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～　 安 全 安 心を今日から明日へ　～
ほくてつニュース

北陸鉄道の多彩なニュースを地域の皆さまにお届けします。
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■ バス・電車のお問い合わせ　　　  TEL.076-237-5115
■ 高速バス・定期観光バスのご予約  TEL.076-234-0123　
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金沢の
魅力を
再発見!

人気スポット増! 金石・大野
金石・大野エリアは昨年、金沢港クルーズター
ミナルが開館するなど、いま注目を集めるス
ポットです。港町特有の歴史や文化を感じるこ
とができるほか、海の景色を堪能できるカフェ
など、素敵なスポットも近年増えています。

 バスガイド付きで満喫

バスで金沢や能登を観光する
北陸鉄道の「定期観光バス」に
新しいコースが登場します。
今、注目を集めているエリア
金石・大野をめぐるコースです。
地元の皆さんもご利用いただけるので、
金沢の新しい魅力を
楽しんでみてはいかがでしょうか。

魅力いっぱい「かないわ・おおの」へは

バス旅がおすすめ!

おとな 3,900円　
こども 2,900円

おとな 2,600円　
こども 1,600円

かないわ・おおのコース ［ 午後 ］
［運行日］ 1月4日～12月28日の
 水曜日※を除く毎日運行

「かないわ・おおの」
 コース登場!

定期観光バス かなざわめぐり
4月1日リニューアル

予約制予約制 バスガイド付バスガイド付

（空席がある場合に限ります。）

※各施設には駐車場があります。

当日でもご乗車可
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徒歩での時間の目安

路線バスのアクセス方法金石・大野方面まで

このほか、和倉温泉・輪島発のあさいち号・おくのと号といった
能登の魅力溢れるコースもございます。詳しくはこちらから

定期観光バスには、このようなコースもあります。
金沢まちなかコース ［ 午前 ］
［運行日］ 1月4日～12月28日の毎日運行

わじま号 ［ 1日コース ］

［運行日］ 毎日運行

おおの大橋から見える大野川と白山連峰 観光バスが各施設の目の前までご案内 船着き場の面影が残る風景

銭屋五兵衛記念館の
常豊丸模型

からくりパズル
からくりの技術や伝統が
手に取って楽しめます

観光駐車場がありませんので、公共交通が便利です

金石・大野の見どころをまわり、地元の方も、
そうでない方も今まで知らなかった金沢を見
つけることができるコースです。情緒溢れる
港町をバスガイドがエスコートするので、安
心してめぐることができます。

金沢駅（金沢駅西口6番のりば）から

04番「金沢港クルーズターミナル行き」
または03番「大野港行き」で約30分

中橋停留所（金沢駅より南へ徒歩5分）から

60番「金石行き」で約20分

61番「大野行き」または
63番「大野港行き」で約30分

中橋停留所は「金石・大野方面」と書かれた
停留所からご乗車下さい

※水曜日は、コースと運賃を変更して運行します。

おとな 7,700円　
こども 4,800円

金沢から



本紙掲載の写真・記事の無断転載および複写を禁じます。
本紙で掲載した情報は、一部を除き、2021年3月15日現在のものです。

ほくてつニュースに関するご意見・ご感想をお待ちしています。
こちらのQRコードから読み取りくださいQRコードはこちら
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（株）北鉄航空  ほくてつバスツアー
        LINEはじめました！

路線バスで巡る
まちなかぶらり散

歩旅

昭和20年に北陸鉄道浅野川線が誕生
し、昭和24年には駅名が「北鉄金沢駅」
に改称されました。平成13年には浅野
川線連続立体化工事が完成。北鉄金沢
駅は北陸初の地下駅となり、内灘駅まで
のアクセスの起点となっています。

昭和40年代の北鉄金沢駅。当時は粟ヶ崎
海岸まで運行していました。

歴史
探訪

鶴来への思いをお菓子
に託して80年余。上品
な甘さがたまらない
「えんどう大福」がイチ
オシです。「白山さんお
みくじせんべい」も人
気です。「恋のしらやま
さん」きっぷには、お好
きな和菓子1個と引き
換えできる特典（和菓
子券）があります。

営業時間 9時～18時半（日曜は17時まで）
火曜定休日  TEL 076-272-0325　

鶴来駅から徒歩15分 青年の家停留所から徒歩2分
（住所：白山市鶴来今町レ52）

金沢駅東口もてなしドーム地下内
ながおか菓子舗

おす
すめ

グルメ
スポット

※写真はイメージです。
　表記内容は予告なく変更される場合があります。

　あらかじめご了承ください。

バスや電車でお出かけ 沿線お楽しみ情報

浅野川線北鉄金沢駅

野町駅から鶴来駅
まで電車に乗って
白山比咩神社にお
参りし、鶴来の町
並みや文化、味覚
などを堪能する旅
の切符です。　

緊急時の対応訓練
緊急時にも、お客さまの安全
を第一に、迅速な対応ができ
るよう日々訓練に努めていま
す。

信号保安設備
石川線馬替1号踏切を更新。
無警報対策回路を導入し、保
安度の向上と安定した列車運
行の確保に努めました。

線路設備
鉄道施設総合安全対策事業
補助金を活用し、石川線西泉
2号橋梁など4カ所の改修を
行いました。

電路設備
石川線野々市駅～野々市工大
前駅間で、コンクリート柱を
新設するなど保安度の向上に
努めました。

昨年導入した浅
野川線03系を改
札から見ること
ができます。

恋のしらやまさん
　　　　　　　　  とは

北鉄駅前
センターで

モデルコー
スの

ルートマッ
プを

配布してい
るよ♪

鉄道線 安全に対する取組み
　当社では、鉄道輸送の安全に関する取組みや実態を皆さま
に広く紹介するため、毎年「安全報告書」を作成し公表してい
ます。今回は「安全報告書2020」からその一部をご紹介します。
　昨年度は3,400万円を保安防災対策費に充てました。また、鉄道施
設総合安全対策事業及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金
制度を活用し、老朽化した施設の改修・更新を行いました。
　今後もお客さまと地域の皆さまに安心してご利用いただける環境づくりに取組み、よ
り一層の安全確保に努めてまいりますので、石川線・浅野川線を是非ご利用ください。

SDGs  とは

北陸鉄道グループ社員が考える 
SDGs観光モデルコース

　「持 続 可 能 な 開 発 目 標
（Sustainable  Development  
Goals）」の略称です。 2015年9月、
国連サミットで採択された2030年ま
での国際目標で、持続可能な世界を
実現するための17のゴール（目標）と
169のターゲット（具体目標）から構
成されています。地球上の誰一人と
して取り残さないことを誓い、発展
途上国のみならず、先進国自身の普
遍的な取組を推進するものです。
　今回ご提案したコースは、金沢市
が取り組む「金沢SDGsツーリズム推
進事業」の一環として、北鉄グループ
の社内提案募集により選ばれた3
コースです。

公共交通を使った観光は、なんと言っ
ても環境面からSDGsの実現に貢献し
ます。そして地元の生活に密着した公
共交通を使えば、訪れる地域をより深
く知り、地元の方と触れあえる機会も
広がることでしょう。この3つのモデ
ルコースを手はじめに、金沢の現在の
SDGsを発見・体感する旅に、公共交
通を使って、どんどん出かけて欲しい
と思います。そして、そんな公共交通
の使い方を事業者と観光客や市民が
一緒になって広めていけたら素敵で
すね。
国連大学OUIK 事務局長　永井三岐子

新型コロナ
ウイルス

感染症予
防対策にも

取り組んで
います！

北鉄グループ社員から、持続可能な開発目標（SDGｓ）への貢献を目的とした、金沢ならではの魅力を再発見する観光モデルコースのご提案です。
アイデア次第でコースは無限大！ 公共交通を利用して自分だけのオリジナルSDGｓコースを見つけてみてはいかがでしょうか。

ふるさと再発見! 

IMAGINE KANAZAWA2030
推進会議事務局よりコメント

北陸学院ウィン館 石川県立美術館広坂別館 観音院

市民によって彫られた
約1,000体の石仏群（如来寺境内）

如来寺 あかり坂 八坂


