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●東京

●大阪

能登空港 ●

●あえの風

能登地域エクスカーション

20２１年１１月２７日（土）

能登 (石川県)

視 察 施 設 連 絡 先

宗玄酒造株式会社

三清共グループ

古民家レストラン典座

大野製炭工場

道の駅すず塩田村

〒927-1225

〒927-1461

〒927-1461

〒927-1443

〒927-1324

石川県珠洲市宝立町宗玄24-22

石川県珠洲市三崎町伏見ヨ51

石川県珠洲市三崎町伏見23

石川県珠洲市東山中町ホ3-2

石川県珠洲市清水町1-58-1

☎0768-84-1314

☎0768-88-2562

☎0768-88-2657

☎0768-86-2010

☎0768-87-2040

～能登各地域の農林水産業と文化～
コース１：珠洲市

宗玄酒造 ●

●
●

●すず塩田村 ●

三清共グループ

古民家レストラン典座

大野製炭工場



石川県内唯一の専業炭焼
き職人の工場を見学します。
炭の原料であるクヌギの植
林活動を通した耕作放棄地
の解消や生物多様性の保全
などの取組を紹介します。

伝統的な塩づくり技術「揚げ浜式製塩」の
一部工程を見学します。塩焚窯には里山の
薪を使用するなど、製塩を通じた里山里海
の好循環について紹介します。

道の駅すず塩田村

大野製炭工場13:10～13:50

14:20～15:00

日本を代表する４大杜氏の一つ、能登杜氏の発祥の地
である能登最古の酒蔵や、廃線となった「のと鉄道能登
線」を活用した地域活性化の取組などを紹介します。

珠洲焼とつづれ織りの工房がある古民家を利用した
レストラン。
旬の地元食材を利用した料理をいただくとともに、

奥能登地域のご当地グルメ丼「能登丼」の取組を紹
介します。

原木しいたけの生産現場を見学するとともに、原
木しいたけ栽培を通した里山保全や新規生産者の育
成に向けた取組を紹介します。

三清共グループ ＜原木しいたけ栽培現場＞

地元に愛着を持つ担い手を育成するため、官民連
携により地元中学生を対象に実施したワークショッ
プ「持続可能な循環社会が実現された未来の珠洲の
風景」について、成果発表をご覧いただきます。

珠洲の次代を担う人材育成 ＜成果発表＞

8：30 あえの風（会議会場） 出発

宗玄酒造 株式会社9:45～10:15

10:45～11:20

11:30～11:55

古民家レストラン 典座 ＜昼食＞12:00～12:50

※荒天等により、視察内容を変更する場合があります。

（コース２のバス）
17：45 金沢駅 到着

（コース１のバス）
17：00 あえの風 到着

※バスの乗り換え時は、忘れ物等ないよう十分ご注意ください。

16：00 能登空港 到着
～ （バス乗り換え）

16：15 能登空港 出発
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●東京

●大阪

●能登空港

●あえの風

能登地域エクスカーション

20２１年１１月２７日（土）

能登 (石川県)

視 察 施 設 連 絡 先

能登仁行和紙

里山まるごとホテル茅葺庵

輪島工房長屋

白米千枚田

〒929-2367

〒929-2378

〒928-0001

〒928-0256

石川県輪島市三井町仁行

石川県輪島市三井町小泉漆原14-2

石川県輪島市河井町4-66-1

石川県輪島市白米町ハ部99-5

☎0768-26-1314

☎0768-26-1181

☎0768-23-0011

☎0768-34-1004

～能登各地域の農林水産業と文化～
コース２：輪島市

●能登仁行和紙

●白米千枚田

里山まるごとホテル ●

茅葺庵

輪島工房長屋 ●



16：00 能登空港 到着
～ （バス乗り換え）

16：15 能登空港 出発

昔ながらの農法が現在も行われており、また、日本海に面して小さな
田が重なって海岸まで続く絶景となっている白米千枚田について紹介
します。

白米千枚田14:20～15:20

杉皮や山野草、海藻などを材
料に作られる「能登仁行和紙」
の製造工程を紹介します。
また、貝殻等を漉き込んでつ

くる手漉きの和紙づくり体験を
行います。

茅葺屋根のレストランで、里山の食
材をふんだんに使った料理をいただき
ます。
また、地域全体をホテルと見立てた

スローツーリズムの取組について紹介
します。

9：10 あえの風（会議会場） 出発

能登仁行和紙 ＜和紙づくり体験＞10:00～11:10

里山まるごとホテル 茅葺庵 ＜昼食＞11:20～12:30

※荒天等により、視察内容を変更する場合があります。

（コース２のバス）
17：45 金沢駅 到着

（コース１のバス）
17：00 あえの風 到着

※バスの乗り換え時は、忘れ物等ないよう十分ご注意ください。

©Masaru_Eguchi

県の代表的な伝統工芸である
輪島塗について、歴史や製作工
程を紹介します。
また、輪島塗箸にお好みの模

様を描き、沈金する箸づくり体
験を行います。

輪島工房長屋 ＜My箸づくり沈金体験＞13:00～14:00
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●東京

●大阪

能登空港 ●

●あえの風

能登地域エクスカーション

20２１年１１月２７日（土）

能登 (石川県)

視 察 施 設 連 絡 先

能登ワイン株式会社

農家民宿群春蘭の里

イカの駅つくモール

有限会社カネイシ

柳田植物公園合鹿庵

〒927-0006

〒927-0322

〒927-0552

〒927-0553

〒928-0312

石川県鳳珠郡穴水町字旭ヶ丘り5-1

石川県鳳珠郡能登町宮地16-9

石川県鳳珠郡能登町字越坂18字18-1

石川県鳳珠郡能登町字小木18-6

石川県鳳珠郡能登町字上町ロ部1-1

☎0768-58-1577

☎0768-76-0021

☎0768-74-1399

☎0768-74-0410

☎0768-76-1680

～能登各地域の農林水産業と文化～
コース３：鳳珠郡（穴水町・能登町）

●能登ワイン

●

●イカの駅つくモール●

柳田植物公園 合鹿庵春蘭の里



能登町で盛んなイカ漁の歴史や、イカの内
臓などを利用して作られる魚醤「いしり」に
ついて紹介するとともに、能登海洋深層水を
利用した商品開発の取組について紹介します。

稲の生育と豊作を約束してくれる田の神を家
に迎い入れてもてなす（饗応する）農耕儀礼で、
世界無形文化遺産に登録された「あえのこと」
を見学します。

柳田植物公園 合鹿庵 ＜あえのこと実演＞

イカの駅つくモール （有限会社 カネイシ）13:30～14:10

14:30～15:30

穴水町で醸造用ブドウの栽培
を行い、ワインの製造・販売を
行っている能登のワイナリーを
見学します。
遊休地の活用や地元産の牡蠣

殻を利用した土壌改良の取組に
ついて紹介します。

輪島塗の御膳で郷土料理をいただきます。
また、里山の自然を生かした農村体験やおもてなしなど、農家民宿を

核としたスローツーリズムの取組について紹介します。

9：00 あえの風（会議会場） 出発

能登ワイン 株式会社 ＜ワイン試飲＞10:00～11:00

農家民宿群 春蘭の里 ＜昼食＞11:20～12:50

※荒天等により、視察内容を変更する場合があります。

（コース２のバス）
17：45 金沢駅 到着

（コース１のバス）
17：00 あえの風 到着

※バスの乗り換え時は、忘れ物等ないよう十分ご注意ください。

16：00 能登空港 到着
～ （バス乗り換え）

16：15 能登空港 出発
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●東京

●大阪

能登空港 ●

あえの風 ●

能登地域エクスカーション

20２１年１１月２７日（土）

能登 (石川県)

視 察 施 設 連 絡 先

株式会社鹿渡島定置

のと里山里海ミュージアム

農家レストランむろたに

能登志賀ころ柿選果場

〒926-0001

〒926-0821

〒925-0315

〒925-0121

石川県七尾市鵜浦町9部38-2

石川県七尾市国分町イ部1

石川県羽咋郡志賀町福浦港和光台ろ12

石川県羽咋郡志賀町安津見西山4

☎0767-58-1350

☎0767-57-5100

☎0767-48-1321

☎0767-32-0102

～能登各地域の農林水産業と文化～
コース４：中能登北部（七尾市・志賀町）

●鹿渡島定置

●

●

●

能登志賀ころ柿選果場

農家レストランむろたに

のと里山里海ミュージアム

●湯川町



ユネスコ無形文化遺産に認定された青柏
祭の曳山行事をはじめ、祭り料理や能登に
棲む多様な生物などを紹介するミュージア
ムを見学します。

時間と手間をかけた伝統の味、「ころ柿」。
その中でも地理的表示保護制度 （GI）に登録
されている「能登志賀ころ柿」の一部製造工程
を見学します。

能登志賀ころ柿選果場

のと里山里海ミュージアム11:25～12:00

14:00～14:45

船に乗り、実際に海の上から定置網を見
学しながら、持続可能な漁法といわれる
「定置網漁」について紹介します。また、
担い手育成や里海資源を活用した6次産業化
の取組も紹介します。

能登大納言（小豆）を使用した赤飯や山菜の
炊き合わせなど、能登産の食材でつくられた郷
土料理をいただきます。農家レストランや郷土
料理教室の取組について紹介します。

水源の確保が困難な中山間地域の水田等
に水を引くため掘削された用水路トンネル
（通称：マンポ）を見学します。

湯川町の用水路トンネル

8：30 あえの風（会議会場） 出発

株式会社 鹿渡島定置 ＜乗船体験＞9:15～10:25

10:40～10:55

農家レストラン むろたに ＜昼食＞12:40～13:40

※荒天等により、視察内容を変更する場合があります。

（コース５のバス）
16：45 金沢駅 到着
17：45 小松空港 到着

（コース４のバス）
16：30 あえの風 到着

※バスの乗り換え時は、忘れ物等ないよう十分ご注意ください。

15：15 道の駅のと千里浜 到着
～ （バス乗り換え）

15：45 道の駅のと千里浜 出発
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●東京

●大阪

能登空港 ●

●あえの風

能登地域エクスカーション

20２１年１１月２７日（土）

能登 (石川県)

視 察 施 設 連 絡 先

能登國二ノ宮天日陰比咩神社

能登上布会館

能登千里浜レストハウス

近岡屋醤油株式会社

合同会社のとしし団

〒929-1811

〒929-1604

〒925-0054

〒929-1345

〒925-0613

石川県鹿島郡中能登町二宮子甲部8

石川県鹿島郡中能登町能登部下134-1

石川県羽咋市千里浜町タ4-1

石川県羽咋郡宝達志水町今浜新108

石川県羽咋市飯山町ヲ32

☎0767-76-0221

☎0767-72-2233

☎0767-22-2141

☎0767-28-2001

☎0767-26-2944

～能登各地域の農林水産業と文化～
コース５：中能登南部

（羽咋市・宝達志水町・中能登町）

●近岡屋醤油

●
●
● ●天日陰比咩神社

能登上布会館

千里浜レストハウス

のとしし団



創業100年を迎えた醤油蔵を
見学するとともに、地元産の
大豆や奥能登の海洋深層水を
使用した商品開発の取組につ
いて紹介します。

獣肉処理施設を見学すると
ともに、害獣であるイノシシ
を里山の地域資源「ジビエ」
に転換するのとしし大作戦に
ついて紹介します。

合同会社 のとしし団

近岡屋醤油 株式会社13:10～14:00

14:25～15:15

神事用「どぶろく」の醸造場
を見学するとともに、どぶろく
特区に認定された中能登町の農
家民宿によるどぶろく製造・販
売を通じた地域振興について紹
介します。

牡蠣などの能登産の魚介類や
羽咋市で作られる自然栽培米
を使った料理をいただきます。

県指定無形文化財であり、
中能登町の伝統産業である
「能登上布」の製造工程を
見学するとともに、中能登
町における麻織物の歴史な
どを紹介します。

能登上布会館 ＜機織り体験＞

9：15 あえの風（会議会場） 出発

能登國二ノ宮天日陰比咩神社9:45～10:30

10:40～11:20

能登千里浜レストハウス ＜昼食＞11:40～12:50

※荒天等により、視察内容を変更する場合があります。

（コース４のバス）
16：30 あえの風 到着

※バスの乗り換え時は、忘れ物等ないよう十分ご注意ください。

15：30 道の駅のと千里浜 到着
～ （バス乗り換え）

15：45 道の駅のと千里浜 出発

（コース５のバス）
16：45 金沢駅 到着
17：45 小松空港 到着


