まるごと島根

島根観光キャラクター
「しまねっこ」

てくてく日和まるごと島根は、障がいのある方や高齢の方が気軽に外出したり、
旅行を楽しむことができるようにしたい、という思いから誕生しました。
島根県内の主な観光スポットをバリアフリー情報を含めて魅力満載でご紹介します。

着物で歩きたくなる！ 和の情緒あふれる城下町

松江

京店商店街

Matsue

石畳が敷かれ、車いすでも段差が少
なく街歩きを楽しめる。縁結びにご
利益のあるカラコロ大黒やハートの
石畳がある。

松江は、城下町として栄
えた町並みや文化が数多

松江市末次本町50
0852-26-5610（平日9:00〜17:00）
事務局は土、日、祝は休み

く残っているにゃ。歴史
や風情を楽しんでにゃ。

良縁が

松江城

松江歴史館
城下町松江の歴史がうかがえる資料を、様
々な手法で展示・紹介している。松江をま
ち歩きする前に訪れると、より楽しく散策
ができる。日本庭園を望むスロープ付きの
大広間とテーブル席がある「喫茶きはる」も
館内にあり。創作上生菓子を味わうことが
でき、休憩にももってこい。館内はバリアフ
リーで入口はスロープから車いす専用玄関
へと導かれる。土足不可のため、スタッフが
車いすのタイヤを拭いた後、入館する。
松江市殿町279
0852-32-1607
4〜9月 8：30〜18：30、10〜3月
8：30〜17：00（受付は閉館の30分前まで）
毎月第3木曜日（祝日の場合は翌日）
身障者用駐車場5台、オストメイト対応車い
すトイレ、入口スロープ、貸し出し用車いす3
台、入場口案内板とトイレに触図あり。障が
い者手帳提示で本人とその介助者1名が観
覧料無料。

あります
ように！

城下町松江のシンボルで、千鳥が羽根を広げたように
見える破風が見事なことから、別名「千鳥城」とも呼
ばれており、現在、全国で現存する12天守のひとつで
ある。松江開府の祖堀尾吉晴公が慶長12年（1607）
から足掛け5年の歳月をかけて、慶長16年（1611）に
築城した。園内は桜やツツジの名所で、桜の時期には
「お城まつり」が開催され、多くの観光客で賑わう。
城山公園内は許可を得れば、二の丸上の段まで車で
進入することができるが、天守広場へ行くには石段を
登る必要があり、車いすの方は事前予約をすれば介助
を受けあがることができる。天守閣内は急な階段とな
り、車いすでの登閣は困難。
松江市殿町1-5
0852-21-4030（松江城山公園管理事務所）
本丸への入場（無料）4月〜9月 7：00〜19：30／10月〜3月 8：30〜17：00
天守閣への登閣 4月〜9月 8：30〜18：30（受付18：00まで）
10月〜3月 8：30〜17：00（受付16：30まで）
身障者用トイレ（2カ所）、貸し出し用車いす2台、身障者用駐車場、階段昇
降機（要予約）あり。

喫茶きはる
松江市殿町279
（松江歴史館内）
0852-67-2844
4月〜9月 9:00〜18:30 10月〜
3月 9:00〜17:00
毎月第3木曜日
入場料無料
松江歴史館内にあり、トイレな
どは共通。テーブル席あり、座
敷へのスロープ、座イスあり。

ぐるっと松江堀川めぐり
松江城築城時につくられた堀を約50分かけてゆっくりと遊覧す
る船。船上から眺める松江の街並みはどこか懐かしく、水辺を
彩る草花や水鳥が四季を感じさせてくれる。遊覧船に乗るには
車いすを降りる必要があるが、スタッフはバリアフリー研修を受
け「乗船場」
「乗降時」
「船の上」のサポートを行っている。同乗
者の支えがあれば、快適に水辺の景色を楽しむことができる。
車いすで乗船できるのは松江堀川ふれあい広場乗船場のみ。

ジャングルを探検してい
るみたい。船上から亀や
鳥にも会えるよ。
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松江市黒田町507-1（ふれあい広場）
0852-27-0417（堀川遊覧船管理事務所）
3月1日〜6月30日 9:00〜17:00 7月1日〜8月31
日 9:00〜18:00 9月1日〜10月10日 9:00〜17:00
10月11日〜2月末 9:00〜16:00
（3月1日〜11月30日は、15分間隔、12月1日〜2月
末は、20分間隔）
身障者用トイレ、スロープ、貸し出し用車いすあ
り。障がい者とその介助者は乗船料半額。

様々な体験が
できるスポッ
トだにゃ！

１

2

カラコロ工房
昭和初期に建てられた元日銀松江支店を改装した建
物で、土産物屋、飲食店、ものづくり体験などができ
る複合施設。着物のレンタルや和菓子作り体験など
松江らしさを車いすのまま楽しむことができる。施設
には「ピンクの幸運のポスト」
「願いの泉」という縁
結びスポットもあるので必見。
松江市殿町43
0852-20-7000
工房 9:30〜18:30
飲食店 11：00〜18：30（びいどろのみ22：00オー
ダーストップ）
年中無休（ただし、12月30日〜1月1日は休館）
※工房によっては一部定休日あり
身障者用駐車場1台、車いす対応トイレ2か所、入口
スロープ、エレベーター、貸し出し用車いすあり。
１ カラコロ工房で着物をレンタルしてまち歩きをしよう。
2 ピンクの幸運のポスト、すぐそばに願いの泉がある。
3 松江の和をイメージした「松江和香」のお香作り体験可。
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宿泊施設バリアフリー情報
館内に身障者用トイレのある
宿泊施設

身障者用トイレ付き客室（バリアフリールーム）
のある宿泊施設

●松江ニューアーバンホテル別館

●松江しんじ湖温泉なにわ一水

TEL：0852-23-0003
●ホテル一畑 TEL：0852-22-0188
●松江エクセルホテル東急
TEL：0852-27-0109
●佳翠苑皆美 TEL：0852-62-0331

TEL：0852-21-4132

●すいてんかく TEL：0852-21-4910
●皆美館 TEL：0852-21-5131
●ホテル玉泉 TEL：0852-62-0021
●玉造グランドホテル長生閣 TEL：0852-62-0711
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願い石の手前には石段がある。

宍道湖自然館ゴビウス

玉作湯神社
玉作りの神と温泉の神を祀る神社。境内に
は触って祈れば願いがかなうと言われる『願
い石』がある。願い石のパワーを『叶い石』
に分けてもらうことで、お守りとしてその力を
持ち帰ることができる。
松江市玉湯町玉造508
0852-62-0006
神社へは階段があり、車いすの方はその
脇を車で上り、境内近くまで進入できる。

水槽が低めで見やすい！

美保神社
松江を代表す
る様々なスポッ
トを紹介にゃ！

五穀豊穣・夫婦和合・安産・子孫繁栄・歌舞音曲
（音楽）の守護神である「三穂津姫命（ミホツヒメ
ノミコト）」と海上安全・大漁満足・商売繁盛・学業
・歌舞音曲（音楽）の守護神である事代主神（コト
シロヌシノカミ）が祀られている。事代主神は、一
般的には「ゑびすさま」として有名。
松江市美保関町美保関608
0852-73-0506
境内に行く方法は階段のみ。
車いすの場合複数介助が
いないと上がれない。

宍道湖・中海に生息する生き物を飼育展示する水族館「ゴ
ビウス」。その隣には野鳥など自然観察ができる施設「宍
道湖グリーンパーク」がある。身障者用駐車場は3ヶ所ある
が、駐車場からゴビウス館内までは屋外となる。
出雲市園町1659-5
0853-63-7100
9:30〜17:00（最終入館は、16:30）
入館料 大人・大学生500円 小中高生200円 幼児無料
毎週火曜日（祝日の場合は翌平日休）、年末年始
障がい者手帳提示で本人入館料半額、その介助者1名
が無料、身障者用駐車場、車いす対応トイレ、貸出用
車いすあり。

松江イングリッシュガーデン
9つのフォーマルガーデン（人工的に整形された庭）と1つのインフォ
ーマルガーデン（自然の風景をそのまま生かした庭）でつくられてい
る。5月中旬頃からバラをはじめ園内の色とりどりの花が満開になり、
まるで美術館の絵画のような美しい庭園を演出する。園内は基本的
に段差がなくバリアフリーでゆったり観賞し楽しむことができ、建物
内にはゆったりとした身障者向けトイレが設置されている。
松江市西浜佐陀町330-1
0852-36-3030
9:00〜17:30（4月〜9月）9:00〜16:30
（10月〜3月）※季節によって閉館時間が異
なります。
年末年始（12/29〜1/3）
入園料 無料
駐車場自家用車269台、大型バス10台
※2時間まで無料。車いすの無料貸出あり。

島根県立美術館
宍道湖を見渡せるよう湖岸側のロビーが一面ガラス
張りとなっている。展示室は広い空間で車いすでも余
裕をもって観覧できる。美術館湖岸に12羽のうさぎの
ブロンズ像があり、湖から2番目のうさぎに西側を向
いて触ると幸せが舞い降りてくると言われている。美
術館から湖岸には、13cm程度の縁石を乗り越える必
要があるが、ここでブロンズ像のうさぎに会える。

玉造温泉
日本最古の歴史をもち、古くから美肌の湯
として親しまれている。温泉街を流れる玉
湯川沿いは、飲食店、お土産屋、開運スポ
ットなどが並んでいる。温泉街のメインス
トリートは石畳で整備されており段差がな
いので車いすでも安心してまち歩きが楽
しめる。

松江縁結びスポット
八重垣神社

展望テラスに
スロープで
あがれる

宍道湖沿いオススメスポット
し

ん

じ

こ

松江フォーゲルパーク
年中満開のベゴニア・フクシアを中心とする花
やペンギン、珍しい熱帯の鳥などとふれあえる世
界最大級の室内ガーデン。園内には一部、傾斜
のある動く歩道や階段があるが、車いす、ベビー
カー、シルバーカーの利用者、目の不自由な方は
車で移送してもらえる。車いすの方は車いす専
用車両（車いす1名+介助者1名）あり。温室ごと
に車いす対応トイレやおむつ交換台がある。

スサノオノミコトとイナタヒメの夫婦が祀られ
ている縁結びで有名な神社。良縁のタイミン
グや方角などを占える鏡の池は多くの観光客
が訪れる人気スポット。
松江市佐草町227
0852-21-1148
身障者用トイレ、スロープあり。鏡の池
までは長い砂利道と坂道を進むので
介助があると安心。

松江市袖師町1-5
0852-55-4700
3月〜9月 10:00〜日没後30分、
10月〜2月 10:00〜18:30
毎週火曜日、年末年始
障がい者手帳提示で本人とその介助者が無料。
館内車いす、ベビーカー、シルバーカーの貸出あ
り。エレベーター、車いすトイレ1階に2カ所、2階
に1カ所あり（車いすマークがないが男女各トイレ
内に1カ所ずつ完備）。

松江市大垣町52
0852-88-9800
4月〜9月は9:00〜17:30（10月〜3月は年中
無休17:00まで）※最終受付閉園45分前
年中無休
大人1540円、シルバー(満65歳以上)1020
円、小・中学生770円、障がい者大人720
円、障がい者小人360円、幼児無料
身障者駐車場5台、車いす対応トイレ、貸
出用車いすあり。

池に占い用紙を浮かべる
には車いすから降りない
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と手がとどかない。

6

遷宮でますますパワーアップ！ 良縁を願う人々の聖地

出雲
Izumo

ふみ固められた土で
周りを一周できる

出雲の地では旧暦の10月が

本殿を見られる
ベストポイント

御本殿

神在月と呼ばれ、全国の神

祖霊社の角に
トイレあり

々が様々な縁結びの会議を

神楽殿

段差のない脇道
八足門

開くと言われているにゃ。

庁舎内に
トイレあり

ご縁の国を感じてにゃ！

神楽殿前に階段＆
スロープ有

四の鳥居
社務所

出雲大社連絡所
（バス停）

出雲市大社町杵築東195
0853-53-3100
身障者用駐車場、車いす対応トイレ3カ
所、貸し出し用車いす4台（社務所）

手水 舎（段差なし）
車いすで手水舎
まで行ける

Ｐ
Ｐ

観光センター
いずも内に
トイレあり

舗装された側道

車いすＰ有
※一般Ｐもあり

松
の
参
道
︵
砂
利
道
︶

三の鳥居

凡例
砂利道
階段
スロープ

二の鳥居（勢溜）は出雲大社の正門であり、神域の入り口となる。
鳥居の前に段差があるが、西側に段差のない脇道がある。

2
古代出雲歴史博物館
身障車駐車場から
本殿への近道

階段６段あり

Ｐ Ｐ

Ｐ

（勢溜の大鳥居）

歩道

北島国造館

階段＆スロープあり

石
坂がきつく介助が 畳
必要
（急な下り坂） の
坂
道
段差のない脇道
から大鳥居へ
二の鳥居

Ｐ
１

境内は石畳で歩きやすい
拝殿

階段＆スロープ有

出雲大社

１

階段７段あり

古代出雲
歴史博物館前
（バス停）

坂道が少し急
神門通り

2
１ 身障者用駐車場は2か所。東側駐車場

には、坂道がなく三の鳥居まで行ける
車椅子参拝道がある。
2 境内内は基本的に石畳。

3
１ 二の鳥居から三の鳥居に向かう参拝ルートは石畳

の下り参道。中程に「祓社」があるので、本殿へ参
拝の前に心身の汚れを祓戸神に清めていただく。
2 四の鳥居の前には神話「因幡の白うさぎ」の話の
一場面を表した有名な大神主大神の銅像がある。
となりにある手水舎で、手と口を清める。
3 拝殿前にはスロープあり。出雲大社は「二礼四拍
手一礼」で参拝。

出雲大社を満喫するには、
出雲観光協会へ観光ガイド
を頼むのがおすすめにゃ！
近くで見ると迫力大！

大国主大神がお還りにな
った新しい本殿。段差な
く間近に見ることのでき
るポイントあり。

敷地内には４ヶ所の車い
す対応トイレがあるよ

本殿前八足門には7段の段
差があるが、それ以外は車い
すでも参拝できるよう段差
の解消が設けられている。
事前に境内の様子を確認し
てから参拝に訪れてみては
いかがでしょう。
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宿泊施設バリアフリー情報
館内に身障者用トイレのある
宿泊施設
●出雲市斐川社会福祉センター「四季荘」

TEL：0853-72-6525
●出雲須佐温泉 ゆかり館
TEL：0853-84-0800

●出雲市国民宿舎「くにびき荘」

TEL：0853-43-2211
●スーパーホテル出雲駅前
TEL：0853-21-9000
●ニューウェルシティ出雲
TEL：0853-23-7388
●夢の森うさぎ TEL：0853-53-6060

身障者用トイレ付き客室（バリアフリールーム）
のある宿泊施設
●ホテルサンヌーベ TEL：0853-20-2777

●出雲グリーンホテルモーリス TEL：0853-24-7700
●ツインリーブスホテル出雲 TEL：0853-30-8000
●出雲ひのみさきの宿ふじ TEL：0853-54-5522
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ひ の み さ き

［出雲大社周辺 門前町］

［日御碕周辺］
出雲大社から車で 20 分。
活き活き介助タクシーを利用し、
障がい者割引で約 2,300 円

島根県立
古代出雲歴史博物館

日御碕観光案内所
階段あり

日本海

鳥見台展望台

１

Ｐ
古代出雲
歴史博物館前
（バス停）
めのや
神門通りおもてなし
ステーション
（大社観光案内所）

Ｐ

神門通り広場駐車場
出雲大社前駅
（一畑電車）

電鉄大社駅
（バス停）

縁結び
スクエア

神門通りは歩道が広く
フラットで歩きやすい

宇迦橋の大鳥居

12 段の階段があり。
１人では参拝は難しい

Ｐ

Ｐ

至猪目・平田方面

おわし浜海水浴場

お宮通り

宇竜分れ（バス停）

Ｐ

Ｐ

日御碕（バス停）

坂が急なので介助が

凡例
至大社方面

階段

あると安心

ひ の み さ き

日御碕神社

3

神門通り

朱色の美しい社殿のすべてと境内
の石造建築物は国指定の重要文化
財となっている。神社の階段は10段
以上あり、スロープはなし。

歩道が広く安全！
バリアフリー化が進んでる！

出雲市大社町日御碕455
0853-54-5261
鳥居前と本殿前に階段あり。
身障者用トイレなし。

出雲大社一の鳥居と二の鳥居の間にある
「神門通り」。飲食店や土産物屋などが
並んでおり、歩くだけでも楽しむことがで
きる。大遷宮に合わせ、歩道は広くなり段
差などはほとんどない。神門通り付近で
貸し出し用車いすがあるのは、神門通りお
もてなしステーション、吉兆館、古代出雲
歴史博物館（館内利用を含めて参拝にも
貸し出し）の3カ所。車いす対応トイレは
神門通り広場駐車場、大社ご縁広場駐車
場、縁結びスクエアの3カ所。

出雲日御碕灯台
島根半島の西端、日本海を望む断崖絶壁に立ち石造りの灯台として日本一の高さを誇る。灯台はら
せん階段とはしごで登ることになるので、足の不自由な方は遊歩道散策がおすすめ。日御碕神社か
ら日御碕灯台までの遊歩道は、坂道ではあるが車いすで通行することができる。日御碕灯台市営駐
車場から灯台に行くのに階段があるが、日御碕遊歩道から向かえば段差なくたどり着くことが可能
である。身障者用トイレは、大駐車場と灯台付近の2ヵ所にあり。入口に段差なし。灯台の見学は障
害者手帳の提示で無料。

１ 休憩できるカフェや、食べ歩きができるよ

うなグルメスポットも盛りだくさん！中で
も、出雲はぜんざい発祥の地で、神門通り
にはぜんざいや、ぜんざいをアレンジした
スイーツを提供するお店も充実している。
2 出雲大社前駅の入口はスロープあり。隣
の公園「縁結びスクエア」には、身障者用
駐車場１台、オストメイト対応多目的トイ
レがある。

１

吉兆館前（バス停）

吉兆館

足湯

日御碕神社

鳥居には階段が 5 段あり

し ん も ん

出雲大社へ上りの坂道

出雲松島

日御碕遊歩道はゆるやかな坂道で、日本
海が一望できる鳥見台展望台までは段
差なくたどりつくことができる。ウミネコ
の繁殖地『経島』を見ることもできる。車
で行く場合は日御碕観光案内所付近の
市営駐車場が便利。身障者用駐車場は
ないが十分に広いスペースを確保されて
いる。付近には車いす用トイレもあり。

うみねこの坂道

経島

2

Ｐ

お土産屋には
車いすで入店可

急な坂道

障者用駐車場6台有り。音声誘導や点
字案内板、点字ブロックを完備。
2 館内は段差がなく、通路も広くて通り
やすい。車いす、ベビーカー、手押し車
の無料貸出あり。視覚障がいの方には
音声案内の貸出もある。
3 オストメイト対応の多目的トイレあり。

Ｐ

ぐるめ幸洋丸

段差もなく車いすで行くことが可能

１ 東入口が身障者用入口。入り口前に身

ご縁横丁

灯台資料展示室

展望台

グラスボート乗場

日本ぜんざい
学会壱号店
いずも縁結び本補

出雲日御碕灯台 灯台のふもとまでは車いすで行ける
ただ全体に坂が急

日御碕遊歩道

出雲市大社町杵築東99-4
0853-53-8600
9:00〜18:00
（11月〜2月は9：00〜17：00）
最終入館は30分前
毎月第3火曜日
身障者用6台駐車場あり。

正門前
（バス停）

小松平展望台

遊歩道は勾配が緩く車いすでも
通りやすく、眺めも良い

島根県や出雲大社などの歴史・文化を紹
介する博物館。国宝、銅剣、銅鐸、銅矛
419点を展示。平安時代の出雲大社1/10
の模型も展示されている。

勢溜

灯台と夕日の小径

出雲市大社町日御碕１４７８
0853-54-5341
9：00 〜16：30（通年）
12月30、31日
見学料：中学生以上200円
小学生以下無料
出入口スロープあり。洋式トイレあ
り。利用客以外のトイレ利用可。車
いす対応（多機能）トイレあり。

高さはなんと日本一！

大社ご縁
広場駐車場

2

9

10

Okuizumo

昔ながらの伝統を重んじる安来市

神話ゆかりの地が多くのこる

は民謡「安来節」の本場にゃ！ア

奥出雲は豊かな自然に囲まれ

メリカの専門誌による日本庭園ラ

たのどかな場所にゃ。自然を

ンキング「１２年連続日本一」の

感じて温泉に浸かって、癒し

足立美術館が有名にゃ！

足立美術館

き

駐車場から美術館入り口まで徒歩約2分。玄関
横の緊急車両用スペースに車を停車させ、乗降
することは可能だが駐車は不可。
安来市古川町320
0854-28-7111
9:00〜17:30（4月〜9月）
9:00〜17:00（10月〜3月）
年中無休（新館のみ休館日あり）
障がい者（身体、療育、精神、知的障がい）手
帳の提示で本人と、1種及び等級Aの手帳所有
者の介助者1名が半額。
身障者用駐車場、貸出用車いす6台、車いすト
イレ、オストメイト対応多目的トイレ1ヶ所、エレ
ベーター、音声ガイド貸出（1台 500円）あり。

安来節演芸館／どじょう亭

安来市古川町534
0854-28-9500
10:00〜17:00
毎週水曜日 ※5・10・11月は第
一水曜のみ休館。※祝日の場
合は営業。
身障者用駐車場、貸し出し用車
いす、2台、どじょう亭に車いす
トイレ、演芸館にオストメイト対
応トイレあり。

安来市加納美術館
安来市広瀬町布部345-27
0854-36-0880
10:00〜16:30（入館は16:00まで）
毎週火曜日（祝日の場合は翌日）5月5日、6日、7
月14日、9月22日、23日 は開館。展示替えによる
休館日あり（4月1日、7月15日〜17日、9月24日、9
月25日）年末年始（12月25日〜1月10日）
一般1000円（800円）学生（高校生以上）500円
（ ）は20名以上の団体料金。身障者は無料
貸出用車いす1台、車いすトイレ、エレベーター、
簡易スロープあり。

どじょうは臭みも
なくおいしい！

↑至 松江
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建物内地下でつ
ながっている

拡大マップ

シャトルバス停待合所

駐車場から歩く
ため、 入り口に
停車し乗降可能 足立
美術館
本館
さぎの
湯荘

屋根のある入り口
に停車し乗降可能

オストメイト対応ト
イレあり

木次鉄道部：0854-42-5457
木次駅：0854-42-0127
4月〜11月まで金・土・日・祝日と夏休み・紅葉期間の平日に
運行予定。
（日曜日や祝日を中心に出雲市駅からの片道延長
運転もあり）7月〜9月の運転日は5月中旬に、10月・11月の運
転日は、8月下旬に行われるJRからの発表により決定。
指定席料金（通常片道）大人520円 子ども260円 木次駅か
ら備後落合間 片道運賃1,140円 子ども運賃は半額。
車両内には和式トイレのみ。

絲原記念館
約400年の歴史をもつ絲原家が伝承してきた、
たたら資料や美術工芸品などを展示している。
身障者用駐車場から段差なく入場できるよう
になっている。

清水寺

仁多郡奥出雲町大谷856
0854-52-0151
9:00〜17:00（入場は16:00まで）
展示替え日（3月・6月・9月に各4日間）、年末
年始（12月30日〜1月3日）
記念館・庭園・洗心乃路 3ヵ所共通入場券一
般1,000円（800円）、大高生700円（550円）、
中小生300円（250円）※（ ）は20名以上の団
体料金 ※入園のみの個別入場も可。障がい者
手帳提示で本人と、重度障がいの介助者1名
が団体料金（団体の場合は1割引）。
身障者用駐車場3台、車いす対応トイレが駐車
場に1カ所、館内に3カ所あり。貸出用車いす、ベ
ビーカーあり。売店隣に車いす用トイレあり。

景観が国の名勝・天然記念物に指定されている美しい
渓谷。バリアフリー遊歩道と「舌震の 恋 吊橋」ができ
てから、車いすでも舌震を一周できるようになった。バリ
アフリーに自然を散策できる場所は大変貴重。
仁多郡奥出雲町三成宇根
0854-54-2260（奥出雲観光文化協会）
冬季間閉鎖
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり。

珍しい！なんと泊まれ

館内に身障者用トイレのある
宿泊施設

る博物館。

TEL：0854-28-6211

TEL：0854-28-6300

広めの駐車場
店内まで段差
なし

鬼の舌震

●夢ランドしらさぎ

４５

足立美術館新館
オストメイト対応ト
イレあり
安来節演芸館
どじょう亭

木次線トロッコ列車奥出雲おろち号

●鷺の湯温泉 さぎの湯そう

安来 至→
至→

加納美術館

本館と別館は屋根
なしの屋外を歩く
スロープ、
エレベーターあり
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駅
来
安
Ｒ
Ｊ

月山富田城跡

のひとときを過ごしてにゃ。

き

宿泊施設バリアフリー情報

和鋼博物館
エレベーターあり
４５

す

した ぶ るい

本場の安来節を観賞したり体験できる。車いすは
段差のない後ろの席で観賞することができる。お
食事処「どじょう亭」では珍しいどじょう料理を食
べることができる。座敷とテーブル席あり。

432

奥出雲

Yasugi

四季折々の大自然の中を満喫

本場安来節体験であらえっさ！

安来

まるで絵画みたい！

カフェロッソ
道の駅
あらエッサ

オストメイト対応ト
イレ、 左右手すり
の違う車いすトイ
レあり
車いすで入店で
きるお食事処あり

身障者用トイレ付き客室（バ
リアフリールーム）のある宿
泊施設
●湯治の宿 湯田山荘

TEL：0854-34-0240

↓至 米子

かめだけ

亀嵩温泉玉峰山荘
仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1
0854-57-0800
大浴場10:00〜22:00（最終受付21:30）
年中無休
日帰り入浴料金 中学生以上510円、3歳〜
小学生200円
車いす対応トイレ、貸出用車いす、入口スロ
ープ、エレベーター、シャワーチェアあり。バ
リアフリールーム1室あり。

お

く

い

ず

も

た

ね

奥出雲多根自然博物館
仁多郡奥出雲町佐白236−1
0854-54-0003
9:30〜17:00
毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日）
年末年始（12月30日〜1月2日）
障がい者手帳提示で本人と介助者が入
館料2割引。
貸出用車いす1台、エレベーター（１階展
示室へは階段）あり。

宿泊施設バリアフリー情報
身障者用トイレ付き客室（バ
リアフリールーム）のある宿
泊施設
●亀嵩温泉 玉峰山荘

TEL：0854-57-0800
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浜田
雲南

Iinan

Hamada
Unnan

しめ縄づくりの技術と伝統が

斐伊川の流域に広がる神話と

受け継がれている町にゃ。全

鉄の歴史が根付く場所にゃ。

国でも珍しいラムネ銀泉など

ヤマタノオロチ伝説やたたら

隠れた魅力がいっぱいにゃ。

製鉄ゆかりの場所で悠久の時

飯南町大しめなわ創作館
全国の大しめ縄を作っている飯南町の技術と伝統文
化を伝える施設。しめ縄の受注生産、販売もされてお
り、気軽にしめ縄づくりを体験することもできる。
飯石郡飯南町花栗54-2
0854-72-1017
10:00〜17:00
年末を除き無休
入館料無料、しめなわ手づくり体験880円〜
館内段差なし。冬期以外は大扇が全開になっている
ので、車いすでも楽に出入りできる。

全国一の大しめ縄、

す が

や

さん な い

の流れを感じてにゃ。

す が や た か ど の

菅谷たたら山内（菅谷高殿）
かつてたたら製鉄に従事していた人達の職場や、住居が残る場
所。日本で現存する唯一のたたら「菅谷高殿」は昭和42年に国
の重要有形民俗文化財に指定されており、当時の雰囲気を肌で
感じることができる。高殿入口は階段で裏口は坂になっている。
事前に連絡すれば簡易スロープを設置してもらえる。中は土を固
めた地面になっていて一部傾斜があるが車いすでも通行可能。
雲南市吉田町吉田4210-2
0854-74-0350
9:00〜17:00（入館は16:00まで）
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
一般300円（250円） 小・中学生200円（150円）
※（ ）は20名以上の団体料金
障害者手帳提示で本人無料、付き添いも割引有
菅谷高殿のすぐ横に車を停めることができるが、雨天時
にはぬかるむ為、車いすでの通行が困難な場合もある。
事前に電話すれば確認することができる。

か

頓原ラムネ銀泉

たたらの炎と熱さを体感じながら、シンプルなペーパー
ナイフから本格的な和鋼小刀まで作ることができる。
鉄の原料となる鉧や砂鉄に触れられたり、様々な刃物
の販売も行っている。

実物大しめのこ！

雲南市吉田町吉田892-1
0854-74-0301
8:30〜17:30
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
入館料無料 刃物づくり体験ペーパーナイフ（お手
軽）600円〜 ※要予約（夏休み解放時は無しでも可）
入口に階段があり、工房内の鍛冶作業をする場所も
50㎝の段差がある。車いすの場合、介助の方が複数
同行しサポートするのがお勧め。

鉱泉水に炭酸ガスと炭酸水素イオンを大量に含む
日本でも珍しい泉質を持つ炭酸泉。透明のお湯の
色が3週間程度かけて虹のようにさまざまな色に
変化していくのも見どころ。バリアフリーの大型貸
切温泉は浴室内にスロープ、手すり、トイレが設置
してあり、ゆっくり温泉を楽しむことができる。

おろち湯ったり館

飯石郡飯南町頓原1070
0854-72-0880
11:00〜20:00
木曜日
大型バリアフリータイプ貸切温泉利用料60分
2,200円〜（※要予約）
施設入口は階段があるが、貸切温泉の脱衣場へ
直接出入りできるスロープ付きの入口がある。

鉄の未来科学館

周辺にはヤマタノオロチ伝説にまつわるスポ
ットが数多くあり、オロチをイメージしたカラ
フルで幻想的な石風呂と、木の香りいっぱい
の木風呂を楽しめる天然温泉施設。
オリジナルしめ縄づ
くりに挑戦！サポー
トもついている。

宿泊施設バリアフリー情報
館内に身障者用トイレのある
宿泊施設
●琴引ビレッジ山荘

TEL：0854-72-1035

●衣掛 TEL：0854-76-2158
●森のホテル もりのす

TEL：0854-76-3117

古代から現代まで製鉄の歴史を学ぶことができ
る。世界の製鉄史で代表的な製鉄炉が3つ、原
寸大で再現されており様々な角度から見て楽し
むことができる。

雲南市木次町木次952-4
0854-42-9181
10:00〜21:00（最終受付20:30）
水曜日
一般（中学生以上）510円（410円）、65才以
上410円、児童（4歳〜小学生）250円（200
円）※（ ）は30名以上の団体料金
入口から温泉まで段差なく行ける。貸出車い
す1台あり。障害者手帳提示で本人と付き添
いの方割引あり。車いす対応トイレ1カ所。
女子トイレに手すり１か所あり。

雲南市吉田町吉田892-1
0854-74-0921
9:00〜17:00（入館は16時まで）
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
一般510円（410円）小・中学生250円（200円）
※（ ）は20名以上の団体料金
障害者手帳提示で本人無料、付き添いも割引有
駐車場から玄関までは雨天時ぬかるむことがある
ので、事前に電話で要連絡。入口スロープあり。
館内は通路が広く基本的には段差なし。一部階段
を上らないと見られない展示あり。
か

も

い

わ

く ら

い

せ

き

加茂岩倉遺跡ガイダンス
平成20年7月に国宝となった銅鐸が出土した加
茂岩倉遺跡のすぐ傍にあり、豊かな自然景観を
楽しみながら遺跡への理解を深めることがで
きる総合案内施設。銅鐸出土の様子を再現し
たレプリカまで段差のない遊歩道で行ける。
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じ

たたら鍛冶工房

出雲大社神楽殿の
と ん ば ら

里山に息づく神話と歴史を探求！

日本一の大しめ縄と森林セラピーのまち

飯南

雲南市加茂町岩倉837-24
0854-49-7885
9:00〜17:00
毎週火曜日（祝、休日を除く）
年末年始（12月29日〜1月3日）
館内、駐車場に車いす用トイレ
あり、エレベーターあり。

14

思わず歩きたくなる！ 世界遺産とレトロな町並み

大田

石見銀山世界遺産センター

Ohda

のノミの跡が残る坑道や、賑わ

大田市大森町イ1597-3
0854-89-0183
8:30〜17:30（有料展示室は、最終受付16:30）
3月〜11月は30分延長
毎月最終火曜日、年末年始
身障者手帳提示で本人無料（介助が必要と判断さ
れた身障者の介助者は1名無料）
身障者専用駐車場、トイレあり。館内は段差なくバ
リアフリー。館内専用の車いす無料貸し出しあり。

った時代の面影が残る町並みな
ど、見どころいっぱいにゃ。

地面はフラット。坑道
は水滴が落ち、地面が
濡れているので注意。

い わ み ぎ ん ざ ん

石見銀山

さ ん べ し ぜ ん か ん

三瓶自然館サヒメル

戦国時代後期から江戸時代前期にかけて最盛期を迎え、世界経済にも大
きな影響を与えた。2007年に世界遺産として登録。鉱山町として栄えた当
時の面影を残す大森の町並みには、当時のままの建物を維持したり復元
されている施設が多く残っている。

三瓶山の自然に囲まれて建ち、三瓶山を中心に島根県の自然に関する展
示を行う自然系博物館。施設は本館、別館、新館に分かれ、本格的な天
文台、プラネタリウム等を上映するシアターを備え、充実した展示内容で、
子供から大人まで楽しめる。

石見銀山はパーク＆ライド方式が導入されており、世界遺産センターに駐
車し「石見銀山駐車場バス停」から路線バスで銀山地内に向かう。身体の
不自由な方が乗車するマイカー（タクシー含む）については石見銀山公園
前の大田市観光協会で福祉車両通行証をもらい、
「清水寺前休憩所」まで
車の乗り入れが可能。石見銀山公園駐車場には身障者用駐車場が2台分。
「清水寺前休憩所」から「龍源寺間歩」までの片道約１キロは車の乗り入
れができないので徒歩での通行となる。銀山公園から龍源寺間歩までは上
り坂のため「ベロタクシー」を利用できる。タクシーは地面からステップま
で約30ｃｍ。介助が必要な方は事前に伝えておくとスタッフが乗車を手助
けしてくれる。車いすはタクシーの後ろにけん引。ベロタクシーや自転車で
進めるのは「高橋家」まで。
「石見銀山駐車場」
「石見銀山公園」
「石見銀
山資料館（大森代官所跡）建物前」に身障者用駐車スペースあり。

ゆ

の

つ

温泉津温泉
り ゅ う げ ん じ ま ぶ

龍源寺間歩
江戸時代の中頃に開発された代官所直営の
坑道。約600ｍある。一般に公開されている
のは273ｍ（新坑道含む）で、坑道の壁面 に
は当時のノミの跡がそのまま残っている。 ま
た、排水のため垂直に100ｍも掘られた竪坑
も見ることができる、石見銀山絵巻等の展
示もあり。
大田市大森町183
0854-89-0347
9:00〜17:00（冬季は16:00まで）
大人410円 小人200円 身障者本人とその
介助者1名は大人300円 小人150円

薬師湯

大田市温泉津町温泉津7-1
0855-65-4894
平日 8:00〜21:00
※年末年始は要問合せ
年中無休
大人350円、子ども200円。貸切湯は大人
350円、子ども300円。家族湯 大人650円
入口30cm段差あり。

●国民宿舎千畳苑

TEL：0855-28-1255

TEL：0854-83-3001

●国民宿舎さんべ荘

TEL：0854-83-2011
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に

ま

仁摩サンドミュージアム
世界最大の砂時計がある博物館。1tの砂を一年かけて落とす大砂時計は
映画や漫画などにも登場した。本館の企画展などが開催される環境ホー
ルへはエレベーターが備えられている。別館「ふれあい交流館」の１階は
ガラス工芸、2階はアクセサリーやガラス工芸を展示販売。どちらに行く
にもエレベーターがないので、一度外へ出てスロープを使わなければな
らない。

館内に身障者用トイレのある
宿泊施設

●さひめ野

大田市三瓶町多根1121-8
0854-86-0500
9:30〜17:00 （4月〜9月の土曜日は9:30〜18:00 ）
毎週火曜日（火曜日が休・祝日の場合は次の平日に休館）
展示およびプラネタリウム等の観覧料（企画展がない期間）大人400円
小中高校生200円 天体観察会料金 大人：300円 小中高校生：100円
身障者手帳提示で本人半額、介助者一名が無料。※団体の場合は公印の
ある一覧表を提示すれば、手帳を提示しなくてよい。20名以上の団体は常
時。こっころカードを提示していただいた個人の来館者（2名まで）は毎月
第三日曜日に2割引き。その他割引あり。
身障者駐車場あり（身障者用駐車場から正面入口までは屋根つきのスロー
プ）。車いす対応トイレ、多目的トイレあり。車いす、ベビーカー、手押し車
の無料貸し出しあり。授乳室、おむつ交換台、救護室あり。

石州瓦と呼ばれる赤瓦と黒瓦で彩られた懐かしい雰囲気の漂う温泉
街。2カ所ある外湯のひとつ薬師湯は創業明治7年、大正8年に旧館
が建てられたといわれている。温泉津温泉で現存する温泉施設で最
も古い建物である。遠方から、病気を治しにわざわざ足を運ぶ方がい
るほど、お湯の力を実感できる源泉。身体にかけるだけでも温泉成分
がしみこむお湯。湯の花といわれる温泉成分がかたまって付着した浴
槽の淵が、温質のよさをあらわしている。

宿泊施設バリアフリー情報

身障者用トイレ付き客室（バ
リアフリールーム）のある宿
泊施設

車いす目線で楽しめる。

銀山散策のスタートはここから。世界とのつながりや銀
山の歴史、大久保間歩坑内の一部再現やエントランスに
は遺跡全体を見渡すことができるジオラマがある。町並
みや遺跡等の現地を訪れる前の事前学習に最適。

世界遺産「石見銀山」は、当時

中の通路の幅は狭いが、

館内はフラットで展示物も低め。

１

大田市仁摩町天河内975
0854-88-3776
9:00〜17:00（受付終了は16:30）1月1日 11:00〜16:00（受付終了は15:30）
1月2日〜5日 10:00〜16:00（受付終了は15:30）
第1水曜日（展示入れ替えや催事等により変更される場合あり。要確認）
12月29日〜31日、1月6日〜8日
高校生以上700円、小・中学生350円
団体（20名以上）高校生以上630円、小・中学生310円
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり。施設の階段付近に専用駐車場が
あるが、長いスロープ（左写真 １ 参照）で上がる必要があるため、困難な
方は問い合わせにより正面玄関まで車で進入することができる。
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島根の真ん中で豊かな自然の恵みを満喫！

邑智郡

たくさんのハーブや季節
の花を大きな段差なく見

こ う ぼ く

香木の森クラフト館

てふれることができる。

Ohchi

ハーブガーデンでは、240種類ものハーブを
四季をとおして楽しむことができ、さわやか
な香りに癒されながら散策できる。

（川本、美郷、邑南）

邑智郡邑南町矢上7154-10
0855-95-2369
10:00〜17:00
毎週火曜日
入場料無料
一般駐車場あり（ajikura向かいに身障者
用駐車場あり）、貸出用車いす1台あり、
車いす対応トイレ4カ所。遠路は全てスロ
ープがついている。一部急こう配な場所
もある。

豊かな自然に囲まれたこの地は、川遊
びや列車の旅など楽しみがいっぱいに
ゃ。地元の食材を使って手間ひまかけ
て作った地元グルメも外せないにゃ！

カヌーの里おおち

自分の手作り
オリジナルの
ピザをみんな
でワイワイつ
くるのも楽し
いひととき。

か

む

り

カフェ香夢里

江の川でカヌー体験。カヌーやカヤックには背もたれが
ついているので、安定性抜群。足の不自由な方は、岸で
カヌーに乗り込むので、安全。ものづくり体験もできる
施設で、石窯で焼いた本格ピザ作り体験ができる。材
料は持ち込みもＯＫなので、オリジナルのピザを作って
みよう。窯までの道は若干砂利道になっている。雨天
の場合は屋内で焼く窯がある。

ハーブガーデンを眺めながらリラックスして
のランチ&カフェタイムを楽しめる。車いす対
応トイレが完備されていて安心。
邑智郡邑南町矢上8529-8
0855-95-0069
10:00〜17:00
毎週木曜日
身障者用駐車場1台あり、入口段差なし、
車いす対応トイレ1カ所。

邑智郡美郷町亀村54-1
0855-75-1860
9:00〜16:00
火曜日（火曜日が祝日の場合は水曜日）
年末年始
一般駐車場あり、車いす対応トイレ1カ所、AED
あり。カヌーに乗船時にスタッフのサポートあり。
乗船する川縁がぬかるんでいることもある。

ジェラテリアカフェ・ミューイ

醤油のスプレーをかける
と不思議！カラメルソー
スのような味わいに。
バリアフリーで

ラボカフェ明るい農村

気軽にいけるお

そ ざ い こ う ぼ う

素材香房ajikura

邑智郡川本町大字南佐木177-3
0855-74-0870
10:00〜17:00（土日祝日のみ）
月〜金曜日
入口スロープあり
一般駐車場あり、店舗近くの公民館に車
いす対応トイレあり。

「Ａ級グルメのまち」を代表する地産地消イタリアンレスト
ラン。新鮮野菜や石見地方のお肉を使っており、邑南町の
食の魅力を存分に味わうことができる。メニューはコース
料理（要望によりコース以外の対応も可能）。店内は落ち
着きのある空間で、入口は段差なく入店できる。

島根県江津市と広島県三次市を結ぶ約108kmの区間をワンマン列車がコトコト走っています。
江の川と平行した路線からすばらしい沿線の風景を楽しんでみませんか？

三江線に乗ろう！

日本一高い駅舎「宇都井駅」。116段の階段
で、エレベーターや昇降機はなし。足の不自
由な方にはとても不便だが、話のネタとして
見るとおもしろい。
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車いす専用席はないが、乗車口付近
に広めのスペースがある。車窓から
は、のどかな景色や秋には紅葉がな
がめられる。

邑智郡邑南町矢上3119-3
0855-95-0118
10:30〜18:00（夏季延長営業あり）
不定休
一般駐車場あり（身障者用は付近に2台
あり）、入口約3ｃｍの段差、付近の駐車
場公衆トイレに車いす対応トイレあり。

洒落カフェ！

古い木造の郵便局だった場所を改装した古民
家風カフェ。入口はゆるやかなスロープ。食材は
地産地消に徹しており、素朴な味わいとあたた
かな空間に癒される。珈琲はサイフォンでいれ
るというこだわりよう。近くに公民館があり、気
軽に使える車いす対応トイレがあるのも安心。

三江線

全国でもめずらしい一年中自然放牧で育っ
た牛から搾った牛乳で、濃厚な味わいのソフ
トクリームやスイーツなどを味わえるお店。

乗車口は約90cm、2段の段差あり。
基本的にワンマン列車であるが、車掌
さんが乗車している場合はサポート対
応可能。

邑智郡邑南町矢上3123−４
0855-95-2093
ランチ11:30〜15:00（ラストオーダー14:00）
ディナーは予約制（18:00〜）
水曜日
付近に身障者用駐車場2台あり、入口段差なし、
車いす対応トイレあり、テーブル席。

宿泊施設バリアフリー情報
館内に身障者用トイレのある
宿泊施設
（川本町）●かわもとおとぎ館
TEL：0855-72-3080
（美郷町）●ゴールデンユートピアおおち
TEL：0855-75-1670

（美郷町）●潮温泉 大和荘
TEL：0855-82-2212
（邑南町）●香遊館
TEL：0855-95-3505

身障者用トイレ付き客室（バリアフリールーム）
のある宿泊施設
（邑南町）●いこいの村しまね
TEL：0855-95-1205
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浜田

Gotsu

Hamada

「有福温泉」や「江津本町甍

しまねっこも大好きなどんち

（いらか）街道」などのレト

っちアジなど、新鮮な魚介を

ロな町並みはまるでタイムス

堪能することができるにゃ。

リップしたような気分にゃ。

シロイルカの幸せのバブルリ
あ り ふく

有福温泉
レトロな温泉郷有福温泉は、低い山に囲まれ、狭い斜面に建物がひし
めき合うように並んでおり、その間の路地と石段がまるで迷路のよう。
3か所の外湯はどれも浴場まで階段あり。歌人・柿本人麻呂の縁結び
の地で恋の歌を残したことから「恋人の聖地」に認定されている。

宿泊施設バリアフリー情報
館内に身障者用トイレのある
宿泊施設
●温泉リゾート風の国

江津市有福温泉町
0855-56-2277（有福温泉観光案内所）

TEL：0855-92-0001

身障者用トイレ付き客室（バ
リアフリールーム）のある宿
泊施設
●旅館ぬしや

ご う つ ほ ん ま ち い ら か か い ど う

TEL：0855-56-2121
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江津本町甍街道
明治20年頃建てられた異人館風の「旧江津
郵便局」や、大正時代に建てられた「旧江津
町役場（現在は甍街道交流館）」などロマン
あふれるみどころを観ることができる。甍街
道の中で公共のトイレは旧江津町役場内の
みだが、車いすのまま便器に横付けすること
はできない。

島根県立しまね海洋館
アクアス
中四国地方最大級の規模を誇る水族館で、西日本で
はここでしか見ることができないシロイルカやペンギ
ンが大人気。
浜田市久代町1117-2
0855-28-3900
9:00〜17:00（7月20日〜8月31日は18:00）
（入館は閉館の1時間前まで）
毎週火曜日（祝日の場合、その翌日）
春休み、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、年末
年始は休まず開館。
身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療
育手帳保持者半額。
重度身体障がい者の介添人無料。
アクアス本館に10台、公園管理センターに15台の貸
出用車いすあり、身障者用駐車場10台あり。敷地内、
館内ともに車いす対応トイレあり。館内に1カ所オスト
メイト対応トイレあり。音声ガイドの貸出は、視覚障
がい者は無料。

アウトドアなども楽しめる。

2 旧江津町役場（現在は甍街道交流館）

浜田市野原町859-1
0855-23-8451
9:30〜17:00（入館は16:30まで）
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始、
展示替期間（展覧会によって無休の場合あり）
障がい者（身体、療育、精神障がい者保健）・戦傷
病者・被爆者健康・療養手帳提示で本人が企画展
の観覧料半額、その介助者が無料。
身障者用駐車場1台あり。入口スロープあり館内エ
レベーターあり。車いす対応トイレ1階にあり。車い
すの貸出4台、ベビーカー貸出あり。

館内はゆったり鑑賞できるよう
広めにスペースが取られている。

※写真は展示の一例です。展覧会はジャンル
を替え、年間5〜6回実施。

温泉リゾート 風の国
江津市桜江町長谷2696
0855-92-0001
レストラン風花 11:00〜14:30（ラストオーダー14：00）、17:00〜20:30
（ラストオーダー19：30）、日帰り温泉10:00〜22:00（最終受付21:00）
年中無休
日帰り温泉 大人600円、小人300円、幼児無料
身障者用駐車場2台、貸し出し用車いす1台、車いす対応トイレ2ヵ所、
エレベーターあり。
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今井美術館
江津市桜江町川戸472-1
0855-92-1839
9:00〜16:00
第1、第3土・日曜日
一般500円 中学生以下200円
障がい者手帳提示で本人が入館料無料。
身障者用駐車場、多目的トイレ、貸し出し用車い
す3台、エレベーター、入り口スロープあり。

らだとイルカの表情
がバッチリ見える！

日本でも珍しい子どもをテーマにした「みること」と
「つくること」の両方が楽しめるこども美術館。展
示物は低めで車いすユーザーも目線の高さで展示
物を見ることができる。

１ 異人館風の「旧江津郵便局」

温泉、宿泊の他にも創作体験や

優先席付近最前列か

浜田市世界こども美術館

江津市江津町本町
0855-52-0534（江津市観光協会）

2

ングも必見にゃ！

シロイルカがお出迎えする港町

タイムスリップしたようなレトロなまちへようこそ

江津

建物に向かって右側がス
ロープになっているよ。

しまねお魚センター
浜田漁港で獲れた新鮮な魚介類の
購入・食事ができる。
浜田市原井町3050-46
0855-23-5500
9:30〜18:00
毎週火曜日
身障者用駐車場、
車いす対応トイレあり。
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津和野
浜田

Masuda

Hamada
Tsuwano

画聖「雪舟」や歌聖「柿本人

津和野は古くからの佇まいを

麻呂」など、歴史的な文化人

残す、風情漂う城下町にゃ。

が過ごした地にゃ。偉人の遺

堀割を泳ぐ色とりどりの鯉を

跡が今も残り、受け継がれた

眺めるのは旅情を誘うにゃ。

歴史と風情を感じるにゃ。

石見神楽定期公演
大田市・江津市・浜田市・益田市・津和野
町の各市町では、石見神楽定期公演鑑賞
ができる。詳細は、石見観光振興協議会
まで。
浜田市片庭町254 島根県西部県民
センター商工労政事務所内
0855-29-5647

山陰の小京都と呼ばれる美しい町並み

中世の歴史文化の香りがする

益田
島根県芸術文化センター
「グラントワ」
美術館と劇場が一体となった島根県芸術文化センター「グラントワ」
は、石見地方特産の石州瓦28万枚を使用した建物がとても印象的。
館内は広々としており、多目的トイレも左右対称の手すりがそれぞれ
1か所ずつ。建物を象徴する中庭へも簡易スロープがついているので
開放的な気分を存分に味わえる。
益田市有明町5-15
0856-31-1860
石見美術館 10:00〜18:30（展示場への入場は閉館30分前まで）
いわみ芸術劇場 9:00〜22:00
【石見美術館】毎週火曜日（祝日の場合開館、翌平日休館）、年末
年始 【いわみ芸術劇場】第2・第4火曜日（祝日の場合開館、翌平日
休館）、年末年始
障がい者手帳提示で本人と介助者1名が石見美術館の観覧無料。
身障者用駐車場4台、多目的トイレ2ヶ所
（内1か所オストメイト対応）、貸し出し用車いすあり。

迫力満点の

殿町通り
江戸時代の城下町の面影を残す趣のある町並みを通る道。美しい
白壁の蔵、武家屋敷と堀割に泳ぐ錦鯉が目を惹きつける。通りは
歩道車道の境目がなくフラット。車が横をぬけるので注意。通り沿
いにある鷺舞広場にはオストメイト対応の車いすトイレがある。

2 階にあるアトリエ
へは昇降機を使用。

あ ん の み つ ま さ

安野光雅美術館
津和野町出身の画家安野光雅の作品を展示する
創造性に満ちた美術館。初期の作品から最新の
作品まで、ゆっくり鑑賞できるように、2つの展示
室がある。
鹿足郡津和野町後田イ60-1
0856-72-4155
9:00〜17:00（最終入館は16:45まで）
12月29日〜12月31日
3月,6月,9月,12月の第2木曜日
一般800円（650円）中高生400円（250円）小学
生250円（120円）※（ ）は20名以上の団体料
金。障がい者（身体、療育）手帳提示で本人、そ
の介助者が無料。
身障者駐車場2台あり、車いす対応トイレ2カ所あ
り、車いす貸し出し2台あり。

宿泊施設バリアフリー情報

神楽は必見！

館内に身障者用トイレのある
宿泊施設
●荒磯温泉荒磯館

TEL：0856-27-0811

身障者用トイレ付き客室（バ
リアフリールーム）のある宿
泊施設
●益田グリーンホテルモーリス

TEL：0856-31-8111

い

こ

う

じ

医光寺
境内の庭園は雪舟が築園したもので、国の史
跡・名勝に指定されている。寺の中はバリアフ
リーの配慮がされており、畳には敷物をひいて
もらえ、段差にはスロープが備え付けられてい
る。難なく美しい庭園までたどりつくことがで
き、心が癒される。
益田市染羽町4-29
0856-22-1668
8:30〜17:30 、12月〜2月 8:30〜17:00
一般500円、高校生300円、小・中学生無料
障がい者手帳提示で本人が団体料金。
車いすのまま見学可能。身障者用駐車場な
し（車いす使用者などは入口近くに駐車可
能。一般駐車場あり）、車いす対応トイレ
（屋外 ※入口幅78cm ）
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津和野
バリアフリーマップ
た い こ だ に い な り

太皷谷稲成神社
朱塗りの鳥居がぎっしりと並んだ参道が壮観。約
1,000本の鳥居がトンネルを作り、その中を 300mほ
ど登ると太皷谷稲成神社がある。日本五大稲荷の
一つに数えられている。一般には稲荷と書くが、こ
こは全国でただ1つ稲成と書く。稲成とされたのは
願望成就ためであるという。

参拝には車い
すを持ちあげ
る介助者と一
緒にどうぞ！

鹿足郡津和野町後田409
0856-72-0219
0856- 72-3105
身障者専用駐車場、車いす対応トイレ（1階）あり。
神社近くの駐車場から本殿に上がる階段あり。介
助がないと上がるのは難しい。
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日本海の宝島・世界ジオパーク

隠岐

隠岐島前バリアフリーマップ

Oki

西ノ島
（西ノ島町）

隠岐諸島は「世界ジオパーク」
にも認定された、地球の不思議
が詰まった宝島にゃ。ダイナミ

通天橋

観音岩

たくさんにゃ！
ま て ん が い

摩天崖

赤尾展望所
320

由良比女神社

国内最大級の断崖絶壁で、長い年月をかけ日本海の荒波が257ｍの崖をつく
りだしたことを物語っている。展望地の入口まで車で進め、展望地に進入す
ると草原に牛・馬が放牧されており、断崖からの景色と合わせ観ると別世界
のよう。草原は芝道で坂やデコボコ道となっているが、隠岐を代表する景勝
地である国賀海岸が雄大にうつるこの展望所は抑えておきたいスポット。

dozen

岸 摩天崖
（遊歩道）
賀
階段あり
国
海

ックな景色を感じるスポットが

島前

西ノ島ふるさと館

国賀海岸 船越
遊覧船のりば

三郎岩

金光寺山

黒木御所

べっぷこう

明屋海岸
ダイビングハウス（COCO）

北分湾

別府港
485

コンセーユ

八雲広場

観光交流
センター「ノア」

317

リゾ隠岐
ロザージュ

隠岐神社、村上家資料館
観光休憩所
海士町後鳥羽院資料館
317

318

中ノ島
（海士町）

鬼舞展望所

隠岐郡西ノ島町浦郷
08514-7-8888（西ノ島町観光協会）

高台からの景色がまた壮観！

来居港
知夫村役場
322

長尾ウッドハウス

ダイバー気分に！

知夫里島
（知夫村）
あ

き

や

明屋海岸（ハート岩）

宿泊施設バリアフリー情報
館内に身障者用トイレのある
宿泊施設

女神様がお産をしたという言い伝えや、塀風
岩の空洞がハートになった「ハート岩」乙女ご
ころをくすぐるスポット。エメラルドグリーンの
海を一望できる展望台へ行くには急なスロー
プを進むことになる。
隠岐郡海士町豊田
08514-2-0101（海士町観光協会）
駐車場あり（身障者用なし）、車いす対応トイ
レあり。展望所までアスファルトになっている
が急な坂道。

菱浦港周辺拡大図

キンニャ
レインボー
モニャセンター
ビーチ

（西ノ島町）●リゾ隠岐ロザージュ
TEL：08514-6-1000

ひしうらこう

菱浦港
島生まれ
島育ち隠岐牛店

赤尾展望所

隠岐神社

国賀海岸が望める展望所。展望台まで道がアスファ
ルトに舗装されているため、車でも進入でき車いすで
の移動はらくらく。

鎌倉時代の天皇、後鳥
羽上皇を祀る神社。
海士町海士1784
08514-2-0464
本殿まで15段の階
段が2カ所あり。

隠岐郡西ノ島町浦郷
08514-7-8888（西ノ島町観光協会）
アスファルト舗装されていて展望所まで車で
進入可。駐車場、一般トイレあり。

下から観る海岸は雰囲気が
変わり迫力アップ！通天橋
が間近に見える。
く

に

が

国賀めぐり定期観光船

村上家資料館

定期観光船は入口幅が狭くスロープはないので、車いすを
抱えて乗船。船内は車いすを降りてベンチ席へ。奥は階段で
イス席になっている。船から見ると岩が色々なものに見えて
くるのも面白い。
隠岐郡西ノ島町浦郷544-15
08514-6-0016
11月〜3月末。荒天時にはコー
ス変更または欠航あり。
スロープなし。必要であれば
船長さんのサポートあり。座
席に車いすのまま進入不可。
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里島の３島、どれも個
性的だにゃ！

くりいこう

赤ハゲ山
牧畑の石垣
赤壁
仁夫里浜公園

西ノ島、中ノ島、知夫

後鳥羽上皇の世話をしたという由
緒をもつ旧家、村上家に残る貴重
な資料が展示してある。

門から資料館まで砂利道で進みにくい。

海士町大字海士1700-2
08514-2-2228
9:00〜17:00
12月〜2月末
大人300円（250円）小人150円
（100円）※（ ）内は15名以上の
団体料金
館内は敷居や段差あり。

海中展望船あまんぼう
乗船時のスロープは幅約55ｃｍで車いすのままで
は入れない。甲板のイス席からは奇岩「三郎岩」が
間近に見える。半潜水型の船内へ進むには手すり付
き約10段の急な階段を移動。船内からは、透明度
の高い海士の海にすむ生き物を海中観察できる。
隠岐郡海士町福井1365-5
08514-2-0101（海士町観光協会）
4月1日〜10月31日まで運営。出航時間8:30〜9:20、
10:00〜10:50、13:20〜14:10、14:20〜15:10、
20:50〜21:20（ナイトクルーズは要予約）
※夏季（7月18日〜8月31日）と5名以上の団体は
11:00〜11:50にも運行
11月〜3月末
大人2,000円 小人1,000円
（※ナイトクルーズ 大人1,500円 小人700円）
障がい者手帳提示で本人とその介助人が乗船料
半額。入口スロープ幅約55ｃｍ。船内へつづく階
段14段（手すりあり）。出航する菱浦港に車いす対
応トイレあり。
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日本海の宝島・世界ジオパーク

隠岐

隠岐島後バリアフリーマップ

Oki

島後のスポット

白島展望台

紹介だにゃ！

島後
ち

独自性の高い生態系や

ローソク島展望台

地域文化を体験できる

485

のにゃ！自然の山が深

316

dogo

ち

485

ローソク島

す

隠岐温泉 44
GOKA

ぎ

岩倉の乳房杉

く、もののけが出てき

水若酢神社

ホテルサンライズ布施

ホテル海音里

樹齢約800年といわれた不思議な乳房状の根が
垂れ下がっている。この周囲は風穴になっており、
自然のクーラーで涼しく、自然の力を感じられる
神秘的なスポット。

銚子ダム

あるにゃ！

岩倉の乳房杉

485

隠岐の島町

隠岐の島町布施
08512-2-0787（隠岐の島町観光協会）
路肩に停車場あり。道路沿いに乳房杉がある。

そうなスポットが多く

隠岐国分寺跡

隠岐酒造

47

316

那久岬
44

玉若酢命神社
八百杉
西郷港（さいごうこう）

たまわかすの みこと

玉若酢命神社

羽衣荘

隠岐国の総社で、惣社大明神ともよばれており、
隠岐の神社の中で最古。隠岐造りといわれる建築
様式。境内にある杉の巨木『八百杉』は、樹齢約
2000年とされ、国指定天然記念物となっている。

あいらんど
パークホテル

44
43

産直問屋しおさい

08512-2-0787
（隠岐の島町観光協会）
4 月 1 日〜 10 月 31 日運行、要予約。
日没に合わせて出航 ※季節により異
なる。出航は重栖港（福浦港又は赤
崎港）
※
「福浦港」発着か、
「赤崎港」
発着かは観光協会が指定し、予約者
へ当日連絡がある。
11 月〜 3 月末 ※天候により運休あり
大人 2,200 円 小人 1,100 円。乗船
料が 2 級の障がい者手帳提示で本人
が半額、1 級の障がい者手帳提示で
本人とその介助者が半額。
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館内に身障者用トイレのある
宿泊施設
（隠岐の島町）●隠岐ビューポートホテル
TEL：08512-2-7007
（隠岐の島町）●ホテルサンライズ布施
TEL：08512-7-4326

西郷港フェリーターミナル
アイランドホテルしまじ・魚鍋菜

夕日がローソク島に灯る瞬間は、船からでな
ければ観ることができない。乗船時に乗降口
までスロープを使えるが、船内の通行幅が約
40ｃｍなので、車いすを下りて移動し、イス
席に座る。乗降口に二段の段差があり予約
の際に車いすであることを伝えておくと乗降
口に近い座席を確保してもらえる。

宿泊施設バリアフリー情報

オストメイト対応車いすトイレ有

隠岐の島町下西713
08512-2-0571
鳥居から門までは砂地の坂道。門の手前
に2段段差、本殿手前に石段の階段あり。

ローソク島
ローソク島遊覧船

隠岐空港

隠岐島後にしか生存していない

末廣

「オキサンショウウオ」がいるよ。

隠岐ポートプラザ
１F…観光案内所、お土産店
２F…隠岐自然館
３F~６F… 隠岐ビューポートホテル
天候がよければ、

西郷港周辺拡大図

ぜひ遊覧船に
乗ってみよう。

み ず わ か す

水若酢神社
隠岐の島では、島内で祝い事があったときに
2番勝負で1勝1敗になるように取組まれる独
特な相撲「古典相撲」が現在も受け継がれ
ている。隠岐の相撲の起源となったこの神
社は、映画『渾身』の舞台でありロケ地にな
った。駐車場から拝殿まで坂道はあるがス
ロープが設備され、段差なくたどり着ける。
隠岐の島町郡723
08512-5-2123
車いす対応トイレあり。鳥居や門に段差
があるが、横にスロープが設置してある。

隠岐自然館
体験コーナーもあり、ここにくればパンフレ
ットには載っていない隠岐の魅力を知るこ
とができる。
隠岐の島町中町目貫の四54-3
（隠岐ポートプラザ2階）
08512-2-1583
8：30 〜17：30 8：30 〜17：00
（冬期）
年末年始
大人300円 小人150円。障がい者手帳提示
で入館料100円（1、2級の同伴者1名も同
額割引）、精神障害者保健福祉手帳提示
で無料。
建物内1階に車いす対応トイレあり。貸出
用車いすは1階観光協会のものを利用可。
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交通機関バリアフリー情報
飛行機

船

各空港に障がい者用駐車場、オストメイト対応車いすトイレ（萩・石見空港はオストメ
イト対応なし）、貸し出し用車いすあり。

乗船料：障がい者手帳提示で半額（1種は本人とその介助者1名、2種は本人のみ）
船と各港の貸出用車いすは船内及び港内移動専用。各フェリー客室2階フロアーに座

【出雲縁結び空港】

席タイプの2等室あり。

● 問い合わせ：ＪＡＬ
（日本航空）プライオリティ・ゲストセンター

■ フェリーおき

TEL：0120-747-707（9:00〜17:00）

入口スロープ、船内に車いす対応トイレ、貸出用車いす、車いす優先席、エントランス

【萩・石見空港】

に車いす置き場あり。危険な個所には点字ブロックあり。甲板デッキへ出るために出

● 問い合わせ：ＡＮＡおからだの不自由な方の相談デスク

入口用の簡易スロープを用意することが可能（段差12cm）。授乳室、AEDあり。

TEL：0120-029-377（9:00〜17:00）

【米子鬼太郎空港】

● 問い合わせ：米子空港ビル㈱

【隠岐空港】

● 問い合わせ：隠岐空港管理所

【隠岐汽船】

■ フェリーくにが・フェリーしらしま

入口スロープ、車いす優先席、船内に車いす対応トイレ、貸出用車いす、授乳室、AED

TEL：0859-45-6123

あり。
■ 高速船レインボージェット

TEL：08512-2-0703

入口スロープ、船内に車いす対応多目的トイレ（入口触図あり）、貸出用車いすあり。
車いすなどの優先席（12席）があるが必ず車いすを降り、座席に座らなければならな
い（車いす置き場あり）。移動制約者は介助者同行が必要（要問合せ）。

鉄道

● 問い合わせ：隠岐汽船

TEL：08512-2-1122

【内航船】

【エレベーターのある駅】

乗船料：障がい者手帳提示で半額（1級は本人とその介助者1名、2級は本人のみ）。

● 松江駅、出雲市駅、浜田駅

■ 内航船いそかぜ

【階段昇降機のある駅 ※利用には要事前連絡】

● 玉造温泉駅（TEL：0852-62-0210）、安来駅（TEL：0854-22-2055）

乗船口段差なし。車いす専用スペースあり。
■ フェリーどうぜん

スロープあり。
● 問い合わせ：隠岐観光

TEL：08514-6-0016

バス＆介護タクシー
● 松江エリアの主な路線バスは、松江市交通局（TEL：0852-60-1111）、一畑バス

（TEL：0852-20-5205）が運行、出雲エリアの主な路線バスは、一畑バスが運行、
大田より県西部の石見エリアは主に石見交通（TEL：0856-22-1100）が運行してお
り、それぞれの事業者において一部にノンステップバスが採用されている。事前に問
い合わせることで、ノンステップバスの運行路線、時刻を確認することができる。
● 車いす使用者のタクシー利用のために、各地域に介護タクシー事業者があり。事業

者の紹介は松江／山陰バリアフリーツアーセンター（TEL：0856-27-0915）

しまねに
遊びにきてにゃ！

詳細なバリアフリー情報は、
てくてく日和島根（季刊発行）をご参照ください。または松江／
山陰バリアフリーツアーセンターにお問い合わせください。
（TEL:0852-27-0915）
てくてく日和ページアドレスは下記から
http://www.project-ui.com/contents/hiyori.html

てくてく日和しまね
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