
令和元年７月２９日 

 

 

 

 

高校生インフラツーリズム ～ふるさといしかわの公共工事を学ぶ旅～ 

の開催について 

 

 

１ 開催の趣旨 

 普段公共工事に触れる機会の少ない高校生を対象に、公共工事の必要性を理解し

ていただくとともに、建設業の魅力を肌で感じていただくため、夏休みを利用した

建設現場等の見学会を下記のとおり開催いたします。 

 

２ 開催要領 

（１）日時  能登コース 令和元年８月２日（金） 

加賀コース 令和元年８月８日（木） 

（２）主催   石川県土木部 

（３）対象   県内の高校に通う１～３年生 

 

見学先など詳細につきましては別添チラシをご覧ください。 

  

３ 問い合わせ先 

石川県土木部監理課建設業振興グループ 

ＴＥＬ：０７６－２２５－１７１２ 

（資料提供） 

監理課 建設業振興 G 

 担当：中、冨澤 

内線：５０２０ 

外線：225-1712 



輪島道路（小泉高架橋） 
〔写真提供：金沢河川国道事務所〕 

高校生 ツーリズム 
 ～ふるさといしかわの公共工事を学ぶ旅～ 

＜能登コース＞ 

2019.8.2（Fri）開催 

参加無料 
定員 先着 40名 

石川県土木部 
Ishikawa 
Public works Department 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 
Phone:076-225-1712 ／ Fax:076-225-1714 

申込締切 7.26（Fri） 

今日見た景色が、いしかわを創っている。 

急傾斜地崩壊対策工事 
※画像はイメージです  

測量体験 



 【お申込み方法】 
  ①Web（右のQRコードでも申込みフォームにアクセスできます。） 
    「石川県電子申請システム」で検索後、「手続き申込：手続き一覧」よりお申込みください。 
     石川県電子申請システム → 高校生インフラツーリズム＜8/２（金）能登コース＞ 参加申込 
 

  ②郵送 または FAX（参加申込書にご記入の上、下記お申込み先までお送りください。） 
 

   ※電話でのお申し込みは承っておりません。 
   ※申込みの際に収集した個人情報は本イベント開催のためのみに利用し、その他の目的では利用しません。 
 

 【お申込み・お問い合わせ先】 
   石川県 土木部 監理課 建設業振興グループ（〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地）  
    Phone : 076-225-1712  ／ Fax : 076-225-1714    

 

高校生 ツーリズム＜能登コース＞ 

申込締切 7月26日（金） 定員 先着40名 

※参加無料（別途、県負担により傷害保険に加入します。） 
※参加決定のお知らせは参加券の発送をもって代えさせていただきます。 

対 象 県内の高校に通う高校１～３年生 
建設業（土木／建築）、測量設計、建設現場に興味のある方の参加を待っています！ 

集合時刻 
・ 

解散時刻 

持ち物 
・ 

服装 
・汚れてもいい靴、服装（長袖、長ズボン） 

コース 
概 要 

2019年8月2日（金）12：20～15：40 開催日時 

『高校生インフラツーリズム＜能登コース＞』参加申込書 
（フリガナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○をつけてください）

　　　　　　　　　　　　 　　 男・女

　　　　年　　　月　　　日

満（　　　）歳

集合場所
（○をつけてください）

保護者の
氏　　名

印　
保護者の
電話番号

保護者の

メールアドレス

※お申込みには保護者の同意が必要です。保護者の署名･捺印を添えてお申込みください。

参加者の
氏　　名

学校名・学年

学校　　　　年生

羽咋駅（９：５０集合）　／　七尾駅（１０：４０集合）　／　穴水駅（１１：４０集合）

参加者の
電話番号

生年月日

参加者の
住　　所

〒

集合時刻 解散時刻

羽咋駅 　９：５０ １７：４０

七尾駅 １０：４０ １６：５５

穴水駅 １１：４０ １６：００

・水筒、雨具（帽子、カッパなど） 

※大型バスを手配します。 

必着 

①
『公共工事』を知る！

　＆測量機器体験

  公共工事の計画～完成までのプロセスを紹介するとともに、

  石川県測量設計業協会の協力のもと、最新の測量機器を体験

②

③

  崩壊した斜面の復旧工事現場（輪島市）を見学してもらい、

「災害から人命を守る工事」の役割を紹介

  大規模な道路建設現場（輪島市）での橋工事を見学するほか、

  自動制御で設計通りに動くICT建設機械を紹介

輪島道路建設工事

（小泉高架橋ほか）

急傾斜地崩壊対策工事

※ 小雨決行 

※詳細は参加券発送時に連絡します。 



金沢城公園鼠多門・鼠多門橋 
（完成予定イメージ） 

東部環状道路 月浦トンネル 
〔写真提供：金沢河川国道事務所〕 

高校生 ツーリズム 
 ～ふるさといしかわの公共工事を学ぶ旅～ 

測量体験 

今日見た景色が、いしかわを創っている。 

＜加賀コース＞ 

2019.8.8（Thu）開催 

参加無料 
定員 先着 40名 

申込締切 7.26（Fri） 

石川県土木部 
Ishikawa 
Public works Department 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 
Phone:076-225-1712 ／ Fax:076-225-1714 



 【お申込み方法】 
  ①Web（右のQRコードでも申込みフォームにアクセスできます。） 
    「石川県電子申請システム」で検索後、「手続き申込：手続き一覧」よりお申込みください。 
     石川県電子申請システム → 高校生インフラツーリズム＜8/8（木）加賀コース＞ 参加申込 
 

  ②郵送 または FAX（参加申込書にご記入の上、下記お申込み先までお送りください。） 
 

   ※電話でのお申し込みは承っておりません。 
   ※申込みの際に収集した個人情報は本イベント開催のためのみに利用し、その他の目的では利用しません。 
 

 【お申込み・お問い合わせ先】 
   石川県 土木部 監理課 建設業振興グループ（〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地）  
    Phone : 076-225-1712  ／ Fax : 076-225-1714    

 

高校生 ツーリズム＜加賀コース＞ 

申込締切 7月26日（金） 定員 先着40名 

※参加無料（別途、県負担により傷害保険に加入します。） 
※参加決定のお知らせは参加券の発送をもって代えさせていただきます。 

対 象 県内の高校に通う高校１～３年生 
建設業（土木／建築）、測量設計、建設現場に興味のある方の参加を待っています！ 

集合時刻 
・ 

解散時刻 

持ち物 
・ 

服装 
・汚れてもいい靴、服装（長袖、長ズボン） 

コース 
概 要 

2019年8月8日（木）13：15～16：35 開催日時 

『高校生インフラツーリズム＜加賀コース＞』参加申込書 

・水筒、雨具（帽子、カッパなど） 

※大型バスを手配します。 

必着 

※ 小雨決行 

※詳細は参加券発送時に連絡します。 

（フリガナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○をつけてください）

　　　　　　　　　　　　 　　 男・女

　　　　年　　　月　　　日

満（　　　）歳

集合場所
（○をつけてください）

保護者の
氏　　名

印　
保護者の
電話番号

保護者の

メールアドレス

※お申込みには保護者の同意が必要です。保護者の署名･捺印を添えてお申込みください。

参加者の
氏　　名

学校名・学年

学校　　　　年生

小松駅（１１：４０集合）　　　　　／　　　　　金沢駅（１２：５０集合）

参加者の
電話番号

生年月日

参加者の
住　　所

〒

集合時刻 解散時刻

小松駅 １１：４０ １８：００

金沢駅 １２：５０ １６：５５

③
東部環状道路

月浦トンネル工事

  大規模な道路建設現場（金沢市）でのトンネル工事を見学する

  ほか、３次元モデルの設計データなど最新技術を紹介

①

②

  公共工事の計画～完成までのプロセスを紹介するとともに、

  石川県測量設計業協会の協力のもと、最新の測量機器を体験

  金沢城公園で復元整備が進んでいる鼠多門・鼠多門橋の工事

  現場の内部を見学

金沢城公園　鼠多門・

鼠多門橋復元整備工事

『公共工事』を知る！

　＆測量機器体験
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