思わず歩きたくなる！ 世界遺産とレトロな町並み

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

大田

てくてく日和

石見銀山世界遺産センター

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。

のノミの跡が残る坑道や、賑わ
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。
い わ み ぎ ん ざ ん

は水滴が落ち、地面が
濡れているので注意。

車いす目線で楽しめる。

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

地面はフラット。坑道

館内はフラットで展示物も低め。

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

Ohada

中の通路の幅は狭いが、

てくてく山陰

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

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、

されている施設が多く残っている。

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

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。

つ

温泉津温泉
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

り ゅ う げ ん じ ま ぶ

龍源寺間歩

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。

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

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。

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

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

宿泊施設バリアフリー情報

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

館内に身障者用トイレのある
宿泊施設

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。

●国民宿舎千畳苑

TEL：0855-28-1255

大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

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。

１

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
●さひめ野

TEL：0854-83-3001

●国民宿舎さんべ荘

TEL：0854-83-2011

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

［2015年3月発行］

まち歩きバリアフリー情報

島根の真ん中で豊かな自然の恵みを満喫！

てくてく日和

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

邑智郡

こ う ぼ く

香木の森クラフト館
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。

Ohchi

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。

（川本、美郷、邑南）
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

か

でワイワイつ
くるのも楽し
いひととき。

り

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。

トクリームやスイーツなどを味わえるお店。
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。

気軽にいけるお
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。

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。

三江線

「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。

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。

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。

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

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

バリアフリーで

ラボカフェ明るい農村

てふれることができる。

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。

ピザをみんな

の花を大きな段差なく見

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。

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。

オリジナルの

む

たくさんのハーブや季節

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

自分の手作り

てくてく山陰

素材工房 ajikura の
コース料理！

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

邑智郡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

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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