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北陸農政局管内における「指定棚田地域」 

農林水産省、総務省、文部科学省、国土交通省、環境省は、棚田地域振興法（令和元年法律第

42号）第 7条第 1項の規定に基づき指定棚田地域を指定しております。このうち、北陸農政

局管内の指定棚田地域は、168地域となっています（令和 4年 4月時点）。 

指定棚田地域とは、昭和 25年 2月 1日時点の市町村の区域で、勾配が 20分の 1以上の

棚田が 1ha以上ある地域の中から、都道府県の申請に基づき、国が指定するものです。 

指定棚田地域に指定された場合、農林水産省事業の補助率の嵩上げ等の支援を受けることが

できます。 

なお、指定棚田地域は官報で公示するとともに、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイト

に一覧を公表しております。 

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/shitei/index.html（外部リンク） 

 

   【表：北陸農政局管内 4県の指定棚田地域】 

 

県 現市町村 

指定申請地域 

指定棚田 

地域 
棚田の名称 指定日 

新潟県  計 ９４地域   

新潟県 小千谷市 

長岡市 

東山村 首沢の棚田、東山の棚田 R2.4.9 

新潟県 三条市 森町村 北五百川 R2.4.9 

新潟県 柏崎市 高田村 黒滝の棚田 R2.4.9 

新潟県 柏崎市 上条村 山口の棚田 R2.4.9 

新潟県 柏崎市 野田村 下野田の棚田、諏訪の棚田、木沢の棚田、 

熊谷の棚田、宮川新田の棚田、仲山の棚田 

R2.4.9 

新潟県 柏崎市 鵜川村 市野新田の棚田、上向の棚田 R2.4.9 

新潟県 柏崎市 石黒村 嶽の棚田、雪積の棚田、花坂の棚田、下原の棚田、 

ヨシグイの棚田、外山の棚田、ブナ山の棚田、芝休の棚田、

居谷の棚田、狢平の棚田、風張の棚田 

R2.4.9 

新潟県 柏崎市 高柳村 大林の棚田、宮田山の棚田、横道の棚田、塚田の棚田、 

戸屋原の棚田、城ノ越の棚田、見嶽の棚田、上ノ山の棚田、

大石の棚田、寺林の棚田、梨ノ木田の棚田、水梨の棚田、 

梶田の棚田、山ノ田の棚田、沢向の棚田、上ノ島の棚田、 

横尾の棚田、鶴間の棚田、宮沢の棚田、宮田の棚田、 

大開の棚田、トツラ平の棚田、兎田の棚田、桃ノ木の棚田、 

ヲクサの棚田 

R2.4.9 

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/shitei/index.html
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新潟県 柏崎市 南鯖石村 笹崎の棚田、行兼の棚田、宮之下の棚田、西之入の棚田、 

田島の棚田、宮沢の棚田、山ノ田入の棚田、水沢入の棚田、 

栗ノ木田の棚田、イラ平の棚田、江入の棚田、穴ノ口の棚田、

向田の棚田 

R2.4.9 

新潟県 柏崎市 北条村 家近の棚田、小島の棚田、北浦の棚田、佐之入の棚田、 

岩之入西の棚田、岩之入東の棚田、足駄越の棚田 

R2.4.9 

新潟県 柏崎市 

刈羽村 

中通村 菊尾の棚田、飯寺の棚田、矢田の棚田 R2.4.9 

新潟県 柏崎市 上米山村 狐塚の棚田、猪平の棚田、宮ノ前の棚田 R2.4.9 

新潟県 柏崎市 

上越市 

米山村 上輪新田の棚田 R2.4.9 

新潟県 小千谷市 小千谷町 郡又の棚田、塩殿の棚田、池ケ原の棚田、上片貝の棚田 R2.4.9 

新潟県 小千谷市 川井村 冬井の棚田、戸屋の棚田、真皿の棚田、川井本田の棚田 R2.4.9 

新潟県 小千谷市 岩沢村 岩山の棚田 R2.4.9 

新潟県 小千谷市 真人村 山新田の棚田、若栃の棚田、芹久保の棚田、石名坂の棚田、

中山の棚田、干三の棚田 

R2.4.9 

新潟県 津南町 

十日町市 

中深見村 堂平棚田、美穂棚田、所平棚田、大場棚田、源内山棚田 R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 磯部村 仙納棚田、大洞棚田、藤崎棚田、徳合棚田、百川棚田 R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 能生谷村 小見棚田、大沢棚田、大平寺棚田、島道棚田、平棚田、 

下倉棚田、溝尾棚田、柵口棚田、須川棚田、西飛山棚田、 

東谷内棚田、鉾が岳棚田、槇棚田、高倉棚田、大王棚田、 

中野口棚田、柱道棚田 

R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 木浦村 鬼舞棚田、新戸棚田、中尾棚田 R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 下早川村 高谷根棚田、谷根棚田、あわら棚田、東塚棚田、 

日光寺棚田、西塚棚田 

R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 上早川村 越棚田、角間棚田、寒谷棚田、岩倉棚田、砂場棚田、 

大平棚田、中川原新田棚田、中野棚田、土塩棚田、 

土倉棚田、湯川内棚田、不動山棚田 

R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 西海村 粟倉棚田、釜沢棚田、市野々棚田、真光寺棚田、 

真木棚田、水保棚田、来海沢棚田 

R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 大野村 大野棚田 R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 根知村 稲場棚田、栗山棚田、山口棚田、山寺棚田、 

上町屋棚田、上野棚田、大工屋敷棚田、大神堂棚田、 

東中棚田、別所棚田、和泉棚田 

R2.4.9 

新潟県 糸魚川市 上路村 上路棚田 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 石打村 宮野下、大沢山 R2.4.9 
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新潟県 南魚沼市 塩沢町 樺野沢工区管理組合、滝谷沢地区管理組合、 

天野沢七曲り工区管理組合、伊田滝谷管理組合、 

泉盛寺開田組合、栃窪、岩之下、細田茨平組合、外谷組合、

毛立、林ノ下組合、堂の入組合、猫岩・久留米沢組合 

R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 中之島村 柄沢、万条、大原、原組合 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 上田村 小松沢、一之沢、台原、台上、蟹沢 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 六日町 君帰、小栗山 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 五十沢村 金城、永松、野中、蛭窪 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 城内村 岡、広堀、山口、長森中通、長森下村 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 大巻村 寺尾、西 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 薮神村 一村尾、名木沢、後山 R2.4.9 

新潟県 南魚沼市 東村 雷土、桐沢、荒山、谷地 R2.4.9 

新潟県 津南町 外丸村 外丸棚田、辰ノ口棚田、鹿渡棚田 R2.4.9 

新潟県 津南町 上郷村 大井平棚田、亀岡棚田、宮野原棚田、小池棚田、 

上加用棚田、下加用棚田、出浦棚田、羽倉棚田、越手棚田、

寺石棚田、足滝棚田、穴山棚田、上野棚田、田中棚田、 

中子棚田、今井棚田 

R2.4.9 

新潟県 津南町 芦ケ崎村 相吉棚田、岡棚田、谷内棚田、芦ヶ崎棚田、反里棚田 R2.4.9 

新潟県 津南町 秋成村 秋成棚田、反里口棚田、太田新田棚田、見玉棚田、結東棚田 R2.4.9 

新潟県 津南町 下船渡村 米原棚田 R2.4.9 

新潟県 柏崎市 

十日町市 

山平村 大久保の棚田（田代）、北山棚田、名平棚田、莇平棚田、 

寺田棚田、蒲生棚田、儀明棚田 

R2.5.20 

新潟県 十日町市 下条村 東下組棚田、下条上組棚田、下条下組棚田 R2.5.20 

新潟県 十日町市 吉田村 稲葉・山谷棚田、樽沢棚田、名ヶ山棚田、中平棚田、 

高島棚田、鉢棚田、中手棚田 

R2.5.20 

新潟県 十日町市 松代村 太平棚田、菅刈棚田、松代田沢棚田、池尻棚田、蓬平棚田、

犬伏棚田、孟地棚田、滝沢棚田、松代棚田、小荒戸棚田、 

千年棚田、桐山棚田、南部棚田、片桐山棚田、中子棚田、 

苧島棚田、清水棚田、会沢棚田 

R2.5.20 

新潟県 十日町市 松之山村 松之山・新山・兎口棚田、光間棚田、水梨棚田、小谷棚田、 

大荒戸棚田、下川手棚田、上川手棚田、湯山棚田、湯本棚田

天水越棚田、天水島棚田、藤倉棚田、下布川棚田、 

中尾棚田、東川棚田、上鰕池棚田、下鰕池棚田 

R2.5.20 

新潟県 十日町市 浦田村 浦田棚田、黒倉棚田 R2.5.20 

新潟県 十日町市 奴奈川村 福島・奈良立棚田、室野棚田、星峠棚田 R2.5.20 

新潟県 見附市 北谷村 旧北谷村地域の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 相川町 相川鹿伏の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 二見村 橘の棚田、高瀬の棚田、相川大浦の棚田 R2.5.20 
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新潟県 佐渡市 沢根町 沢根五十里の棚田、沢根の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 二宮村 真光寺の棚田、二宮の棚田、山田の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 金沢村 中興の棚田、平清水の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 吉井村 長江の棚田、安養寺の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 新穂村 新穂田野沢の棚田、新穂正明寺の棚田、新穂瓜生屋の棚田、

新穂大野の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 畑野村 栗野江の棚田、小倉の棚田、小倉千枚田、畑野の棚田、 

大久保の棚田、猿八棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 真野村 国分寺の棚田、吉岡の棚田、真野の棚田、滝脇の棚田、 

大須の棚田、背合の棚田、豊田の棚田、静平・下黒山の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 西三川村 羽茂小泊の棚田、羽茂亀脇の棚田、大小の棚田、 

大倉谷の棚田、田切須の棚田、西三川の棚田、椿尾の棚田、

羽茂村山の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 小木町 小比叡の棚田、小木木野浦の棚田、琴浦の棚田、 

宿根木の棚田、小木強清水の棚田、深浦の棚田、 

江積の棚田、小木大浦の棚田、井坪の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 羽茂村 羽茂滝平の棚田、羽茂大崎の棚田、羽茂本郷の棚田、 

羽茂三瀬の棚田、羽茂大石の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 赤泊村 下川茂の棚田、上川茂の棚田、外山の棚田、莚場の棚田、 

三川の棚田、徳和の棚田、赤泊の棚田、柳沢の棚田、 

南新保の棚田、杉野浦の棚田、大杉の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 松ケ崎村 丸山の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 岩首村 赤玉の棚田、豊岡の棚田、岩首昇竜棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 水津村 水津の棚田、片野尾棚田、月布施棚田、野浦の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 河崎村 椎泊の棚田、両尾の棚田、羽二生の棚田、両津大川の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 加茂村 北五十里の棚田、椿の棚田、加茂歌代の棚田、歌見の棚田、

浦川の棚田、北松ヶ崎の棚田、馬首の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 内海府村 鷲崎の棚田 R2.5.20 

新潟県 佐渡市 外海府村 大倉の棚田、小田の棚田、真更川の棚田、北鵜島の棚田、 

願の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 高千村 石名の棚田、小野見の棚田、北田野浦の棚田、高千の棚田、

入川の棚田、北立島の棚田、後尾の棚田、石花の棚田、 

北片辺棚田、南片辺の棚田 

R2.5.20 

新潟県 佐渡市 金泉村 戸中の棚田、戸地の棚田、北狄の棚田、達者棚田、 

小川の棚田 

R2.5.20 

新潟県 胎内市 黒川村 樫谷の棚田、鍬江の棚田、坂井の棚田 R２.６.16 

新潟県 村上市 高根村 高根の棚田 R2.7.10 

新潟県 村上市 塩野町村 荒沢の棚田 R2.7.10 
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新潟県 妙高市 

上越市 

矢代村 岡沢の棚田 R2.7.10 

新潟県 上越市 東頸城郡

保倉村 

大島区牧山の棚田、大島区糀山の棚田、大島区大平の棚田、

大島区長野・一ノ瀬・島田の棚田、大島区干平の棚田、 

大島区大久保・上新田の棚田、大島区上達の棚田 

R2.7.10 

新潟県 上越市 大島村 大島区菖蒲西の棚田、大島区牛ケ鼻の棚田、 

大島区西沢の棚田、大島区仁上の棚田、大島区石橋の棚田、

大島区中山の棚田、大島区大島の棚田、大島区中野の棚田、

大島区菖蒲東の棚田 

R2.7.10 

新潟県 上越市 菱里村 安塚区樽田の棚田 R2.7.10 

新潟県 上越市 小黒村 安塚区大原の棚田、安塚区小黒の棚田、安塚区切越の棚田、

安塚区朴ノ木の棚田、安塚区和田の棚田 

R2.7.10 

新潟県 上越市 牧村 泉の棚田 R2.7.10 

新潟県 上越市 源村 下川谷の棚田、石谷の棚田、名木山の棚田、大賀の棚田、 

村屋の棚田、稲古の棚田、川袋の棚田、大岩の棚田、 

山中の棚田、高沢入の棚田、坪野の棚田 

R2.7.10 

新潟県 上越市 黒川村 松留の棚田、上中山の棚田、猿毛の棚田、下牧の棚田、 

水野の棚田、平沢の棚田、芋島の棚田、米山寺の棚田、 

岩野の棚田 

R2.7.10 

新潟県 上越市 黒岩村 東横山の棚田、南黒岩の棚田、北黒岩の棚田 R2.7.10 

新潟県 上越市 金谷村 正善寺の棚田 R2.7.10 

新潟県 上越市 春日村 正善寺の棚田 R2.7.10 

新潟県 上越市 菅原村 上田島の棚田 R2.7.10 

新潟県 上越市 櫛池村 青柳の棚田、梨窪の棚田、鶯澤の棚田、上中條の棚田、 

鈴倉の棚田、寺脇の棚田、東戸野の棚田、棚田の棚田、 

北野・水草の棚田、梨平の棚田、赤池の棚田 

R2.7.10 

新潟県 上越市 名立村 丸田・折居の棚田、峠の棚田、濁沢の棚田、 

瀬戸・東飛山の棚田 

R2.7.10 

新潟県 十日町市 中條村 花水棚田、魚之田川棚田、枯木又棚田、轟木棚田、 

三ツ山棚田、四ヶ村棚田、新水棚田、池谷・入山棚田、 

市之沢棚田、上之島棚田 

R2.12.16 

新潟県 十日町市 貝野村 安養寺棚田、姿棚田、宮中棚田、本屋敷棚田、堀之内棚田 R2.12.16 

新潟県 十日町市 水沢村 伊達棚田、鍬柄沢棚田、漆島棚田、水沢・馬場棚田、 

大石棚田、当間棚田、野中棚田、池沢棚田 

R2.12.16 

新潟県 上越市 板倉村 筒方川西地区の棚田 R3.２.25 

新潟県 村上市 黒川俣村 大毎の棚田 R3.10.14 
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富山県  計 ４１地域   

富山県 富山市 下夕村 布尻集落の棚田、町長集落の棚田、伏木集落の棚田、 

東猪谷集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 福沢村 日尾集落の棚田、東福沢集落の棚田、牧野集落の棚田 R2.3.16 

富山県 富山市 大山村 粟巣野集落の棚田、文珠寺集落の棚田 R2.3.16 

富山県 富山市 杉原村 城生集落の棚田、井栗谷集落の棚田、深谷集落の棚田、 

丸山集落の棚田、井田集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 保内村 三田集落の棚田、上新田集落の棚田、中新田集落の棚田、 

下新田集落の棚田、松原集落の棚田、水谷集落の棚田、 

妙川寺集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 神保村 千里集落の棚田 R2.3.16 

富山県 富山市 古里村 新町集落の棚田 R2.3.16 

富山県 富山市射

水市 

池多村 富山市三熊集落の棚田、射水市池多棚田 R2.3.16 

富山県 富山市 音川村 平等集落の棚田、上瀬集落の棚田、三ノ瀬・高山集落の棚田

道島集落の棚田、牛滑集落の棚田、東谷集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 山田村 谷集落の棚田、若土集落の棚田、鎌倉集落の棚田、 

小谷集落の棚田、赤目谷集落の棚田、湯集落の棚田、 

中村集落の棚田、小島集落の棚田、上中瀬集落の棚田、 

中瀬集落の棚田、白井谷集落の棚田、沼又集落の棚田、 

牧集落の棚田、清水集落の棚田、今山田集落の棚田、 

宿坊集落の棚田、沢連集落の棚田、柳川集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 仁歩村 入谷集落の棚田、平沢集落の棚田、三ツ松集落の棚田 R2.3.16 

富山県 富山市 室牧村 高熊集落の棚田、谷橋集落の棚田、河西集落の棚田、 

柚木集落の棚田、細滝集落の棚田、上野集落の棚田、 

坂尾集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 野積村 神明集落の棚田、八十島集落の棚田、田池集落の棚田、 

三乗集落の棚田、青根集落の棚田、東川倉集落の棚田、 

布谷集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 黒瀬谷村 須原集落の棚田、小羽集落の棚田、下伏集落の棚田、 

土集落の棚田、根ノ上集落の棚田、小長谷集落の棚田、 

新杉集落の棚田、樫尾集落の棚田、岩屋集落の棚田、 

宮腰集落の棚田、外堀集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 卯花村 下笹原集落の棚田、掛畑上黒瀬集落の棚田、 

上笹原集落の棚田、角間集落の棚田 

R2.3.16 

富山県 富山市 細入村 楡原集落の棚田、庵谷集落の棚田、蟹寺集落の棚田 R2.3.16 

富山県 射水市 金山村 金山棚田 R2.3.16 
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富山県 射水市 櫛田村 櫛田棚田 R2.3.16 

富山県 高岡市 石堤村 山川棚田 R2.4.9 

富山県 高岡市 五位山村 沢川棚田、五位棚田 R2.4.9 

富山県 氷見市 仏生寺村 細越の棚田、脇之谷内の棚田 R2.4.9 

富山県 氷見市 熊無村 論田の棚田、熊無の棚田 R2.4.9 

富山県 氷見市 八代村 胡桃の棚田 R2.4.9 

富山県 氷見市 女良村 長坂の棚田 R2.4.9 

富山県 黒部市 東布施村 別所棚田、内生谷棚田、笠破棚田、田籾棚田、池尻棚田、 

開拓棚田 

R2.4.9 

富山県 黒部市 桜井町 大越棚田、栗寺棚田、中山棚田、本野棚田、宮沢棚田、 

吉宮棚田、枕野棚田、前山棚田、阿窪棚田、上田家野棚田、

鏡野棚田 

R2.4.9 

富山県 黒部市 東山村 小頭棚田、寺蔵棚田、浦山 12区棚田、栃屋棚田、下立棚田 R2.4.9 

富山県 黒部市 愛本村 明日棚田 R2.4.9 

富山県 小矢部市 南谷村 安楽寺棚田、道坪野棚田、峯坪野棚田、谷坪野棚田、 

論田棚田、峠棚田、荒間棚田、千石棚田 

R2.4.9 

富山県 小矢部市 埴生村 埴生棚田、石坂棚田 R2.4.9 

富山県 小矢部市 子撫村 田川棚田、法楽寺棚田、横谷棚田 R2.4.9 

富山県 小矢部市 宮島村 宮中集落棚田、矢波集落棚田、屋波牧集落棚田、 

嶺集落棚田、岩崎集落棚田、糠子島集落棚田、 

了輪集落棚田、高屋敷集落棚田、三ヶ村集落棚田 

R2.4.9 

富山県 小矢部市 北蟹谷村 松尾棚田、八講田棚田、五郎丸棚田、臼谷棚田、末友棚田 R2.4.9 

富山県 上市町 柿沢村 柿沢棚田、舘棚田 R2.4.9 

富山県 立山町 上段村 芦見集落の棚田 R2.4.9 

富山県 立山町 東谷村 四谷尾集落の棚田、白岩集落の棚田、谷口集落の棚田、 

六郎谷集落の棚田、目桑集落の棚田、伊勢屋集落の棚田、 

虫谷集落の棚田、谷集落の棚田、座主坊集落の棚田 

R2.4.9 

富山県 高岡市 般若野村 東保新棚田、下山田棚田 R2.10.14 

富山県 滑川市 東加積村 下大浦棚田、大崎野棚田、千鳥棚田、開棚田、森野新棚田、

中野棚田、東福寺開棚田、室山棚田、下野棚田、 

改養寺棚田、上大浦棚田、野尻道寺棚田、蓑輪棚田 

R3.2.25 

富山県 滑川市 山加積村 田林棚田、東福寺野棚田、小森棚田、東福寺棚田、本江棚田 R3.2.25 

富山県 入善町 舟見町 舟見棚田 R3.6.21 

富山県 魚津市 西布施村 大沢棚田、御影棚田、日尾棚田、黒沢棚田 R3.10.14 
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石川県  計 30地域   

石川県 七尾市 七尾市 多根棚田、八田棚田、矢田棚田、万行棚田、佐野棚田、 

太田棚田、沢野棚田、千野１棚田、千野２棚田、殿棚田、 

国下棚田 

R2.5.20 

石川県 七尾市 南大呑村 大泊棚田、滝尻棚田、山崎棚田、花園棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 北大呑村 小栗棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 崎山村 湯川棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 金ヶ崎村 深見棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 豊川村 外原棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 熊木村 谷内棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 西岸村 小牧棚田、外棚田、田岸棚田、⾧浦棚田、横見棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 中乃島村 曲棚田、島別所棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 西島村 須曽棚田 R2.5.20 

石川県 七尾市 釶打村 北免田棚田、上畠棚田、鳥越棚田、西谷内棚田、藤瀬棚田、

河内棚田、別所棚田 

R2.5.20 

石川県 輪島市 門前町 小石棚田、清水棚田、栃木棚田、西中尾棚田、走出棚田、 

深田棚田、本市棚田、和田棚田 

R2.5.20 

石川県 輪島市 町野町 大川伏戸棚田、桶戸棚田、尾山棚田、金蔵１棚田、 

金蔵２棚田、金蔵３棚田、川西桜木棚田、川西田長棚田、 

川西広棚田、北円山棚田、佐野棚田、真久棚田、敷戸棚田、

鈴屋棚田、寺地棚田、寺山棚田、徳成棚田、徳成谷内棚田、

東棚田、東大野棚田、広江棚田、南時国棚田、麦生野棚田 

R2.5.20 

石川県 輪島市 劔地村 池田棚田、入山・渡瀬棚田、上代・上馬場棚田、江崎棚田、 

北川棚田、切狭棚田、久川棚田、黒岩棚田、小山棚田、 

是清棚田、下馬場棚田、白禿棚田、剱地棚田、千代棚田、 

滝町棚田、馬渡棚田、山是清棚田 

R2.5.20 

石川県 輪島市 諸岡村 勝田棚田、道下棚田 R2.5.20 

石川県 輪島市 浦上村 浅生田・大町棚田、安代原棚田、清土棚田、 

宮田・大久保棚田、吉ヶ谷内・正仏棚田 

R2.5.20 

石川県 輪島市 七浦村 百成大角間棚田、矢徳棚田 R2.5.20 

石川県 輪島市 西保村 赤崎棚田、小池棚田、上大沢棚田、下山棚田 R2.5.20 

石川県 輪島市 大屋村 上黒川棚田、下黒川棚田、下黒川貴廟棚田、空熊棚田、 

滝又棚田、房田棚田 

R2.5.20 

石川県 輪島市 河原田村 石休場棚田、市ノ瀬棚田、北谷棚田、西脇棚田、山ノ上棚田 R2.5.20 

石川県 輪島市 鵠巣村 稲舟棚田、久手川棚田 R2.5.20 

石川県 輪島市 南志見村 白米千枚田、大西山棚田、大西山くり棚田、小田屋棚田、 

小西山棚田、里棚田、渋田棚田、尊利地棚田、東印内棚田 

R2.5.20 
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石川県 輪島市 本郷村 内保棚田、定広棚田、平・別所棚田、谷口棚田、地原棚田、 

百成棚田、俊兼棚田、長井坂棚田、能納屋棚田、原棚田、 

二又川棚田、堀腰棚田、本内棚田 

R2.5.20 

石川県 輪島市 三井村 市ノ坂棚田、市ノ坂くり棚田、興徳寺棚田、中棚田、 

長沢棚田、仁行棚田、本江棚田、与呂見棚田 

R2.5.20 

石川県 能登町 鵜川町 鮭尾棚田 R2.5.20 

石川県 能登町 柳田村 当目棚田、黒川棚田 R2.5.20 

石川県 穴水町 穴水町 曽福棚田、天神谷棚田、下唐川棚田、越渡棚田、上中棚田、

桂谷棚田、大角間棚田、宇留地棚田、鹿島棚田、大坪棚田、

丸山棚田 

R3.10.14 

石川県 穴水町 諸橋村 沖波棚田、前波棚田、明千寺棚田 R3.10.14 

石川県 穴水町 兜村 甲棚田、曽良棚田 R3.10.14 

石川県 穴水町 住吉村 伊久留棚田、木原棚田 R3.10.14 

 

福井県  計 3地域   

福井県 

岐阜県 

大野市 

郡上市 

石徹白村 旧石徹白村地域の棚田 R3.2.25 

福井県 美浜町 山東村 菅浜棚田 R3.4.15 

福井県 若狭町 十村 能登野棚田 R４.4.21 

 

北陸局管内 計 168地域  

 

 


