まち歩きバリアフリー情報

障がいのある方やお年寄り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、
主な観光スポットのバリアフリー情報を紹介！

山陰各地のより詳しい観光施設、宿泊施設、交通機関などの
バリアフリー情報「てくてく山陰」サイトからご覧いただけます
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シロイルカの幸せのバブルリ
あ り ふく

有福温泉

宿泊施設バリアフリー情報

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

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

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。

TEL：0855-92-0001

江津市有福温泉町
0855-56-2277（有福温泉観光案内所）

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

TEL：0855-56-2121

ご う つ ほ ん ま ち い ら か か い ど う

１

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

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。

みだが、車いすのまま便器に横付けすること
はできない。

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。

今井美術館

松江／山陰バリアフリーツアーセンター（NPO法人プロジェクトゆうあい内）
《平日》0852-27-0915

がバッチリ見える！

物を見ることができる。
アウトドアなども楽しめる。

てくてく日和しまね

らだとイルカの表情

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

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

江津・浜田エリアのより詳しい
まち歩きバリアフリー情報は
こちらからネットでダウンロー
ドいただけます。

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！

FAX：0852-28-1116 《休日》080-3873-4220

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。

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。

各地の観光ボランティアガイド組織や、宿泊施設、交通事業者等と連絡をとりながら、それぞれのサポートサービスをつなぎあわせますので、ぜひお気軽にご相談下さい。
旅行する際に訪れるといいスポットのアドバイス、旅行日程、行程のアドバイス、宿や飲食施設のご紹介を行っています。ご相談、介助のコーディネートの費用は無料となっています。

受付時間 10:00 〜 18:00

電子メール：info@tekuteku-sanin.com
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中世の歴史文化の香りがする
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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。

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

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

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。

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。

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。

2 階にあるアトリエ

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。

へは昇降機を使用。

宿泊施設バリアフリー情報

迫力満点の
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
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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 ）

江津・浜田エリアのより詳しい
まち歩きバリアフリー情報は
こちらからネットでダウンロー
ドいただけます。
てくてく日和しまね

松江／山陰バリアフリーツアーセンター（NPO法人プロジェクトゆうあい内）
《平日》0852-27-0915

FAX：0852-28-1116 《休日》080-3873-4220

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。
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。

各地の観光ボランティアガイド組織や、宿泊施設、交通事業者等と連絡をとりながら、それぞれのサポートサービスをつなぎあわせますので、ぜひお気軽にご相談下さい。
旅行する際に訪れるといいスポットのアドバイス、旅行日程、行程のアドバイス、宿や飲食施設のご紹介を行っています。ご相談、介助のコーディネートの費用は無料となっています。

受付時間 10:00 〜 18:00

電子メール：info@tekuteku-sanin.com
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すを持ちあげ
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山陰の小京都と呼ばれる美しい町並み

益田

てくてく日和

てくてく山陰

