日を記入してください。（連絡先は代表者のみ記入） 

・複数のコースを希望する場合、１コースにつき１枚の往復ハガキでお申し込みください。 

《記入例》 

 ＜空白＞ 

６．申込先 
  〒９２９－２３９２ 

輪島市三井町洲衛１０部１１番１ 
石川県奥能登総合事務所 企画振興課（電話：０７６８－２６－２３０３） 

７．当日持参するもの 
参加費、筆記用具、参加票（返信ハガキ）、健康保険証 

８．その他 
・個人県政学習バスは、県民大学校の教養講座（単位数１）になっています。 
・見学施設及び参加費（見学料・保険料など）は、変更となる場合があります。 
・途中下車はできませんのでご注意ください。 
・各コースの定員は４３名とし、申込者多数の場合は抽選により決定します。 
なお、申し込み人数が少ない場合は、中止になることがあります。 

・乗降場所は「のと里山空港ターミナルビル」１ヶ所のみとなります。 
（お車でお越しの方は、のと里山空港駐車場をご利用ください。） 

・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中止する場合があります。 

【奥能登地区】 

詳細は裏面を参照。 

往信

929-2392 

輪島市三井町洲衛

１０部１１番１

奥能登総合事務所

  企画振興課 行

返信

929-0000 

輪島市○○○○‐○

奥能登 花子 様

①希望コース

  七尾方面日帰りコース 

②参加者住所、氏名、生年月日

・輪島市○○○○-○

奥能登 花子 

昭和○○年○月○日 

・輪島市○○○○-○ 

奥能登 太郎 

昭和○○年○月○日 

③連絡先

  奥能登 花子 

  〒929-0000 

  輪島市○○○○-○ 

 電話番号 

（携帯電話等）000-0000-0000 

※日中連絡の取れる番号 



■令和元年度奥能登地区運行コース■

◇気軽に学習したい方 

運行日・コース 発着時刻・場所 見学施設 

１０月１７日（木） 
七尾方面 

日帰りコース 
【定員 ４３名】 

【出発】 

のと里山空港 

ターミナルビル前  9:00 
※8:50までに 1階ロビーに 

集合してください。 

【到着】 

のと里山空港 

ターミナルビル前 17:00 

◇七尾美術館〔400円〕 
能登地方唯一の総合美術館。長谷川等伯の作品あり。「名品が

かたる 能登の美術」展覧会が開催中。  

◇七尾産業技術専門校 
普通職業訓練を実施し職業人として必要な能力の開発、向上

させることによって職業の安定を図る施設。 

・【昼食】食祭市場〔自由昼食〕 

◇のと里山里海ミュージアム  
能登の豊かな自然と受け継がれてきた歴史や文化の価値を発

信するミュージアム。見て、触れて、体感できる展示が充実

している。 

◇のと鉄道観光列車「のと里山里海号」〔1,530円〕 
能登の伝統工芸品で彩られた車内から里山里海の風景を見

学。乗務員の解説を聞きながらゆったりと列車に揺られて。 

◇じっくり学習したい方 

運行日・コース 発着時刻・場所 見学施設 

９月２５日（水） 

 ～２６日（木） 

白山・金沢 

一泊コース 
【定員 ４３名】 

 

 

 

 

 

 

 

【２５日出発】 
のと里山空港 

ターミナルビル前  9:00 
※8:50までに 1階ロビーに 

集合してください。 

【２６日到着】 
のと里山空港 

ターミナルビル前 17:15 

２５日（水） 

◇白山青年の家〔180円〕 
加賀平野を一望する白山市の舟岡山団地にある、宿泊研修施

設。工作、バードコールの体験あり。 

・【昼食】白山青年の家〔480円〕 

◇ふれあい昆虫館〔360 円〕 
日本海側最大規模の昆虫博物館。昆虫と触れ合うことで、自

然の大切さを学ぶことが出来る施設。 

◇能美市防災センター 
地震、煙避難、初期消火、強風体験など、災害疑似体験がで

きる施設。教育学習施設で、消防本部や消防署も併設。  

・【宿泊】兼六荘 

２６日（木） 

◇金沢城公園（玉泉院丸庭園） 
Ｈ27に復元された庭園。江戸後期の庭の姿を再現した歴史あ

る玉泉院丸庭園を自由見学。  

◇バリアフリー体験住宅 ほっとあんしんの家 
車椅子で生活するために考えて建てられた、バリアフリー体

験住宅。車椅子体験あり。  

・【昼食】タニタ食堂〔1,050円〕 

◇消費生活支援センター 
商品の購入や品質に関するトラブルの相談や悪徳商法に関

する被害の解決に向けてのお手伝いをしてくれる施設。生活

に密着した実験体験あり。（しみ抜き実験） 

◇うみっこらんど七塚 海と渚の博物館〔150円〕 
人と海の関わりと暮らしをテーマに能登半島の海の民族資料

を今に伝える自然体験型の博物館。 

参加費（一人当たり） 15,503 円（シングル） 

14,503 円（ツイン） 

13,103 円（トリプル） 
-内訳-

見学・体験料  690円 

昼食代    1,530円（25、26日分）

宿泊費  10,600～13,000円（１泊２食付）

保険料（仮） 283円 

※部屋の形態により宿泊費が異なります。 

※シングル、ツイン、トリプルからお選びくだ

さい。お一人様でツイン、トリプルの利用は

ご遠慮ください。 

※部屋の数に限りがあります。ご希望に添えな

い場合がございます。 

※大浴場はございません。各部屋ユニットバス

となります。 

参加費 1,969円 

-内訳- 

見学料 1,930 円 

昼食代  自由昼食 

保険料(仮)   39 円 

※コース及び費用は変更になる場合があります。 

※申込み後の参加辞退は、キャンセル料が発生す

る場合があります。 
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