日本海の宝島・世界ジオパーク

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
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てくてく日和

隠岐島前バリアフリーマップ
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西ノ島ふるさと館

国賀海岸 船越
遊覧船のりば
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ックな景色を感じるスポットが

赤尾展望所
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摩天崖

たくさんにゃ！

島前

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

三郎岩

隠岐郡西ノ島町浦郷
08514-7-8888（西ノ島町観光協会）

べっぷこう

明屋海岸
ダイビングハウス（COCO）

北分湾
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コンセーユ

八雲広場

観光交流
センター「ノア」

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
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リゾ隠岐
ロザージュ
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中ノ島
（海士町）

鬼舞展望所

来居港

性的だにゃ！

知夫村役場
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長尾ウッドハウス

知夫里島
（知夫村）
宿泊施設バリアフリー情報
き

館内に身障者用トイレのある
宿泊施設

や

明屋海岸（ハート岩）

（西ノ島町）●リゾ隠岐ロザージュ
TEL：08514-6-1000

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。

下から観る海岸は雰囲気が
変わり迫力アップ！通天橋

ダイバー気分に！

菱浦港周辺拡大図
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ひしうらこう

菱浦港
島生まれ
島育ち隠岐牛店

隠岐神社

赤尾展望所

鎌倉時代の天皇、後鳥
羽上皇を祀る神社。

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。

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。

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。

隠岐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。

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。

が間近に見える。
く

西ノ島、中ノ島、知夫
里島の３島、どれも個

くりいこう

赤ハゲ山
牧畑の石垣
赤壁
仁夫里浜公園

高台からの景色がまた壮観！

金光寺山

黒木御所

別府港

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

あ

てくてく山陰

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

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。

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。

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

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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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
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ローソク島
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隠岐温泉 44
GOKA
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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
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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。

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。

