
第39回 全国土地改良大会

石川大会
参加の手引書

〔連絡責任者必携〕
【県外参加者向け】





連絡責任者の皆様へ

　「第39回全国土地改良大会石川大会」の開催にあたり、各県の連絡責任者の皆様

には、今後、それぞれの機関や団体との連絡・調整・確認をお願いすることとなり

ますので、業務ご多用とは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

　本大会は、石川県において「水土里の明日を築く土地改良　今こそ未来へつなぐ」

をテーマに農業農村整備に携わる関係者が一堂に介し、新たな農業・農村の展開方

向に即して、農業農村整備の重要性と、それを下支えする「水土里ネット」の役割

を再認識し、関係者皆様の意識の高揚と、我が国の農業・農村の更なる発展を目的

として開催します。

　また、大会式典はもとより、併催行事、事業視察等を通して、石川県の農業農村

整備事業や、世界農業遺産であり日本の原風景が広がる能登の里山里海、加賀百万

石の城下町の名残りと伝統文化が息づく県都金沢、歴史のある加賀温泉郷、九谷焼、

山中漆器の加賀等、石川の魅力を十分にご紹介したいと考えております。

　本大会が盛会に開催され、ご参加される皆様の心に残る大会としたく、大会事務

局をはじめ、水土里ネットいしかわの役職員が一丸となり、鋭意準備に取り組んで

参りますので、今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　全国から多くの皆様のお越しを心からお待ち申し上げます。

平成28年６月吉日

石川県土地改良事業団体連合会

第39回全国土地改良大会　石川大会

実行委員会委員長　西　村　　徹
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１．参加申込み
　大会にご参加の皆様の参加登録（大会式典・交歓会・事業視察等）、昼食弁当の手配、交通
機関・宿泊機関の手配、費用の精算については「近畿日本ツーリスト株式会社 金沢支店」に
業務を委託しております。
　以下の参加登録方法をご確認の上、参加申込書（県外用）に必要事項を入力頂き、期日まで
にＥメール・FAX及び郵送でお申込みをお願い致します。

【参加申込書（県外用）】
　参加申込書（県外用）は、水土里ネットいしかわのホームページからもダウンロード出来ます。
　本大会はＥメール・FAX及び郵送での受付となります。手書きによるFAX及び郵送は誤登録
の原因となりますので、出来るだけ変更や取消も含めＥメール利用にご協力をお願い致します。

●水土里ネットいしかわのホームページURL
　http://www.midori -net . jp
●参加申込受付先
　近畿日本ツーリスト株式会社 金沢支店
　担当：島崎、田中、高山
　〒920-0852　石川県金沢市此花町６−10　金沢ビル４階
　ＴＥＬ：076−232−0571　ＦＡＸ：076−232−3228
　Ｅメール：shimasaki080064@mb.knt.co. jp

２．資料の送付
　以下の資料を同封致しましたので、ご確認お願い致します。
⑴　大会参加のご案内
⑵　大会パンフレット
⑶　事業視察コース案内
⑷　参加の手引書《連絡責任者必携》県外参加者向け
⑸　参加申込書（県外用）
上記⑸の参加申込書（県外用）は、水土里ネットいしかわホームページからもダウンロード出
来ます。参加申込書に必要事項を記入の上、Ｅメール・FAX及び郵送でお申込みをお願い致し
ます。

３．参加申込み期限

平成28年８月５日（金）必着
※円滑な大会会場準備・事業視察・宿泊・バス輸送等の計画策定の為、上記期限内にご回答く

ださるようお願い申し上げます。

Ⅰ　大会参加のご案内
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４．大会参加の流れ
　本大会における申込開始から完了までの流れは以下の通りです。
　大会参加者からの申込みをとりまとめの上、お申込みをお願い致します。

※申込み締切は８月５日、大会参加費振込期限は９月23日となります。
※申込後の変更取消は、変更箇所が分かる様（見え消し）にご協力をお願い致します。10月上旬

から変更・取消料がかかります。詳細は５ページをご覧ください。
※申込書のフォームは加工をしない様にお願い致します。

【お問い合わせ先】

■大会内容に関する問い合わせ
　第39回全国土地改良大会　石川大会実行委員会事務局
　石川県土地改良事業団体連合会（水土里ネットいしかわ）内
　担当：山本、藤田、舘
　〒920-0362　石川県金沢市古府１丁目197番地
　ＴＥＬ：076−249−9910（直通）　ＦＡＸ：076−249−9912
　Ｅメール：39ishikawa@midori -net . jp

■大会参加登録・変更・お支払等に関するお問い合わせ
　【旅行企画・実施】
　近畿日本ツーリスト株式会社 金沢支店
　担当：島崎、田中、高山
　〒920-0852　石川県金沢市此花町６−10　金沢ビル４階
　ＴＥＬ：076−232−0571　ＦＡＸ：076−232−3228
　Ｅメール：shimasaki080064@mb.knt.co. jp
　総合旅行業務取扱管理者　稲川　育哉
　営業時間　月～金 9:15～18:00　　休業日　土・日・祝日

　総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引責任者です。この旅行契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申込みください。
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近畿日本ツーリスト株式会社 金沢支店
担当：島崎、田中、高山
Ｅメール：shimasaki080064@mb.knt.co. jp
ＴＥＬ：076－232－0571
ＦＡＸ：076－232－3228
誤登録防止の為、出来るだけＥメール利用にご協力をお願い致します。

振

　込

　先

北國銀行　香林坊支店
普通口座　口座番号３５４７９０
口座名：近畿日本ツーリスト㈱
　　　　金沢支店

※９月23日までに振込をお願い致します。

水土里ネットいしかわ
ＨＰからもダウンロード
出来ます

申込締切：８月５日

９月12日
発送予定 振込期限：９月23日

送付物に相違がないか
確認をお願い致します。
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５．大会の参加費について
※金額は全て税込となります。
⑴　大会参加費 10,000円
⑵　昼食費（弁当） 1,500円
⑶　交歓会費 7,000円
⑷　事業視察参加費

　　※独自バスでご参加の場合、事業視察参加費は無料です。（昼食代・観光入場料金は除く）
　　　視察先受入準備のため行程表のご提出をお願いします。

６．大会当日の昼食について
　昼食をご希望の方は、参加申込書にてお申込みください。
　昼食の内容は「石川県産食材を中心とした特製弁当」をご用意させて頂きますので是非お申
込みください。大会会場周辺には食事施設はございません。当日のお申込みはお受けできませ
んので予めお申込みください。昼食は当日11時からご用意させていただきます。

７．交歓会（歓迎レセプション）について
　大会式典終了後、全国からの大会参加者相互の情報交換の場、参加者に対する歓迎の場とし
て石川流のおもてなしをご用意し交歓会（歓迎レセプション）を開催します。
　能登の里山里海の恵み、伝統の加賀野菜等、石川の農山漁村で育まれた、安全・安心な食材
を活かした料理、飲物を提供し、石川県の食材のＰＲ、食文化の発信を行います。

８．事業視察について
⑴　希望のコースをお申込みください。各コースの詳細についてはＰ８からのご案内をご覧く

ださい。
⑵　交通事情、お申込み状況などにより、コースが変更となる場合もございますので、ご了承

ください。
⑶　独自で手配されたバスで事業視察場所を視察される場合は、現地の事情で入場・駐車場に

限度がありますので、施設により調整させて頂く場合もございます。
⑷　現地の駐車場に限りがありますので、自家用車での参加はご遠慮ください。

９．シャトルバスについて
⑴　大会当日はＪＲ金沢駅から予約制のシャトルバスを運行致します。ご希望される方は参加

申込書にＪＲ金沢駅の情報を記載しお申込みください。当日のお申込みはお受け出来ません
のでご了承ください。（参加申込書【県外用】へ記入をお願い致します。）

⑵　式典終了後、ＪＲ金沢駅および交歓会会場までシャトルバスを運行しますので、参加申込
書にご記入願います。　

○事業視察専用バス利用の場合（昼食費含む）
コース番号 コース名 日　程 旅行代金（お１人様）

A 金沢近郊コース１ 日帰り 8,000円
B 金沢近郊コース２ 〃 8,000円
C 中能登コース 〃 9,000円
D 奥能登コース 〃 9,500円
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10. 宿泊について
　宿泊設定日　平成28年10月24日（月）・25日（火）・26日（水）
※宿泊料金は、１泊・サービス料・消費税込みのお１人様あたりの料金です。

11. その他
⑴　大会当日は、午前10時00分より、多彩な併催行事（農業・農村パネル展、県特産品の展示・

販売等）を予定しておりますので、是非、早めにご来場いただきますようお願いします。
⑵　大会会場の駐車場利用に際し、車椅子等障害者用駐車場の利用をご希望される場合、参加

申込書へ記入をお願い致します。
⑶　事業視察（専用バス）は近畿日本ツーリストが旅行企画・実施するものであり、お申込み

いただくお客様は、近畿日本ツーリストと募集型企画旅行契約を締結することになります。
お弁当は手配旅行契約となります。

⑷　事業視察（専用バス）は、平成28年６月１日を作成基準日とした募集型企画旅行です。
⑸　事業視察（専用バス）の最少催行人員は１名です。
⑹　事業視察（専用バス）には各コース１名添乗員が同行致します。

○ホテルタイプ シングルルーム・１名様利用 ツインルーム・２名様利用
ホ　テ　ル　名 食事条件 申込記号 料　金 申込記号 料　金

ホテル日航金沢 朝食付 １−Ｓ 19,000円 １−Ｔ 16,000円
ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 朝食付 ２−Ｓ 16,000円 ２−Ｔ 14,000円
ホテル金沢 朝食付 ３−Ｓ 13,500円 − 設定なし
金沢都ホテル 朝食付 ４−Ｓ 12,000円 − 設定なし
ホテルルートイン金沢駅前 朝食付 ５−Ｓ 9,000円 ５−Ｔ 8,000円
ガーデンホテル金沢 朝食付 ６−Ｓ 10,000円 − 設定なし
金沢マンテンホテル駅前 朝食付 ７−Ｓ 8,100円 − 設定なし
ダイワロイネットホテル金沢 朝食付 ８−Ｓ 12,000円 − 設定なし
アパホテル金沢駅前 朝食付 ９−Ｓ 12,000円 − 設定なし
金沢セントラルホテル 朝食付 10−Ｓ 8,500円 10−Ｔ 8,000円
ホテルエコノ金沢駅前 朝食付 11−Ｓ 8,000円 11−Ｔ 7,000円
ヴィアイン金沢 朝食付 12−Ｓ 9,000円 − 設定なし
アパホテル金沢西 朝食付 13−Ｓ 9,720円 13−Ｔ 9,720円
金沢東急ホテル 朝食付 14−Ｓ 19,500円 14−Ｔ 15,000円
アパホテル金沢片町 朝食付 15−Ｓ 10,500円 − 設定なし
グランドホテル白山 朝食付 16−Ｓ 9,000円 − 設定なし
ホテルルートイン美川インター 朝食付 17−Ｓ 8,000円 17−Ｔ 7,500円
アパホテル金沢西 朝食付 18−Ｓ 9,720円 18−Ｔ 9,720円
ホテルエコノ東金沢 朝食付 19−Ｓ 7,500円 19−Ｔ  7,000円

○旅館タイプ ツインルーム・２名様利用 和室定員利用
旅　　館　　名 食事条件 申込記号 料　金 申込記号 料　金

山代温泉　　ゆのくに天祥 ２食付 − 設定なし 20 15,000円
片山津温泉　加賀観光ホテル ２食付 − 設定なし 21 14,000円
片山津温泉　ホテルアローレ ２食付 22 16,000円 − 設定なし
山中温泉　　河鹿荘ロイヤルホテル ２食付 23 16,000円 − 設定なし
辰口温泉　　たがわ龍泉閣 ２食付 − 設定なし 24 14,500円

・近畿日本ツーリスト株式会社が企画・実施する募集型企画旅行です。添乗員は同行いたしません。
・ご希望の申込記号をご記入ください。先着順にて配宿いたします。あらかじめご了承ください。
・ホテル・旅館は第２希望までご記入をお願いします。

　【個人情報の取り扱いについて（近畿日本ツーリスト 金沢支店）】
⑴　当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配

のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供致します。
⑵　当社、当社のグループ企業である近畿日本ツーリスト㈱等および販売店が取り扱う商品、サービスに関する

情報をお客様に提供させていただくことがあります。
⑶　上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
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１．参加券等の送付について
　各団体連絡責任者様へ、皆様分の参加券等をまとめて９月12日（月）（予定）に発送致します。
　　○参加券
　　○弁当券（お申込みの場合）
　　○宿泊の予約確認書
　　○請求書

２．大会参加費用の請求・お支払いについて
　大会参加に掛る費用は、参加券等と共に請求書をお送り致しますので、９月23日までにお振
込みをお願い致します。また、請求書等についてご希望がある場合には、参加申込書のその他
希望欄にご記入をお願い致します。

【お振込先】　北國銀行　香林坊支店
　　　　　　普通口座　口座番号３５４７９０
　　　　　　口座名：近畿日本ツーリスト㈱金沢支店

３．取消・変更について
　取消・変更については原本を訂正（見え消し）し、近畿日本ツーリスト 金沢支店までＥメー
ル・FAX及び郵送にて連絡してください。
　各項目別の取消料は下記のとおりです。
※17:30以降のお取消・変更は翌営業日の受付となりますのでご注意ください。
※なお、土日祝日等弊社の休業日のお申し出も翌営業日扱いとなります。

Ⅱ　大会参加申込み後のご案内

⑴　大会参加、昼食、交歓会の取消について
お申し出時期 取消料

平成28年10月４日（火）まで 無　料
平成28年10月５日（水）以降 金額の100％

⑵　宿泊の取消について
お申し出時期 取消料

宿泊日の前日
から起算して

宿泊日の20日前から８日前まで 旅行代金（宿泊）の  20%
宿泊日の７日前から２日前まで 旅行代金（宿泊）の  30%

宿泊日前日の解除 旅行代金（宿泊）の  40%
宿泊日当日10時までの解除 旅行代金（宿泊）の  50%

宿泊日当日10時以降又は無連絡不参加 旅行代金（宿泊）の100%

⑶　事業視察の取消について
お申し出時期 取消料

平成28年10月５日（水）以降 旅行代金の  20%
平成28年10月12日（水）以降 旅行代金の  30%

旅行開始日前日 旅行代金の  40%
出発当日旅行開始前 旅行代金の  50%

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%
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１．電車・独自バス・自家用車でお越しの方へ
○電車でお越しの方
　　ＪＲ金沢駅→大会会場「いしかわ総合スポーツセンター」
　　所要時間　タクシー利用の場合　約20分（料金約2000円）

※大会当日はＪＲ金沢駅から予約制でシャトルバスを運行します。ご希望の方は、申込書へ
ご記入をお願い致します。

○独自バス・自家用車でお越しの方
　　金沢西ＩＣ→大会会場「いしかわ総合スポーツセンター」
　　所要時間　約５分
　※駐車場所は事前に連絡責任者に送付します。

Ⅲ　会場のご案内
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60

17

北
陸
自
動
車
道

西金沢駅

石川県庁●

金沢市役所●

犀
川

松島北

赤土町

環状鞍月

金
沢
駅

浅
野
川

金沢西I.C.
（福井方面）

金沢西I.C.
（富山方面）

県立野球場
　●

県立中央病院
　●

いしかわ総合
スポーツセンター
　　（大会会場）

ホテル日航金沢
（交歓会会場）
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２．大会会場での受付について
　受付方法は次のとおりです。
⑴　大会の受付は午前10時00分からです。
⑵　受付は連絡責任者が一括して受付を行ってください（受賞者の受付も同時に行います）。
⑶　受付の際、参加者全員の参加証をお渡ししますので、大会期間中の着用をお願いします。
⑷　大会会場のレイアウトは事前に連絡責任者に送付します。

３．大会当日の昼食・併催行事について
⑴　昼食は午前11時からお召し上がりいただけるように準備致します。
⑵　併催行事（パネル展、市町ブース、特産品の展示・販売ブースなど）は、午前10時00分
から開催致します。

４．大会式典について
　12時20分よりオープニングセレモニーを開始し、13時00分から大会式典を開催致します。
５分前には着席の上、お待ちください。

５．大会式典終了後の誘導について
⑴　会場からの退席につきましては、混雑による事故防止のため、誘導スタッフがご案内致し

ます。アナウンスの誘導にしたがって順次退場くださるようご協力をお願いします。
⑵　交歓会に参加される方から先に退場のご案内をさせていただきます。あらかじめご了承く

ださい。

６．交歓会について
　交歓会（歓迎レセプション）にご参加いただく方は式典終了後、17時00分より交歓会会場

（ホテル日航金沢）にて開催します。大会会場から交歓会会場まで専用バスをご用意致します。

７．事業視察について
　事業視察の集合場所、出発時間及びコースの詳細等につきましては、９月中旬までに連絡責
任者へご案内致します。

８．併催行事について
　大会当日（10月25日）、大会会場にて農業・農村パネル展、石川県の市町コーナー、石川県
の特産品展示販売などの併催行事を開催します。
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　県内で実施または実施した農業農村整備事業等の中で、特色のある地区や土地改良施設を視察い
ただき、併せて加賀、能登の農村景観と伝統工芸及び地域の文化等々、石川の魅力を全国からお越
しの皆様にご覧いただきます。

Ⅳ　事業視察コース

金沢近郊コース１Ａ 旅行代金　￥8,000旅行代金　￥8,000旅行代金　￥8,000

金沢駅 ──── ❶手取川流域地区（頭首工等の機能保全）─── 白山比咩神社 ──

───── ❷宮竹地区（宮竹用水沈砂池）─── 九谷焼資料館 ──── 昼食 ───

──────── 兼六園 ──────── ひがし茶屋街 ───────── 金沢駅

国営かんがい排水事業

県営農業用水再編対策事業 伝統工芸九谷五彩の資料館

日本三名園 重要伝統的建造物群保存地区

重要伝統的建造物群保存地区 日本三名園

伝統工芸九谷五彩の資料館

8:00発

17:00着

（グランドホテル白山）

金沢近郊コース２Ｂ 旅行代金　￥8,000旅行代金　￥8,000旅行代金　￥8,000

金沢駅 ── ❶才田地区（大区画ほ場）── ❷河北潟地区（河北潟太陽光発電所）─

──── ひがし茶屋街 ──────── 兼六園 ──────── 昼食 ───────

──── ❸中島地区（七ヶ用水発電所）───── 九谷焼資料館 ───── 金沢駅

県営ほ場整備事業

県営かんがい排水事業

農山漁村振興交付金

8:00発

17:00着

（さくら茶屋）

【2016年10月26日（水）】
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旅行代金に含まれるもの

中能登コースＣ 旅行代金　￥9,000旅行代金　￥9,000旅行代金　￥9,000

金沢駅 ───── 千里浜 ──── ❶滝地区（農地再生モデルプロジェクト）────

── 気多大社 ──── 昼食 ───── ❷河北潟地区（河北潟太陽光発電所）───

──────── ひがし茶屋街 ──────── 兼六園 ───────── 金沢駅

県営ほ場整備事業波打ち際を走る

重要伝統的建造物群保存地区 日本三名園

日本遺産のキリコ祭り

農山漁村振興交付金

8:30発 （なぎさドライブウェイ）

17:30着

（休暇村能登千里浜）

奥能登コースＤ 旅行代金　￥9,500旅行代金　￥9,500旅行代金　￥9,500

金沢駅 ──── ❶世界農業遺産 能登の里山里海 ─── 輪島キリコ会館 ───

── 昼食 ──── ❷旭ヶ丘地区（ミスズライフ能登工場）─── 能登ワイン ─── 

──────── 道の駅 能登食祭市場 ────────────────── 金沢駅

棚田百選 白米の千枚田

農業基盤整備促進事業 穴水まいもん工房

8:00発

17:30着

（輪島塗しおやす漆器工房）

⑴　希望のコースをお申込みください。

⑵　交通事情、お申込み状況などにより、コースが変更となる場合もござい
ますので、ご了承ください。

⑶　独自で手配されたバスで事業視察場所を視察される場合は、行程表をご
提出ください。現地の事情で入場・駐車場に限度がありますので、施設に
より調整させて頂く場合もございます。

お 願 い
・行程に明示された交通費
・行程に明示された観光施設入場料
・昼食１回
・各コース１名分の添乗員経費

旅行代金に含まれないもの
・追加飲食費等の個人的費用
・集合場所までの交通費
・国内旅行傷害保険料
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第39回 全国土地改良大会

石川大会
参加の手引書

〔連絡責任者必携〕
【県外参加者向け】


