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輪島市の特徴的な施策を掲載。
新しい時代にふさわしい
「ふるさと・輪島」をぜひご覧ください。

災害に強い
安全・安心の
まちづくり

回遊性と
賑わいのある
まちづくり

活力に満ちた
まちづくり

誰もが住みたい
まちづくり

輪島市は能登半島北部に位置し
「輪島塗」
、
「輪島朝市」
、
「白米の千枚
田」などの伝統工芸・地域文化・豊かな自然を有する自治体です。
本市は、平成 23 年 6 月に世界農業遺産に認定された
「能登の里山里
海」の更なる価値の向上に向けた利活用など、地域の活性化を図るため
の様々な施策を進めています。
また、本市は、観光都市としても知られており、毎年多くの方が訪れ
ますが、さらに回遊性を高め、また訪れたくなるようなまちづくりを進め
ているところです。
賑わいのある輪島市を創造するための特徴的な 19 事業をご紹介い
たします。
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防災 組織 及び防 災士 の育成
輪島市では、平成 19 年に発生した能登半島地震を教訓に、
「自分たちの地域は
自分たちで守る」
という自覚、連帯感に基づき、
「災害に強い安全安心のまちづくり」
の推進に向けた取組を行っています。
災害発生時における被害を軽減させるため、防災士を中心とした自主防災組織
の結成を進めています。また、防災士の育成、自主防災活動における補助制度を創
設し、地域防災力の向上と防災意識の啓発にも努めています。

災害に強い安全・安心の
まちづくり
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輪 島市被災者生 活 再建支 援制度

能登半島地震では、被災者生活再建支援法の適用を受け、それにより住宅の再建
が進みました。しかし、同法はある程度の規模以上の自然災害でなければ適用とな
りません。そのため、当市では大規模自然災害だけでなく、小規模な自然災害にも
対応できるように、全壊家屋が 1 以上の自然災害で対象となる輪島市被災者生活再
建支援条例を制定しました。
（当市調べ）
1 自治体が単独で行なうものとしては全国初の取り組みです。
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福祉 避難 所

輪島市では、平成 19 年に発生した能登半島地震において我が国で最初となる
「福祉避難所の設置・運営」を行い、その必要性を認識し、現在では市内外 21 の施
設等と協定を締結しています。
また、
「福祉避難所設置・運営マニュアル」を作成し、
「福祉用具の優先物資供給
協定」の締結や
「福祉避難所設置・運営訓練」を実施しながら、今後、起こりうる災
害に迅速に対応できるよう取り組んでいます。
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輪島 市 既 存建 築 物耐 震 改修促進 事業

平成 19 年に発生した能登半島地震では、約 1,600 棟の住家が被災し、その多くが昭和 56 年以前の木造住宅でした。その教訓から、平成 20
年度より耐震補助制度を整備し、地震による建築物の倒壊を未然に防止し、市民の安全を確保することを目的に、木造住宅の耐震化を積極的に進
めています。従来の耐震診断を必要とする一般型耐震改修工事補助に加え、市独自の簡易型耐震改修工事に対する補助制度も整備し、さらに期
間限定で 20～30 万円の上乗せも行いました。この事業により市内建築業界への経済効果も上がっています。

回遊性と
賑わいのある
まちづくり
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輪島 港マリンタウンプロジェクト
輪島港を中心とし、海・陸が一体となったまちづくりを推進し、交流人口
の拡大を図っています。
これまでにホテルや交流施設、マリーナのほか競技場も供用されてお
り、従来の観光の枠を越えた新たな交流が生まれています。また、旅客船
岸壁完成に伴ってクルーズ客船などが次々と入港し、観光交流の目玉にな
るとともに、市民あげてのおもてなしが話題を呼んでいます。
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街なみ 環境 整 備事 業

（ 鳳至 上町、總持寺周 辺）

市内の建造物の多くは伝統的な様式を色濃く残していますが、
生活様式の変化等に伴い、昔ながらのたたずまいが少なくなり、
街並み保存を求める声が大きくなってきました。
ぬ し
鳳至上町地区は、伝統産業である輪島塗の塗師の家が多く
残る地区であり、總持寺周辺地区は、曹洞宗大本山總持寺祖院
の門前町として伝統的な家屋が多く残る地区です。
本事業では、家屋の修景や道路の美装化、小公園の整備等を
行い、伝統的家屋を保存するとともに、そのたたずまいと調和
する歴史的な街並みを保全し、市街地での回遊性の向上を図っ
ています。
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本町・朝市通り整備事 業
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7

朝市と商店街が共存している全国でも珍しい特殊な道路の活
用形態となっており、この独特の歴史や文化性を活かしながら電
線類の地中化や路面の整備（路面をさくらと黒の御影石で色分
けし、午前は露店・午後は歩道として利用）を行っています。
地元住民を中心としたワーキング会議を発足し、行政や各分
野の専門家を交え、意見交換を行いながら、魅力・賑わい・文化
が香り
「本物に出会えるまち」
をつくる取り組みを進めています。

永 井 豪 記念 館
輪島市出身の漫画家で、
「マジンガーＺ」、
「デビルマン」、
「キューティーハニー」な
どで知られる永井豪氏の記念館が、平成 21 年 4 月に輪島朝市通り沿いにオープンし
ました。他では見ることができない原画、1/9 スケール（高さ約 2 メートル）のマジ
ンガーＺのフィギュアを展示しています。永井豪ワールドが展開され、新たな賑わい
を創出するものとして注目されています。
また、本館の整備に当たっては、既存の建物を増改築し、建築コストの削減を図っ
ています。
※現地視察に当たっては、入場料が必要です。
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輪島キリコ会館
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平成 27 年 3 月に輪島港マリンタウンにリニューアルオープンしました。キリコとは、神
輿の足元を照らす御神燈です。日本遺産に認定された「能登のキリコ祭り」を間近に見るこ
とができます。館内には大小約 30 基のキリコが並び、輪島大祭を体感できます。
また、キリコ祭りの雰囲気を味わうことができるキリコ担ぎ体験も行っています。
能登で独自に発展したキリコ文化を全国へ向けて発信しています。
※現地視察に当たっては入場料が必要です。キリコ担ぎ体験は別途料金が必要です。

THE CHOICE

10

輪島 工房 長屋
まき え

ちんきん

輪島工房長屋は、輪島塗の木地づくりから漆塗り、蒔絵や沈金の各工房が集まった新たな交流
ちんきん
うるし
ふ
まき え
施設です。蒔絵・沈金の体験を楽しめるほか、漆器の修理も承っており、総拭き漆仕上げの各工
房も一見の価値ありです。また、輪島塗の展示販売や、地元特産の食も楽しめます。

国 指定名勝
しろよ ね
「白米の千枚田」景勝 保存事 業

活力に満ちた
まちづくり
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1,004 枚の小さな田んぼが日本海に流れ込むように連なる千枚田は、日本の原風景として、見る人に感
動を与えます。
しろよね
平成 13 年にその景観が認められ、国の名勝に指定されたほか、平成 23 年には白米千枚田を中心とした
「能登の里山里海」が世界農業遺産に認定されています。しかし、平地の数倍の労力が必要となる耕作作
業に加え、耕作者の高齢化により耕作放棄地が増えてきたため、県・市・地元経済団体で基金を設立し、そ
の運用益で耕作助成金、田植えや稲刈りボランティアを募るなどして景観保全に取り組んでいます。
平成 19 年 4 月には、
「マイ田んぼ」が持てるオーナー制度を開始し、輪島市出身の漫画家永井豪さんや、
さいとう・たかをさん、ちばてつやさんが特別名誉会員となって千枚田の保全に一役かっています。
しろよね
また、冬には単体型ソーラー LED 装置を 2 万個以上設置する冬のイルミネーションイベント
「輪島・白米
千枚田あぜのきらめき」を実施しています。
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12

しつげい

石川 県輪 島漆 芸美術館
しつげい

石川県輪島漆芸美術館は全室で漆芸品を展示している、世界
しつげい
で唯一の漆芸専門美術館です。世界に誇る優れた漆文化の発
信拠点として活動しています。
展示では四季おりおりの展覧会のほか、日本を代表する漆器
として知られる輪島塗の歴史と文化を常時ご紹介しています。
また、人間国宝の作品をはじめ日本各地の古今の名品や、アジア
を中心とした世界に広がる漆の文化に触れることができます。
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輪 島市子ども長 期自然体験 村
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世界農業遺産に認定された能登の里山里海の自然や文化等の地域資源を活用して、夏休みの約 2
週間、都市部と地元の子ども達が合宿しながら様々な体験を行い、豊かな心と生きる力を育む
「教育旅
行」モデル事業を平成 11 年より継続して行っています。
18 年間で延べ 874 人が参加し、ふるさと輪島への愛着を深めてきました。
最近では、かつての参加者が、今度は指導者として参加してくれています。
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子 宝支援

14

子宝支援助成事業は、平成 13 年度から子宝に恵まれないご
夫婦の経済的負担の軽減を図るために、全国に先駆けて実施し
ている事業です。
平成 26 年度からは、不妊症治療に加えて不育症治療に対し
ても助成金の交付を開始し、子宝を望むご夫婦を経済的にしっ
かりサポートする仕組みとなっております。

誰もが住みたい
まちづくり
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ふれあい健 康センター
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輪島市ふれあい健康センターは、市街地における保健福祉サービスの拠点
施設として、いつでも誰でも気軽に利用でき、中心市街地の賑わいを創出す
ることを目指した公共施設です。
健康及び介護に関する総合相談窓口を設置し、子どもから高齢者までのあ
らゆる相談に応じます。また、健康増進計画に基づいた保健サービスを総合
的に提供し、市民の健康づくりを応援します。
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地 域 貢 献見守り事業
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、民間企業と協働して、高齢者等の見守りを行っていま
す。配達や集金を日常業務として行っている民間事業者が、その業務中に異変に気づいた際、市に
連絡を行うとともに、市職員が訪問・確認を行う体制を構築する
（24 時間体制）事業です。
市民が安心できる生活の確保に寄与するため、事業の趣旨に賛
同いただいた郵便、電力、金融機関、新聞、農協、牛乳販売、生協、
プロパンガス及び買い物弱者支援事業者の 82 事業所と協定を締
結しています。
また、能登半島地震の経験から、自主防災組織との連携強化を図
りながら
「要配慮者マップ」を作成し、災害時における安否確認、緊
急連絡及び日常生活における見守り・支援のための資料として活用
しています。
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公民館が地域と学校をコーディネート
～協 育推 進地域本 部～
地域総ぐるみでの公民館活動が活発で、平成に入って以降、地区
公民館 18 館中 6 館が優良公民館文部科学大臣表彰を受賞していま
す。
各館ごとに地域の社会教育団体やボランティアと連携し、通学合
宿や放課後子ども教室、学校支援地域本部等の地域住民の生涯学
習の成果を活かした教育支援活動に取り組み、地域福祉の基礎とな
る地域コミュニティの総合力を高めていくことが高く評価されていま
す。
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輪島市版生涯活躍のまちプロジェクト

市街地の空き家・空き地を活用し、交流拠点施設
をはじめ、ウエルネス、育児支援施設、サービス付高
齢者住宅などを整備し、多世代型地域コミュニティ
の形成を目指す
「タウン型の生涯活躍のまちづくり」
を展開しています。
事業推進法人である社会福祉法人佛子園と協働
し、輪島市へ移住してきた青年海外協力隊経験者（輪
島 KABULET®
）のスキルを活かしながらプロジェ
クトを進めており、住民自治や首都圏等からの移住
推進、交流人口の拡大を目指しています。

世界 農業 遺産
「 能登の 里山 里海」
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平成 23 年 6 月に、能登の里山里海が新潟県佐渡市と
共に、日本で初めて世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）に認定され
ました。
しろよね
白米千枚田をはじめとした地域において、官民協働に
よる
「観光」と
「地場産品の振興」を進めることによる持続
可能な保全への取組みを進めております。

石川 県 能 登 半 島

輪島市

輪島
能越自動車道

能登空港I.C

道路

珠洲

のと里山空港

穴水I.C

小松

東西……約42km
約82km

上越妙高

名古屋

車道

米原

北陸自動車道

自動

名神高速

南北……約31km

（うち七ツ島6.98km、舳倉島5.135km）
●面積

426.29k㎡

関越

東海北
陸自動
車道

東名高速

）内は65歳以上人口

●海岸線

富山

金沢

13,237人（ 4,839人）

●距離

氷見I.C

敦賀

京都

男

女 14,814人（ 7,120人）
（

北陸新幹線

神戸 大阪

●人口［ 平成29年3月1日現在 28,051人 ］

能越自動車道

ＪＲ七
尾線

のと里山海道

和倉温泉

福井

珠洲

東海道新幹線

●最高峰

567m（高洲山）

長野

東京

交通アクセス

JR＋特急バス

飛行機＋特急バス
東京
（羽田）から 約1時間

東京
（羽田）から
札幌（千歳）から
仙台から
福岡から
沖縄から

約1時間
約1時間30分
約1時間
約1時間20分
約2時間20分

東京から ……
大阪から ……
名古屋から …
金沢から ……
七尾から ……

のと里山空港
●のと里山空港から輪島市街地
まで、ふるさとタクシー（乗り合
いタクシー：要予約）で約20分
予約先 港観光バス
電話 0768-22-7411

北陸新幹線、金沢駅より特急バスで 約4時間30分
金沢駅より特急バスで
約4時間30分
金沢駅より特急バスで
約4時間
金沢駅より特急バスで
約2時間
和倉から特急バスで
約1時間

自動車

小松空港
●小松空港より北陸自動車道利用
金沢経由輪島まで約2時間30分

東京から ……… 東名・名神・北陸自動車道・のと里山海道にて 約9時間
関越・北陸自動車道・のと里山海道にて 約8時間30分
大阪から ……… 名神・北陸自動車道・のと里山海道にて 約5時間30分
名古屋から …… 名神・北陸自動車道・のと里山海道にて 約5時間30分
金沢から ……… のと里山海道にて約2時間

関心を持たれた方へ……

お問い合わせは……

■ご視察の際には是非とも輪島市内の宿泊施設を御
利用下さい。

〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地

■議会事務局でも、お食事・御宿泊のご相談をお受け
いたしますので、お気軽にご連絡下さい。

輪島市議会事務局

T E L 0768 - 23-1182
F A X 0768 - 23- 1180
E-mail gikai@city.wajima.lg.jp

行政視察のご案内

URL：http://www.city.wajima.ishikawa.jp/gikai/shisatsu.htm

