
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。

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。

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。

松江城

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。

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。

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

京店商店街
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。

喫茶きはる

良縁が

あります

ように！

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。

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。 3
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カラコロ工房で着物をレンタルしてまち歩きをしよう。
ピンクの幸運のポスト、すぐそばに願いの泉がある。
松江の和をイメージした「松江和香」のお香作り体験可。

様々な体験が

できるスポッ

トだにゃ！

宿泊施設バリアフリー情報

●松江ニューアーバンホテル別館　
   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

館内に身障者用トイレのある
宿泊施設

●松江しんじ湖温泉なにわ一水 
   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

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。

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／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） 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。

松江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

《平日》0852-27-0915　 FAX：0852-28-1116　《休日》080-3873-4220　　受付時間10:00 ～18:00　　電子メール：info@tekuteku-sanin.com 　　［2015年3月発行］

松江
Matsue

松江は、城下町として栄
えた町並みや文化が数多
く残っているにゃ。歴史
や風情を楽しんでにゃ。

着
物
で
歩
き
た
く
な
る
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れ
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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

まち歩きバリアフリー情報

てくてく日和
てくてく山陰　　



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。

八重垣神社
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。

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。

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。

松江縁結びスポット
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。

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。

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）。

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。

宍道湖沿いオススメスポット
し ん じ こ

松江を代表す
る様 な々スポッ
トを紹介にゃ！

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。

美保神社
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

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。

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。

宍道湖自然館ゴビウス
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。

※2時間まで無料。車いすの無料貸出あり。

願い石の手前には石段がある。 水槽が低めで見やすい！

展望テラスに

スロープで

あがれる

池に占い用紙を浮かべる

には車いすから降りない

と手がとどかない。
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