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NO 名称 名称_カナ 名称_英語 住所 緯度 経度

0900000019 輪島市文化会館 ワジマシブンカカイカン Wajima City Cultural Hall
石川県輪島市河井町

20部1番地1 大ホール
37.388742 136.905952

0900000020 一本松総合運動公園
イッポンマツソウゴウ

ウンドウコウエン
Ipponmatsu General Sports Park 石川県輪島市河井町、杉平町 37.387976 136.914904

0900000021 三蛇山公園 サンジャヤマコウエン Sanjyayama Mountain Park 石川県輪島市下黒川町 37.363267 136.841884

0900000022 窓岩ポケットパーク マドイワポケットパーク Madoiwa Pocket Park Rest Area
石川県輪島市町野町

曽々木オ19-1
37.458904 137.076228

0900000023 輪島塗会館 ワジマヌリカイカン Wajima Urushi shop and hall
石川県輪島市河井町

24部55番地
37.394194 136.900093

0900000024 輪島工房長屋 ワジマコウボウナガヤ Wajima Urushi Atelier and shop "Kobo Nagaya"
石川県輪島市河井町

4部66番地1
37.394906 136.905704

0900000025 道の駅赤神 ミチノエキアカカミ Roadside station "Akakami"
石川県輪島市門前町

赤神1の110番地
37.248317 136.709383

0900000026 大本山總持寺祖院 ダイホンザンソウジジソイン
Grand head temple of Soto-sect of Zen Buddhism ,

 Sojiji-soin Temple

石川県輪島市門前町

門前1-18甲
37.286706 136.770491

0900000027 阿岸本誓寺 アギシホンセイジ Agishihonseiji Temple
石川県輪島市門前町

南カの26-乙
37.253690 136.731348

0900000028 長谷部信連の墳墓 ハセベノブツラノフンボ Tomb of the Lord Nobutsura Hasebe
石川県輪島市山岸町

は1番1地
37.384030 136.904072

0900000029 猿山岬 サルヤマミサキ Saruyama-misaki Cape
石川県輪島市門前町

吉浦～深見
37.323703 136.724430

0900000030 垂水の滝 タルミノタキ Tarumi-no-taki Waterfalls
石川県輪島市町野町

曽々木
37.465508 137.085428

0900000031 桶滝 オケダキ Oke-daki Waterfalls
石川県輪島市大沢町

7字地内
37.370630 136.809482

0900000032 男女滝 ナメタキ Name-taki Waterfalls
石川県輪島市西二又町

ヲ部地内
37.350660 136.793046

0900000033 アテの元祖 アテノガンソ Original Ate tree (Original Thujopsis dolabrata)
石川県輪島市門前町浦上

10-21甲　泉方
37.304880 136.796436

0900000034 上時国家 カミトキクニケ The Tokikuni Family (Kamitokikunike) Residence
石川県輪島市町野町

南時国13字4番地
37.447910 137.080256

0900000035 輪島市ふるさと体験実習館
ワジマシフルサトタイケン

ジッシュウカン
Wajima City Hometown Experience Center

石川県輪島市町野町

曽々木サ部45番地
37.454367 137.073218
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名称(再) 利用可能曜日 開始時間 終了時間 利用可能日時特記事項

輪島市文化会館 火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 22:00
毎週月曜日、12/29～1/3は休館。

ほか、施設管理の関係で臨時休館あり。

一本松総合運動公園 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 花見シーズンにはライトアップ実施。

三蛇山公園 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 夜間は、照明が無く真っ暗になります。

窓岩ポケットパーク 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 夜間は、照明が無く真っ暗になります。

輪島塗会館 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:30 17:00 年中無休。

輪島工房長屋 月・火・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00
水曜日(祝日を除く)、12/31は休館。年末年始は10:00～16:00。

冬季休館期間(1月中旬)有り。体験受付は閉館1時間30分前まで。

道の駅赤神 月・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00
火曜日、12/29～1/4は休館。レストランは10:00～15:00、

特産品販売は9:00～17:00（12月～2月の冬季は9:00～16:00）。

大本山總持寺祖院 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:00 17:00

阿岸本誓寺 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:30 16:30

長谷部信連の墳墓 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 夜間は、照明が無く真っ暗になります。

猿山岬 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 夜間は、照明が無く真っ暗になります。

垂水の滝 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 夜間は、照明が無く真っ暗となるため、日中にお越しください。

桶滝 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 夜間は、照明が無く真っ暗になります。

男女滝 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59 夜間は、照明が無く真っ暗になります。

アテの元祖 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00

上時国家 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00
12/6～3/14は冬季休館。最終入館は16:30まで。

感染症対策のため、営業時間を短縮する場合があります(10:30～15:00）。

輪島市ふるさと体験実習館 月・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00 火曜日、12/29～1/3は休館。
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名称(再) 料金（基本） 料金（詳細）

輪島市文化会館 公演事業により異なります。 公演事業により異なります。

一本松総合運動公園 無料

三蛇山公園 無料

窓岩ポケットパーク 無料

輪島塗会館
1階の輪島塗SHOPは無料、

2階の輪島塗資料館は有料

輪島塗資料館 料金：大人300円、高校生200円、中学生100円、小学生無料

（障がい者手帳をお持ちの中学生～大人の方はそれぞれ100円引）。20名以上の団体（中学生～大人の方）は各50円引。

輪島工房長屋 入場無料 輪島塗体験：各メニュー料金　※輪島工房長屋HP参照。

道の駅赤神 駐車場・トイレの利用は無料 土産物や食事等の価格については、直接店舗にてご確認ください。

大本山總持寺祖院
拝観料：大人500円、中高校生400円、

小学生200円

団体(30人以上)拝観料：大人450円、中高校生360円、小学生180円 ； 団体(200人以上)拝観料：大人400円、

中高校生320円、小学生160円 ； 拝宿料(1泊2食)：大人7,000円、中高校生6,000円、小学生5,000円。

阿岸本誓寺 無料（御志）

長谷部信連の墳墓 無料

猿山岬 無料 雪割草のシーズン(3月下旬～4月初旬)のみ、猿山雪割草環境保全推進協力金として300円をお願いしています。

垂水の滝 無料

桶滝 無料

男女滝 無料

アテの元祖 無料

上時国家
1～10名まで　大人550円、高校生440円、

小中学生330円

11～29人：大人520円、高校生350円、小中学生270円 ； 30～49人：大人500円、高校生350円、小中学生270円 ；

50～99人：大人470円、高校生350円、小中学生270円 ； 100人以上：大人450円、高校生330円、小中学生250円

輪島市ふるさと体験実習館 入館料：大人210円、中高生100円

わたふじ草木染め体験：ハンカチ700円、卓布1,000円(生地による) ； 豆腐づくり体験：10人までお1人様1,000円(以降、1名毎に500円) ；

味噌づくり体験：大豆7.5kg(5升)15,000円 ； もちつき体験：1人 800円 ； きな粉と朴葉飯づくり：1人 800円 ；

地曳網体験：1回 50,000円 ； 磯釣り体験：1人(釣り竿・餌・指導料含む) 1,000円、釣り竿のみの場合は300円
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名称(再) 説明

輪島市文化会館
輪島市文化会館大ホールでは、年に数回各種公演が開催されます。ホワイエ(大ホール玄関スペース)の壁面には、

世界最長の漆パネル「潮の奏(うみのうた)」（縦2.6m×横1.2m×厚さ3.6cmのパネル15枚を繋ぎ合わせて1つの絵としたもの）があります。

一本松総合運動公園
輪島市内でも有数の桜の名所として知られ、公園内には約980本の桜（ソメイヨシノ、ヨシノ、八重桜、山桜、しだれ桜、ワジマオオキクなど）

が咲き誇り、市内外からたくさんの花見客が訪れます。毎年4月上旬～中旬が見ごろです。

三蛇山公園 約2,300平方メートルの湿地帯に4,000株のミズバショウが群生するミズバショウ(輪島市の市花)の名所。見ごろは4月中旬～5月上旬です。

窓岩ポケットパーク 曽々木海岸のシンボル的存在となっている「窓岩」。板状の岩の真ん中に直径2mほどの穴が開き、窓のように見えます。曽々木海岸は冬季に「波の花」が発生することでも知られています。

輪島塗会館 1階は輪島塗ショップ、2階は輪島塗に関する歴史民俗資料約4,000点を保有する輪島塗資料展示室となっています。

輪島工房長屋 沈金(パネル)、蒔絵(箸)の体験、漆器の修理依頼受付、輪島塗販売、塗りの実演、輪島塗工程紹介など。

道の駅赤神
食事処、物産販売、公衆便所、EV充電設備（普通）あり。輪島千枚田とともに、目の前の日本海に夕陽が沈む

絶好の撮影スポットでもあります。

大本山總持寺祖院
禅の教えを今に伝える曹洞宗の古刹です。元亨元年(1321年)瑩山紹瑾禅師によって開創されました。明治31年(1898年)の大火で境内は焼失し、本山は明治43年(1910年)に

神奈川県横浜市鶴見に移り祖院となりました。

阿岸本誓寺
能登最大級で最古といわれる浄土真宗の寺院です。全国でも珍しい茅葺屋根の大本堂（県指定文化財）で知られています。

また、県指定天然記念物の「アギシコギクザクラ」があることでも知られ、春には紅から桃色、淡雪色と七変化を見せます。

長谷部信連の墳墓 平安末期から鎌倉初期にかけ、奥能登の有力御家人として地頭領主支配の基礎を固めた長谷部信連の墓です。秋にはヒガンバナの名所としても知られ、一帯が赤く彩られます。

猿山岬
海抜約230mの断崖が続く一角に灯台が建っています。高台からの眺めは絶景で、3月下旬から4月初旬にかけては雪割草やスミレなどのかれんな花が咲いており、

雪割草群生地として知られています。

垂水の滝
垂水の滝は、山から曽々木海岸へ直接注ぎこむ落差35mの滝で、真冬には強い海風にあおられて滝が空に向かって真上に吹き上がることから、別名「吹き上げの滝」とも呼ばれます。

オススメの時期は冬ですが、海風が強く足元も悪いため注意してお越しください。

桶滝
大沢の海に注ぐ桶滝川の上流約1kmにある滝で、突き出た巨岩に川の水が激しく当たり、長い年月をかけて岩を穿ち、ついに3m余りの穴を開けて河川が流れ込んでいます。

石川県の天然記念物及び名勝に指定されています。

男女滝 2本の滝が夫婦のように寄り添って流れ1本の滝となることから「男女滝」と名付けられました。県の名勝に指定されています。

アテの元祖
文永5年(1268年)、源氏の流れをくむ泉三郎忠衛が、岩手県平泉からこの地に移り住んだ際に持ち込んだと伝えられています。

幹周4m、樹高27mにもなる樹齢800年の老木で、県木であるアテの木の元祖と言われています。

上時国家
上時国家は、祖を平時忠とする800年続く旧家です。重要文化財の主家は、近世木造民家では最大級の高さ18mの茅葺き大屋根が巨木の松の間に立っています。

鎌倉様式庭園も国指定名勝となっています。

輪島市ふるさと体験実習館 昔ながらの自然な食生活を各種体験可能です（豆腐づくり、わたふじ草木染め、磯釣り、味噌づくり、きな粉と朴葉飯づくり、餅つき、地引き網など）。
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名称(再) アクセス方法 駐車場情報 バリアフリー情報

輪島市文化会館 輪島駅 ふらっと訪夢から徒歩1分
普通車96台;身障者用駐車場1台;

近隣にも駐車場有り
多目的トイレ有り;車椅子貸出有り

一本松総合運動公園 輪島駅 ふらっと訪夢から徒歩7分 普通車６台;身障者用１台

三蛇山公園 輪島駅 ふらっと訪夢から車で27分（国道249号線経由 9.3km） 普通車10台

窓岩ポケットパーク 北鉄奥能登バス 町野線利用　「曽々木口」バス停より徒歩10分 普通車30台

輪島塗会館
北陸鉄道 輪島特急バス「輪島塗会館」バス停前。又は市内循環バス

のらんけバス利用 鯨コース・漆コース「中央通りまんなか商店街」バス停より徒歩1分

大型バス10台;自家用車10台

（午前中は有料）

車椅子出入り可;多目的トイレ有り;

スロープ有り

輪島工房長屋
市内循環バス のらんけバス利用 海コース 「工房長屋」バス停前。又は档コース

「馬場町郵便局前」バス停より徒歩3分

無し（入居店舗等用14台有り）;

近隣駐車場をご利用ください。
車椅子出入り可

道の駅赤神
北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停下車。

愛のりバス「門前」バス停から久川コース利用「赤神」バス停前

大型車6台;普通車31台

（うち2台は身障者用）
身障者用トイレ有り;多目的シート有り

大本山總持寺祖院 北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停より徒歩1分
禅の里広場駐車場に駐車

大型バス3台;普通車10台

阿岸本誓寺
北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停下車。

愛のりバス「門前」バス停から久川コース利用「池田」バス停より徒歩15分

長谷部信連の墳墓
北鉄奥能登バス 輪島線もしくは穴水輪島線利用

「市立輪島病院」バス停より徒歩2分
近隣に駐車場有り

猿山岬
北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停下車。

愛のりバス「門前」バス停から七浦コース利用「五十洲」バス停より徒歩1時間10分
大型バス5台;普通車30台

垂水の滝 北鉄奥能登バス 町野線利用　「曽々木口」バス停より徒歩30分
珠洲市「寄り道パーキング 垂水の滝」利用

大型車3台;普通車14台
多目的トイレ有り

桶滝 輪島市運行バス 愛のりバス利用　西保コース　「大沢」バス停より徒歩15分 普通車4台程度

男女滝 輪島市運行バス 愛のりバス利用　西保コース　「男女滝」バス停より徒歩1分 普通車2台;大型車1台

アテの元祖 北鉄奥能登バス 輪島線利用「浦上」バス停より徒歩8分

上時国家 北鉄奥能登バス 町野線利用　「上時国」バス停より徒歩1分 普通車30台

輪島市ふるさと体験実習館 北鉄奥能登バス 町野線利用　「曽々木口」バス停より徒歩5分 普通車20台 多目的トイレ有り;スロープ有り
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名称(再) 連絡先名称 連絡先電話番号 URL 備考

輪島市文化会館
輪島市教育委員会

文化課
0768-22-7666 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2013030700015/

輪島市教育委員会

文化課

一本松総合運動公園
輪島市建設部

まちづくり推進課
0768-23-1156

輪島市建設部

まちづくり推進課

三蛇山公園
輪島市教育委員会

文化課
0768-22-7666

輪島市教育委員会

文化課

窓岩ポケットパーク 輪島市産業部 観光課 0768-23-1146
輪島市産業部

観光課

輪島塗会館 輪島塗会館 0768-22-2155 https://wajimanuri.or.jp/fkaikan.htm
輪島市産業部

漆器商工課

輪島工房長屋 株式会社まちづくり輪島 0768-23-1111 http://ringisland.jp/nagaya/
輪島市産業部

漆器商工課

道の駅赤神 道の駅 赤神 0768-45-1001
輪島市門前総合支所

地域振興課

大本山總持寺祖院 大本山總持寺祖院 0768-42-0005 https://noto-soin.jp/
輪島市門前総合支所

地域振興課

阿岸本誓寺 阿岸本誓寺 0768-45-1355
輪島市門前総合支所

地域振興課

長谷部信連の墳墓
輪島市教育委員会

文化課
0768-22-7666

輪島市教育委員会

文化課

猿山岬
輪島市門前総合支所

地域振興課
0768-42-1111

輪島市門前総合支所

地域振興課

垂水の滝 曽々木観光協会 0768-32-0408
輪島市ふるさと

体験実習館

桶滝 輪島市立西保公民館 0768-36-2001
輪島市産業部

観光課

男女滝 輪島市産業部 観光課 0768-23-1146
輪島市産業部

観光課

アテの元祖 輪島市立浦上公民館 0768-42-0558
輪島市門前総合支所

地域振興課

上時国家 上時国家 0768-32-0171 http://tokikunike.jp/
輪島市教育委員会

文化課

輪島市ふるさと体験実習館 輪島市ふるさと体験実習館 0768-32-1331 http://furusatotaiken.com/
輪島市産業部

農林水産課


