


ガイドブックを手にとっていただく皆様へ

　本冊子は、山陰地方である鳥取、島根両県を全国の皆様方に楽しんでいた
だきたいという思いのもと、2010 年に発行いたしました。
　宿泊施設、観光スポット、交通情報、飲食情報などを中心に観光バリアフ
リー情報をまとめ、旅の計画や、事前の情報収集などにご利用ください。
　鳥取、島根の観光には今や県の境界はなく、両県をまたいで楽しむ方が増
えてまいりました。実際に、鳥取県の人気スポットである水木しげるロードと、
島根県の松江、出雲を巡る旅行等、旅を楽しまれる方が多くなってまいりました。
今後も両県がお互いに密接な連携を図り、旅を受け入れる体制づくりに邁進し、
旅をされる皆様方に喜んでいただくよう努めてまいります。
　本冊子が、皆様と山陰地方をむすぶ架け橋となりますことを期待しております。

山陰バリアフリーの旅

古代出雲歴史博物館 出雲大社

燕趙園

倉吉の街並み松江堀川遊覧船

鳥取砂丘

一畑電車

カラコロ工房
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鳥 取砂丘 周辺 Tottorisakyu

鳥取砂丘周辺地図

1

砂の大
おお やま

山に登る。馬の背で悠久の地球を深呼吸。

JR 鳥取駅    
0857-26-2060
●砂丘行きバス　　　
日本交通KK（低床有り）
0857-23-1121
日の丸自動車  
0857-22-5156
鹿野温泉行き
（日の丸自動車）低床バス
運行

自然公園財団事務所 　　　　
（鳥取支部）
0857-23-7652
鳥取砂丘情報館  
サンドパルとっとり 
0857-20-2231
お宿 夢彦
0858-48-1021
あおや和紙工房
0857-86-6060
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鳥取駅

鳥取砂丘

鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり

宿泊お宿夢彦

ＮＰＯ法人とっとり・トラベルボランティア・ネットワーク

公共交通アクセス
●JR山陰本線「鳥取駅」からバス岩井線蕪島、長谷行
き、砂丘行きを利用します。時間帯により低床バスがあ
ります。鳥取駅では、車両とホーム間のバリア対応及び
多目的トイレ、エレベーターの設置がされています。

鳥取砂丘
●砂丘用車いすは自然公園財団事務所で無料貸し出しを
しています。「砂丘馬の背」にあがるためには砂丘用車い
すをサポートする人が体重に即して必要です。駐車場か
ら砂丘までスロープが設置されています。車いす用トイ
レは自然公園財団事務所横及び、他にも4箇所の公衆ト
イレに整備され清潔です。

鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり
●砂を利用した作品展示会場。
砂丘用車いすは無料貸し出しをしています。車いすをサ
ポートするスタッフを配置されています。車いすトイレは
清潔です。作品制作体験コーナーがあります。

バリアフリーの宿紹介
●お宿「夢彦」はJR鳥取駅前からバスを利用し、鹿野
温泉公園前で降車します。当施設は平屋づくりで館内身
障者トイレ、身障者用トイレ付き客室（段差に対する簡
易バリア対策可能）があります。希望する特別食対応が
可能です。

バリアフリーの飲食店紹介
●砂丘駐車場前の店では、メニューが多く好みの食事を
することができます。車いすトイレは自然公園財団事務
所横の公衆トイレを利用します。

NPO法人とっとり・トラベルボランティア・ネットワーク
●サポーターは有資格者及びバリアフリー接遇研修を
受講したサポーターさんにより障がいの状況に応じたサ
ポートを行うことが可能です。サポート料金は「砂丘馬
の背」往復まで一人2500円です。（1台に3～ 4人の
サポーターが必要）
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氷ノ山響きの森周辺地図

2

氷
ひ ょ う

ノ山
せ ん

響きの森周辺 HyounosenHibikinomori

優雅で壮大な山容に抱かれて、息づく森に脈打つ鼓動。

智頭急行 群家駅
0858-72-0052
若桜鉄道 若桜駅
0858-82-0919
響きの森行きバス 
クローバルバス
0858-73-0111

響きの森
0858-82-1620
氷太くん
0858-82-1111
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公共交通アクセス

氷ノ山自然ふれあい館響きの森

自然体験プログラム

バリアフリーの宿紹介

氷ノ山自然体験のためのサポート

公共交通アクセス
●JR大阪駅から郡家駅（特急「スーパーはくと」）郡家
駅乗換え若桜鉄道若桜駅まで30分下車、バス25分です。
●JR鳥取駅から郡家駅乗換え若桜駅下車、バス25分
です。
●わかさ氷ノ山自然ふれあいの里下車すぐ現地です。

氷ノ山自然ふれあい館 響きの森
●響きの森では氷ノ山の豊かな自然を紹介しています。
特に自然の不思議さ、おもしろさ、大切さを感じるため
の森のイベントや体験プログラムを経験することができ
ます。
●ふれあい館の中では「夜の森のジオラマ」でブナ林に
おける初夏から秋の夕方から朝までの様子を音や光で演
出され、驚きの世界に導かれます。館内はバリアフリー
化が行き届き車いす用トイレ、休養室もあります。

自然体験プログラム
●自然探勝路、氷ノ山登山道などで自然のしくみ、自然
と人間のかかわりなどについて指導員の解説を聞きなが
ら地形、地質、野鳥、植物などを観察します。特に冬季
にスノーシューや歩くスキーで雪上ハイキングなどの体
験ができます。

バリアフリーの宿紹介
●氷ノ山高原の宿「氷太くん」は1～3階までの各階に
身障者用トイレが完備されています。身障者用トイレ付
き客室が2室あります。宿舎内はエレベーターがあり点
字対応がされています。風呂場等も段差がなく利用しや
すくなっています。
●特別食は申し出により対応可能です。

氷ノ山自然体験のためのサポート
●氷ノ山に限らずシーズンをとおして楽しまれる旅のサ
ポートとして、NPO法人とっとり・トラベルボランティア・
ネットワークではサポート料金として5 ～ 8時間までを
5000円としています。また、入浴サポート料金は障が
い状況により決めさせていただいています。
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倉吉・三朝周辺地図

３

倉吉・三朝周辺 Kurayoshi・Misasa

青い空に映える白い壁、赤い瓦。時を越えてレトロに出逢う旅。

JR 倉吉駅
0858-26-1360
●白壁土蔵群方面行き 
日本交通KK
0858-26-1115
●三朝温泉行き 
日の丸自動車
0858-26-4111
倉吉観光案内所
0858-22-1200
三朝温泉観光協会
0858-43-0431
清水庵（もちしゃぶ）
0858-22-4759

プランナールみささ
0858-43-2211
燕趙園
0858-32-2180

燕趙園
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公共交通アクセス

赤瓦・白壁土蔵群

倉吉レトロまちかど博物館

三朝温泉の湯の街あるき

バリアフリーの宿紹介

公共交通アクセス
●JR山陰本線「倉吉駅」
倉吉駅は、車いすの移動については問題ありません。駅
には車いす用トイレがあります。
倉吉周辺へ行くのには「倉吉駅」前からバスを利用します。

赤瓦・白壁土蔵群
●JR倉吉駅からバス12分赤瓦・白壁土蔵群下車。白
漆喰の壁に焼き杉の黒い腰板、ゆるく反った小さな石
橋、玉川沿いに古い町並みを楽しみながら時がとまった
かのような風景です。玉川沿いの道は舗装されています
が、手すりはありません。
●公衆トイレ（車いす使用可）は、要所要所に整備され
ています。

倉吉レトロまちかど博物館
●明治・大正・昭和の伝統の品々を店先に展示し、まち
全体が一つのレトロな博物館になっています。赤瓦2号
館では「はこた人形」（江戸時代から伝わる張子の人形）
の絵付け体験ができます。レトロの街を過ぎたところに
名物「もちしゃぶ」を食する店があります。トイレは途中
にある車いす可の公衆トイレを使用します。

三朝温泉の湯の街あるき
●JR倉吉駅からバス20分三朝温泉下車。情緒ある裏
通りや三徳川沿いの散歩道などゆったり時間が流れます。
●公衆トイレ1箇所以外に、車いす使用可能なトイレは
三朝大橋を中心に3箇所あります。
●三徳山三仏寺門前茶屋で精進料理を楽しむことが出来
ます。三徳山公衆トイレは車いす使用可能なトイレです。
●三徳山投入堂登山には専門のガイドさんをお願いする
ことができます。（三朝温泉観光協会）

バリアフリーの宿紹介
●三朝町営国民宿舎「プランナールみささ」には、各階
に身障者用トイレが整備されています。入浴用車いすの
設備がされています。館内人的・物的バリアフリー対応
が進んでいます。
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大山周辺
大山周辺地図

4

Daisen

一面は荒 し々い大
だい せん

山の峰。また一面はたおやかで優美な伯
ほ う き

耆富士。

JR 米子駅
0859-32-8167
●大山寺行きバス 
日本交通KK
0859-33-9111
大山町観光協会
0859-52-2502
まきばみるくの里
0859-52-3698

とっとり花回廊
0859-48-3030
井田農園
0859-64-2638
大山乗馬センター
0859-53-8211
森の国
0859-53-8036

井田農園
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公共交通アクセス

中国地方の最高峰大山

バリアフリーの飲食店紹介

お楽しみスポット

とっとり花回廊

公共交通アクセス
●JR山陰本線、伯備線米子駅
エレベーターが設置されていないため駅員による人的支
援対応による乗車・降車のサポートがされています。
駅舎の右外側12mの角に車いす用トイレがあります。
駅前から大山寺行きの日本交通のバスが1日5本運行し
ていますが低床バスではありません。

中国地方の最高峰大山
●広大なブナ林の散策を楽しむのもよし、鳥の声に耳を
傾けきれいな空気のなかで思い切り深呼吸をするのも楽
しみの1つです。大山寺参道は少々厳しい坂道と階段が
ありますがたどり着いたときの達成感は一生の思い出に
なるでしょう。
●大山情報館には完備された多目的トイレがあります。
参道の中間地点ある「大神山神社駐車場」には車いす用
トイレがあります。

バリアフリーの飲食店紹介
●大山参道、大山情報館、大山自然歴史観・アルペン通
り周辺には食事処が沢山あります。特に「大山そば」や
「大山おこわ」など手づくりに拘ったお店です。ただし、
車いすトイレは、大山情報館や大山自然歴史観の多目的
トイレを利用します。

お楽しみスポット
●大山まきば「みるくの里」は県内の酪農家が生産した
生乳から作ったおいしい乳製品を楽しむことができま
す。バターやアイスクリーム等をつくる手作り体験がで
きます。
●大山乗馬センターは初心者から上級者まで安心して乗
馬を楽しめる施設です。

とっとり花回廊
●JR米子駅からシャトルバスで25分。天候に左右され
ず世界各国の花を四季折々に楽しめます。館内はバリア
フリー化され、車いすトイレが完備されています。安心
して散策できます。
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水木しげるロード周辺地図

5

水木しげるロード周辺 Mizukishigeruroad

妖怪の住む街へようこそ。日本海の幸でもご満悦。

JR 境港駅
0859-42-2851
境港観光案内所
0859-47-0121
水木しげる記念館
0859-42-2171
皆生グランドホテル天水
0859-33-3531
華水亭
0859-33-0001

海とくらしの史料館
0859-44-2000
夢みなとタワー
0859-47-3800
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公共交通アクセス

妖怪の住む街「水木しげるロード」

水木しげる記念館

お食事処の紹介

バリアフリーの宿紹介

公共交通アクセス
●JR境港線境港駅下車すぐ。
JR米子駅乗換え0番ホームJR境港線に乗車します。車
両とホームとの段差に対するバリアフリー対応可能です。

妖怪の住む街「水木しげるロード」
●境港駅から「水木しげる記念館」まで続く800mの
通称“鬼太郎ロード”は120体もの妖怪ブロンズ像をは
じめ、妖怪神社や妖怪ショップが立ち並んでいます。妖
怪のブロンズ像には点字標示がされており、妖怪の名前
が分かるようにしてあります。納得いくまで妖怪を手で
可愛がることができます。
●境港駅前公衆トイレをはじめ水木しげる記念館までの
道中に4箇所の車いす用トイレがあります。

水木しげる記念館
●漫画家であり、妖怪研究家、冒険旅行家でもある水木
しげるの作品、コレクションを多数展示してあり、水木
パワーに触れることができます。
●車いす用トイレは館内にも館外にもあります。

お食事処の紹介
●水木しげるロードの周辺、海岸通りなど、魚料理・
すし・そば・レストラン等、たくさんのお店があります。
かに、まぐろ、いかなどを使った美味しい料理を競った
お店です。
●車いす用トイレについては、近くの公衆トイレを利用
します。

バリアフリーの宿紹介
●皆生グランドホテル天水、華水亭は館内身障者用トイ
レを有し、華水亭には貸切風呂があります。天水に宿泊
されても希望により華水亭の貸切風呂を利用することが
できます。
●特別食について希望通り対応することができます。
また、バリアフリー接遇研修などを受講されています。
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隠岐地図

6

隠　岐 Oki

日本海に浮かぶパラダイス。大自然と雅
みやび

の声が聞こえる。

0

★コラム
海士町のダイビングショップ「海士ダイビングサービス」では、
障がい者も参加できる体験ダイビングを行っています。

五箇創生館食堂
08512-5-2845
レストラン船渡来流亭
08514-2-1824
風待ち街道倶楽部  　

（隠岐の島町教育委員会）
08512-2-2206
海士ダイビングサービス
08514-2-1203 

隠岐汽船本社（代表）
08512-2-1122
隠岐一畑交通
08512-2-1281
西ノ島町営バス
08514-7-8777
隠岐海士交通 
08514-2-0020
隠岐ビューポートホテル
08512-2-7007
リゾ隠岐ロザージュ
08514-6-1000
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公共交通アクセス

玉若酢命神社

国賀海岸

隠岐ビューポートホテル

キンニャモニャセンター

風待ち海道倶楽部

公共交通アクセス
●隠岐は、沖合い約65km、日本海に浮かぶ隠岐諸島は4つ
の有人島、大小180余りの無人島から成り立つ群島型離島で
す。本土からは、隠岐汽船（フェリー、高速旅客船）や飛行機
を利用して行くことができ、事前に連絡をしておくと、職員の
方に対応していただけます。フェリーや、高速旅客船“レイン
ボー”の中には、多目的トイレが配備されています。

オススメ観光スポット
●玉若酢命神社／隠岐の島町
駐車場のすぐそばには八百杉（やおすぎ）と呼ばれる高さ
29m、樹齢2000年とも言われる杉の巨木があり必見!本殿
は隠岐造（おきづくり）と呼ばれる独特のもの。入口は階段状
になっているので、車いす使用者は介助が必要。

●国賀海岸／西ノ島
約13キロにわたって200m～250mの断崖絶壁が続き、特
に高さ258mの摩天崖は国内最大級の海崖として知られてい
ます。国賀海岸には摩天崖のほか通天橋など見所が多く、最
寄に駐車場が整備されています。摩天崖には、芝生が広がって
おり車いすで近づくためには、介助が必要です。

オススメの宿
●西郷港から徒歩1分の隠岐ビューポートホテルは、1階が観
光案内所や特産センター、2階が隠岐の自然を紹介する見学
施設になっていて、多目的トイレも配備されています。西ノ島
にあるリゾ隠岐ロザージュも多目的トイレが配備されています。
	

オススメの飲食店紹介
●隠岐の島町の五箇創生館に隣接するレストランでは、名物「隠
岐そば」や、岩海苔に包まれた爆弾おにぎりがいただけます。
多目的トイレは店内にはなく、近くにある公衆多目的トイレ（水
若酢命神社境内）を利用します。中ノ島、海士町菱浦港のキン
ニャモニャセンター内にある船渡来流亭（せんとらるてい）は、
地元の特産品を使った多彩なオリジナルメニューを取り揃えて
います。出航前の腹ごしらえにどうぞ。多目的トイレ完備。

風待ち海道倶楽部
●島前、西郷町に拠点を持つ団体で、隠岐で歴史・文化・自然
を活かしたまちづくり（風待ち海道構想）の実現を目指し、活
動している団体。歴史や自然についてのガイドを行っており、
バリアフリーの介助サポートの取り組みも平成21年より開始
しています。
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安来地図

世界一の名庭園のあとは、どじょうすくいで伝統芸能の香り。

7

安　来 Yasugi

足立美術館
0854-28-7111
清水寺
0854-22-2151
夢ランドしらさぎ
0854-28-6300
お食事処「どじょう亭」
0854-28-9500

ＪＲ安来駅
0854-22-2055
イエローバス   

（安来市 市民参画課）
0854-22-0114
広瀬バスターミナル
0854-32-2260



27エリア情報

JR 安来駅

イエローバス

足立美術館

清水寺

夢ランドしらさぎ

どじょう亭

公共交通アクセス
●JR安来駅
安来市の玄関口。観光交流プラザが併設されており、安来
観光の情報を取り入れることができます。多目的トイレ完
備。2008年4月に改築された新しい建物です。

●イエローバス
安来市内の観光スポットへ行くには、イエローバス（安来市
営バス）が市内を概ね網羅しています。スロープ付車両が3
台あり、不定期に走っています。全区間200円（一路線一
回の乗車）です。1日乗車券は500円で販売されています。

オススメ観光スポット
●足立美術館
横山大観らの近代日本画など展示品の素晴しさもさること
ながら、最も美しい芸術作品は広大な日本庭園。必見です!
安来駅、玉造温泉、皆生温泉、米子空港からのシャトルバ
スもあります。多目的トイレ配備。

●清水寺
春は桜、秋は紅葉で真紅に染まる清水寺。車で仁王門近く
の駐車場まで行く事ができるが、本堂に行くまでには急な
坂や長い階段あり、介助者が必要。

オススメの宿
●“夢ランドしらさぎ”は、温泉、プール、宴会、宿泊、研
修会場、レストランなど、様々な施設があわさった複合施
設です。足立美術館や安来節演芸館からも近く、多目的ト
イレも配備してあります。

オススメの飲食店紹介
●安来節演芸館に隣接している“お食事処「どじょう亭」”
では、安来名物のどじょう料理をいただくことができます。
館内は広く、車いすでも移動はしやすい。

安来市観光ボランティアガイドの会
●安来市の名所・観光スポットをご案内する市民ボランティ
アの会です。通常は、土、日、祝祭日に安来駅観光案内所
に駐在し、窓口で観光案内をしておられます。



エリア情報

Area Information

28 エリア情報

松江地図

ヘルンの愛した街。お武家の街並み、水上散策もよし。

8

松　江 Matsue

1

JR

431

431

485

9

9
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JR 松江駅

松江しんじ湖温泉駅

ノンステップバス

松江城

堀川遊覧船

公共交通アクセス
●JR松江駅
松江の玄関口。車いすでも移動はしやすく、多目的トイ
レも各所に設置。係りの方も対応に慣れておられるので
安心して利用ができる駅です。

●一畑電鉄 松江しんじ湖温泉駅
車いすでも移動しやすく、多目的トイレも隣接していま
す。乗降する際のスロープ出しなど、丁寧に対応してい
ただけます。困ったことがあれば、気軽に窓口に相談し
てみてはいかがでしょうか。

●一畑バス、松江市交通局、日ノ丸バス
松江市内には3社のバスが走っています。ノンステップ
バスの配備も進んできています。松江市交通局の「北循
環線」「南循環線」は、すべてノンステップバス。観光
バスのレイクラインは、1時間に1本の割合でノンステッ
プバスが配備されている。一畑バス、日ノ丸バスにも随
時ノンステップバスが走っていますので、詳しくは各バ
ス会社にお問合せください。

オススメ観光スポット
●松江城／塩見縄手／お城周辺
松江城の天守閣に上がるには、階段があるが階段昇降
機が近年配備され、利用してみてはいかがでしょうか。
松江城の北側、武家屋敷が残るお城周辺は塩見縄手と
呼ばれ、2009年3月に歩道も整備され移動がしやすく
なっている。

●堀川遊覧船
松江城の内堀、外堀を約50分かけて巡る松江観光の目
玉。車いすの乗船も多い。乗り場は3箇所あり、車いす
での乗船は「ふれあい広場発着場」が、お勧めです。船
頭さんも、定期的に研修を受けておられますので、安心
です。

●カラコロ工房
旧日本銀行松江支店を活用した、趣のある外観が特徴
の多目的工芸館。ショップや飲食店をはじめ、和菓子作
りやアクセサリー作りなど、様々な体験ができる。多目
的トイレは館内に2個所設置されています。
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カラコロ工房

松江フォーゲルパーク

松江ニューアーバンホテル

松江市観光ボランティアガイド

ＪＲ松江駅　
0852-21-3219
一畑電鉄  
松江しんじ湖温泉駅　
0852-21-2429
一畑バス　
0852-20-5200
松江市交通局　
0852-60-1112
日ノ丸バス　
0852-23-1600
松江城　
0852-21-4030
堀川遊覧船　
0852-27-0417
カラコロ工房　
0852-20-7000

●松江フォーゲルパーク
世界中の鳥と花に触れることのできる公園です。水鳥に
直接エサを与えたり、フクロウの飛行ショーなど、ドキ
ドキが満載!展望台からは宍道湖や中国山地が一望でき
ます。園内には、6箇所に多目的トイレが配備。車いす
介助用の車もあり、高低差のある園内も安心して移動が
できます。一畑電車の「松江フォーゲルパーク駅」を利
用すると便利です。

オススメの宿
松江しんじ湖温泉にある松江ニューアーバンホテルは、
視覚障がい者の対応が経験豊富にあるお宿で、3階に
多目的トイレが設置されています。松江しんじ湖温泉に
ある皆美館、玉造温泉にあるホテル玉泉はバリアフリー
ルームが用意してあります。

松江市観光ボランティアガイド
2008年頃から、バリアフリーの対応にも積極的に対応
しておられる心強い存在。豊富な知識と、溢れる笑顔で
松江を案内していただけます。

松江フォーゲルパーク
0852-88-9800
松江ニューアーバンホテル
0852-23-0003
皆美館　
0852-21-5131
ホテル玉泉　
0852-62-0021
松江観光協会  
（松江市観光ボランティアガイド）　
0852-27-5843
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松江城周辺地図
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神
かみ

在
あり

の舞台で悠久の縁
えにし

を結ぶ

9

出雲大社 Izumotaisya

出雲大社地図

JRJR

431

431

0 200 400m

出雲大社観光ガイドの会 
（出雲観光協会）
0853-53-2112

一畑電車　
0853-62-3383
一畑バス 出雲支社　
0853-21-2466
出雲大社   

（出雲大社社務所）　
0852-53-3100
古代出雲歴史博物館　
0853-53-8600
そば処おくに　
0853-53-5190
八雲そば本店　
0853-53-0257
御食事処いずも  
（千鳥そば）
0853-53-3030
かねや　
0853-53-2366
荒木屋　
0853-53-2352
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出雲大社バスターミナルの多目的トイレ

一畑電車出雲大社前駅

出雲大社

古代出雲歴史博物館

そば処おくに

出雲大社観光ガイドの会

公共交通アクセス
●一畑電車
電鉄出雲市駅、松江しんじ湖温泉駅、出雲大社前駅ともに、車
いすの移動は問題ありません。職員の方も親切に対応していた
だけます。電鉄出雲市駅、松江しんじ湖温泉駅は最寄りに多目
的トイレがありますが、出雲大社前駅の付近には多目的トイレ
がありませんのでご注意ください。

●一畑バス・大社線
ＪＲ出雲市駅からは、路線バス（約25分）が出ています。「出
雲大社線」は一部ノンステップ車両が配備されています。バス
停は「出雲大社」もしくは「正門前」となりますが、車いす使
用者であれば「出雲大社」がスムーズに境内に入ることができ
ます。

オススメ観光スポット
●出雲大社
出雲大社境内は全体に、玉砂利が敷いてありますが、舗装さ
れた小道が整備されており、車いすでも無理なく通れるように
工夫されています。多目的トイレも、境内に数箇所配備されて
います。

●古代出雲歴史博物館
2007年3月に出雲大社の東側にオープンした新しい建物で
す。車いす対応、視覚障がい者対応とも問題ありません。有料
の携帯端末を借りると、視覚障がい、聴覚障がいの方も、展
示物をより楽しむことができます。受付や窓口にはアテンダン
トの方、展示室内や来客時の要望を聞くバリアフリー講習を
受けられたボランティアスタッフの方に対応していただけます。

オススメの飲食店紹介
出雲大社の近くには、出雲そばのお店が立ち並んでいます。出
雲大社駐車場の近くには「そば処おくに」「八雲そば本店」「御
食事処いずも（千鳥そば）」があります。ともに隣接するバス
ターミナルにある多目的トイレが利用できます。少し離れてい
ますが老舗の「かねや」「荒木屋」さんも必食です。

出雲大社観光ガイドの会
出雲大社についての歴史など、詳しく案内をしていただきなが
ら巡ることができます。バリアフリーの接遇研修を受講したガ
イドさんもおられ、視覚障がい者の手引きや、車いすの方のサ
ポートを行うことが可能です。
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世界を支えた大銀山。世界遺産に誘
いざな

う山坂。

石見銀山
石見銀山地図

Iwamiginzan

10

北

南

西 東

至 大家回転場

至 大田市街

至 仁摩[国道９号]

0 500 1000m

石見銀山ガイドの会
0854-89-0120

大田市観光協会事務局 
（銀山公園観光案内所内）
0854-89-9090
ＪＲ大田市駅
0854-82-0891
石見交通   
大田営業所管内
0854-82-0662
龍源寺間歩
0854-89-0347
五百羅漢（羅漢寺）
0854-89-0005
輝雲荘
0855-65-2008
お食事処おおもり
0854-89-0106
御前そば
0854-89-0332

石見銀山ガイドの会
来訪者に石見銀山の魅力を伝え続けておられる石見銀山
ガイドの会。障がいのある方のガイドサポートも積極的に
行っておられる。

お食事処おおもり
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JR 大田市駅

石見交通

龍源寺間歩

大森の街並み

五百羅漢

輝雲荘

公共交通アクセス
●JR大田市駅
石見銀山がユネスコに世界遺産登録され、最寄りの大田市駅
も一部改修が行われ、多目的トイレが設置されました。車いす
対応など事前に連絡をしておくと対応していただけます。
●石見交通
石見銀山方面へ行く路線バスは、JR大田市駅から出ている「大
森・大家線」「川本線」、JR仁万駅から出ている「仁万線」が
あります。一部、ノンステップバス車両が配備されています。
また、広島と石見銀山を結ぶ高速バス「石見銀山号」も便利
です。こちらはノンステップ車両ではありません。

オススメ観光スポット
●龍源寺間歩
間歩とは鉱山の坑道の事で、石見銀山では500を越える間歩
のうち、龍源寺間歩は現在唯一公開されている。間歩の中は、
整備されており車いすでも入ることは可能。壁面には、当時の
ノミの後がそのまま残っています。
●大森の街並み
全体的に緩やかな坂になっているのと、急な坂道もときどきあ
り、道沿いにある施設やお店などに入る際は段差がある箇所
が多いので、サポートの方が同伴されるのをお薦めします。「銀
山エリア」と「街並みエリア」の中間にある銀山公園には“観
光案内所”があり、休憩所の他、ガイドを依頼できるインフォ
メーションや荷物預かり所もあるので、何かあればまずはこち
らへ立ち寄られると便利。
●五百羅漢
“五百羅漢”は、羅漢寺から真正面にある小川の先にあり、石 段
になっているので車いすのまま中に入ることはできません。お
堂の中では、音声による説明を聞くことができます。

オススメの宿
温泉津温泉にある“輝雲荘”は、入口に段差があるが簡易スロー
プを利用することで館内に入ることができる。大浴場（森の湯）
は脱衣場から浴室まで段差はなく、浴室に車いすのまま入るこ
とも可能。多目的トイレは、ありません。

オススメの飲食店紹介
大森代官所跡の正面にある“お食事処おおもり”は入口に段差
はなく、店内も広い。お土産物も充実していて便利。銀山公
園や五百羅漢の近くにある“御前そば”では、割子そばに山葵
をいれる三瓶そばをいただける。車いすでも入りやすい扉があ
り、店内も比較的移動しやすい。共に多目的トイレは配備され
ていない。それぞれ近隣に多目的トイレがあるのでそちらを利
用されるとよい。
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黄色く咲くのは石
つわ ぶき

蕗で、維新の英知・津和野の城下。

津 和 野
津和野地図

Tsuwano

11

郷土料理ふる里
0856-72-0403
津和野ボランティアガイドの会
0856-72-1771

ＪＲ津和野駅　
0856-72-0072
安野光雅美術館　
0856-72-4155
森鴎外記念館　
0856-72-3210
津和野町観光協会　
0856-72-1771
わた屋
0856-72-0333 
ペンション津和野
0856-72-1720 
沙羅の木　
0856-72-1661 
遊亀　
0856-72-0162

津和野ボランティアガイドの会
津和野のまちを案内していただけるボランティアガイドの
会。おすすめコースは「稲成神社、津和野城跡」「本町、掘割、
殿町」「永明寺、乙女峠」。歴史、文化、自然など、利用者
に合わせたガイドをしていただける。
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ＪＲ津和野駅

安野光雅美術館

森鴎外記念館

津和野の街並み

わた屋

沙羅の木

公共交通アクセス
ＪＲ津和野駅は、比較的コンパクトな駅。困ったことがあ
れば、駅員さんに聞いてみましょう。多目的トイレは駅に
はありませんが、駅前にある津和野町観光協会や、安野光
雅美術館などに設置されているのでそちらを利用するとよ
い。

オススメ観光スポット
●安野光雅美術館
ＪＲ津和野駅前にあり、津和野に訪れたらぜひ訪れてほし
い美術館。館内は車いすでも入りやすく、多目的トイレは
館内に2個所設置されている。安野氏のアトリエを再現し
たスペースが別館2階にあるが、こちらも階段昇降機が設
置されています。

●森鴎外記念館
鴎外の生まれ故郷津和野にあり、森鴎外旧居に隣接して建
てられている。館内は広く、車いすでの移動も比較的スムー
ズになっている。玄関に入ってすぐの廊下が、10メールほ
どのスロープになっています。

●津和野の街並み
風情のある通りが残る城下町「津和野」。殿町通りは歩道と
車道の区分けもあり、点字ブロックも充実している。通り
沿いには「津和野コミュニティセンター」「鷺舞広場」の２
箇所に多目的トイレが設置されている。本町通りには点字
ブロックは設置されていない。歩道と車道の区分けがない
ので、歩行する際は車に注意しましょう。

オススメの宿
津和野温泉「わた屋」は、館内は廊下からお風呂の中まで
畳だが、車いすでも移動は可能。“ペンション津和野”は１
階にペット同伴で泊まれる客室があり、補助犬ユーザーの
方はそちらがおすすめ。玄関を通らず、直接部屋に入る扉
があるので便利。	

オススメの飲食店紹介
殿町通りにある“沙羅の木”は焼きたての源氏巻きをいた
だくことができ、お土産物の充実。店舗裏駐車場のトイレ
は多目的トイレも配備。“遊亀”“郷土料理ふる里”等では、
郷土料理のうずめ飯をいただくことができる。入口に段差
があるが介助者が同伴であれば問題ない。
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JRについて
特急 やくも号（出雲市－岡山 間）
※車いすスペースなし

特急 スーパーはくと（倉吉・鳥取－京都 間）
※車いすスペースあり（3号車に車いす用のスペース2台分）

特急 スーパーまつかぜ・スーパーおき（鳥取－益田間）
※車いすスペースあり

特急 サンライズ出雲（出雲市－東京 間）
※車いすスペースあり（個室）

多目的トイレあり

一畑電車 松江
しんじ湖温泉駅

〒690-0874

電話　0852-21-2429
島根県松江市中原町31

（駅の外にあります）

駅前に足湯が設置されています

一畑電車
出雲大社前駅

〒699-0711

電話　0853-53-2133

島根県出雲市大社町
杵築南1346-9

多目的トイレなし

〒695-0011

電話　0855-52-1580
島根県江津市江津町926番地ＪＲ江津駅

多目的トイレなし

〒698-0024

電話　0856-22-2420
島根県益田市駅前町105-2ＪＲ益田駅

（駅前にあるビル（ＥＡＧＡ）内にあります）
多目的トイレなし

ＪＲ倉吉駅
〒682-0021

電話 　0858-26-1360
鳥取県倉吉市上井195-3

多目的トイレあり

ＪＲ鳥取駅
〒680-0835

電話   0857-26-2060
鳥取県鳥取市東品治町111-1

高架駅
（ホームの端にあるので、移動に時間がかかります）

多目的トイレあり

エレベーターあり

ＪＲ境港駅
〒684-0004

電話　0859-42-2851
鳥取県境港市大正町１－２８

（駅前にある、みなとさかい交流館や駅前公衆トイレにあります）

多目的トイレなし

ＪＲ米子駅
〒638-0036

電話　0859-32-8167
鳥取県米子市弥生町２番地

（駅の外にあります）多目的トイレあり

ＪＲ安来駅
〒692-0021

電話　0854-22-2055

島根県安来市安来町
字釜屋2136番地

多目的トイレあり

ＪＲ松江駅 〒690-0003

電話　0852-21-3219
島根県松江市朝日町472-2

高架駅

多目的トイレあり

エレベーターあり

ＪＲ出雲市駅
〒693-0007

電話　0853-21-1118
島根県出雲市駅北町11番地

高架駅

多目的トイレあり

エレベーターあり

ＪＲ大田市駅
〒694-0064

電話　0854-82-0891

島根県大田市大田町
大田イ664-1

多目的トイレあり

多目的トイレなし

一畑電車
電鉄出雲市駅

〒693-0007

電話　0853-22-5905
島根県出雲市駅北町10-1

（ＪＲ出雲市駅と隣接しています）

高架駅
エレベーターあり

多目的トイレなし

津 和 野 駅
〒699-5605

電話　0856-72-0072
島根県鹿足郡津和野町後田

（駅前にある津和野観光協会内にあります）

全駅必要に応じて人的サポート
をしていただけます

ＪＲ浜田駅
〒697-0022

電話　0855-22-0611
島根県浜田市浅井町791-2

高架駅

多目的トイレあり

エレベーターあり

若桜鉄道
郡家駅

〒680-0701

電話　0858-82-0919

鳥取県八頭郡若桜町
若桜字蓮教寺下モ345-2

（郡家駅前公衆トイレ）多目的トイレあり

若桜鉄道
若桜駅

〒680-0701

電話　0858-82-0919

鳥取県八頭郡若桜町
若桜字蓮教寺下モ345-2

多目的トイレあり

わ か さ

こ う げ
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JRについて
特急 やくも号（出雲市－岡山 間）
※車いすスペースなし

特急 スーパーはくと（倉吉・鳥取－京都 間）
※車いすスペースあり（3号車に車いす用のスペース2台分）

特急 スーパーまつかぜ・スーパーおき（鳥取－益田間）
※車いすスペースあり

特急 サンライズ出雲（出雲市－東京 間）
※車いすスペースあり（個室）

多目的トイレあり

一畑電車 松江
しんじ湖温泉駅

〒690-0874

電話　0852-21-2429
島根県松江市中原町31

（駅の外にあります）

駅前に足湯が設置されています

一畑電車
出雲大社前駅

〒699-0711

電話　0853-53-2133

島根県出雲市大社町
杵築南1346-9

多目的トイレなし

〒695-0011

電話　0855-52-1580
島根県江津市江津町926番地ＪＲ江津駅

多目的トイレなし

〒698-0024

電話　0856-22-2420
島根県益田市駅前町105-2ＪＲ益田駅

（駅前にあるビル（ＥＡＧＡ）内にあります）
多目的トイレなし

ＪＲ倉吉駅
〒682-0021

電話 　0858-26-1360
鳥取県倉吉市上井195-3

多目的トイレあり

ＪＲ鳥取駅
〒680-0835

電話   0857-26-2060
鳥取県鳥取市東品治町111-1

高架駅
（ホームの端にあるので、移動に時間がかかります）

多目的トイレあり

エレベーターあり

ＪＲ境港駅
〒684-0004

電話　0859-42-2851
鳥取県境港市大正町１－２８

（駅前にある、みなとさかい交流館や駅前公衆トイレにあります）

多目的トイレなし

ＪＲ米子駅
〒638-0036

電話　0859-32-8167
鳥取県米子市弥生町２番地

（駅の外にあります）多目的トイレあり

ＪＲ安来駅
〒692-0021

電話　0854-22-2055

島根県安来市安来町
字釜屋2136番地

多目的トイレあり

ＪＲ松江駅 〒690-0003

電話　0852-21-3219
島根県松江市朝日町472-2

高架駅

多目的トイレあり

エレベーターあり

ＪＲ出雲市駅
〒693-0007

電話　0853-21-1118
島根県出雲市駅北町11番地

高架駅

多目的トイレあり

エレベーターあり

ＪＲ大田市駅
〒694-0064

電話　0854-82-0891

島根県大田市大田町
大田イ664-1

多目的トイレあり

多目的トイレなし

一畑電車
電鉄出雲市駅

〒693-0007

電話　0853-22-5905
島根県出雲市駅北町10-1

（ＪＲ出雲市駅と隣接しています）

高架駅
エレベーターあり

多目的トイレなし

津 和 野 駅
〒699-5605

電話　0856-72-0072
島根県鹿足郡津和野町後田

（駅前にある津和野観光協会内にあります）

全駅必要に応じて人的サポート
をしていただけます

ＪＲ浜田駅
〒697-0022

電話　0855-22-0611
島根県浜田市浅井町791-2

高架駅

多目的トイレあり

エレベーターあり

若桜鉄道
郡家駅

〒680-0701

電話　0858-82-0919

鳥取県八頭郡若桜町
若桜字蓮教寺下モ345-2

（郡家駅前公衆トイレ）多目的トイレあり

若桜鉄道
若桜駅

〒680-0701

電話　0858-82-0919

鳥取県八頭郡若桜町
若桜字蓮教寺下モ345-2

多目的トイレあり

わ か さ

こ う げ
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≪島根≫
●身障者用トイレ付き客室のある宿泊施設
夢ランドしらさぎ
〒692-0064 島根県安来市古川町835
電話 0854-28-6300　FAX 0854-28-6329

皆美館
〒690-0843 島根県松江市末次本町14
電話 0852-21-5131　FAX 0852-26-0351

玉峰山荘
〒699-1701 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1
電話 0854-57-0800　FAX 0854-57-0825

ぬしや
〒695-0156 島根県江津市有福温泉町955
電話 0855-56-2121　FAX 0855-56-2011

ホテル玉泉
〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造53
電話 0852-62-0021　FAX 0852-62-1455

なにわ一水 ※車いすでも利用しやすい客室あり
〒690-0852 島根県松江市千鳥町63
電話 0852-21-4132　FAX 0852-21-4162

国民宿舎さんべ荘
〒693-0001 島根県大田市三瓶町志学2072-1
電話 0854-83-2011　FAX 0854-83-3151

益田グリーンホテルモーリス
〒698-0024 島根県益田市駅前町17-2
電話 0856-31-8111　FAX 0856-31-8160

●館内身障者用トイレを有する宿泊施設
リゾ隠岐ロザージュ
〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町美田
電話 08514-6-1000　FAX 08514-6-1023

玉造グランドホテル長生閣
〒690-0201 松江市玉湯町玉造331
電話 0852-62-0711　FAX 0852-62-0772

松江東急イン
〒690-0003 松江市朝日町590
電話 0852-27-0109　FAX 0852-25-1327

松江ニューアーバンホテル
〒690-0845 松江市西茶町40-1
電話 0852-23-0003　FAX 0852-23-0018

電話 0852-22-0188　FAX 0852-22-0230

ホテル一畑
〒690-0852 島根県松江市千鳥町30

※観光バリアフリーアンケート調査にご協力いただいた
　施設を表記させていただいております

≪鳥取≫
●身障者用トイレ付き客室のある宿泊施設

●館内身障者用トイレを有する宿泊施設
ホテルモナーク鳥取
〒680-0834 鳥取市永楽温泉町403
電話 0857-20-0101　FAX 0857-27-8181

観水庭　こぜにや
〒680-0834 鳥取市永楽温泉町651
電話 0857-23-3311　FAX 0857-26-5174

清流荘
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝309
電話 0858-43-0321　FAX 0858-43-0324

三朝温泉　後楽
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝972-1
電話 0858-43-0711　FAX 0858-43-2830

三朝町営国民宿舎　ブランナールみささ
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝388-1
電話 0858-43-2211　FAX 0858-43-1919

羽衣
〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉
電話 0858-35-3621　FAX 0858-35-3851

鳥取県立船上山少年自然の家
〒689-2525 鳥取県東伯郡琴浦町大字山川８０７－２
電話 0858-55-7111　FAX 0858-55-7119

いこい亭　菊萬
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-27-1
電話 0859-38-3300　FAX 0859-38-3302

海色・湯の宿　松月
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-4-25
電話 0859-31-1100　FAX 0859-31-1101

皆生グランドホテル　天水
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-18-45
電話 0859-33-3531　FAX 0859-33-3607

華水亭
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-19-10
電話 0859-33-0001　FAX 0859-33-0303 電話 0859-34-2222　FAX 0859-34-2226

皆生シーサイドホテル
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-4-3

ホテルウェルネス因幡路
〒680-1444 鳥取市松原343
電話 0857-57-0224　FAX 0857-54-0035

鳥取県市町村職員共済組合 三朝保養施設 渓泉閣
〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田180
電話 0858-43-0828　FAX 0858-43-0822

国民宿舎　水明荘
〒689-0713 鳥取県東伯郡湯梨浜町旭132
電話 0858-32-0411　FAX 0858-32-0130

依山楼　岩崎
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝365-1
電話 0858-43-0111　FAX 0858-43-0538
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≪島根≫
●身障者用トイレ付き客室のある宿泊施設
夢ランドしらさぎ
〒692-0064 島根県安来市古川町835
電話 0854-28-6300　FAX 0854-28-6329

皆美館
〒690-0843 島根県松江市末次本町14
電話 0852-21-5131　FAX 0852-26-0351

玉峰山荘
〒699-1701 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1
電話 0854-57-0800　FAX 0854-57-0825

ぬしや
〒695-0156 島根県江津市有福温泉町955
電話 0855-56-2121　FAX 0855-56-2011

ホテル玉泉
〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造53
電話 0852-62-0021　FAX 0852-62-1455

なにわ一水 ※車いすでも利用しやすい客室あり
〒690-0852 島根県松江市千鳥町63
電話 0852-21-4132　FAX 0852-21-4162

国民宿舎さんべ荘
〒693-0001 島根県大田市三瓶町志学2072-1
電話 0854-83-2011　FAX 0854-83-3151

益田グリーンホテルモーリス
〒698-0024 島根県益田市駅前町17-2
電話 0856-31-8111　FAX 0856-31-8160

●館内身障者用トイレを有する宿泊施設
リゾ隠岐ロザージュ
〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町美田
電話 08514-6-1000　FAX 08514-6-1023

玉造グランドホテル長生閣
〒690-0201 松江市玉湯町玉造331
電話 0852-62-0711　FAX 0852-62-0772

松江東急イン
〒690-0003 松江市朝日町590
電話 0852-27-0109　FAX 0852-25-1327

松江ニューアーバンホテル
〒690-0845 松江市西茶町40-1
電話 0852-23-0003　FAX 0852-23-0018

電話 0852-22-0188　FAX 0852-22-0230

ホテル一畑
〒690-0852 島根県松江市千鳥町30

※観光バリアフリーアンケート調査にご協力いただいた
　施設を表記させていただいております

≪鳥取≫
●身障者用トイレ付き客室のある宿泊施設

●館内身障者用トイレを有する宿泊施設
ホテルモナーク鳥取
〒680-0834 鳥取市永楽温泉町403
電話 0857-20-0101　FAX 0857-27-8181

観水庭　こぜにや
〒680-0834 鳥取市永楽温泉町651
電話 0857-23-3311　FAX 0857-26-5174

清流荘
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝309
電話 0858-43-0321　FAX 0858-43-0324

三朝温泉　後楽
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝972-1
電話 0858-43-0711　FAX 0858-43-2830

三朝町営国民宿舎　ブランナールみささ
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝388-1
電話 0858-43-2211　FAX 0858-43-1919

羽衣
〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉
電話 0858-35-3621　FAX 0858-35-3851

鳥取県立船上山少年自然の家
〒689-2525 鳥取県東伯郡琴浦町大字山川８０７－２
電話 0858-55-7111　FAX 0858-55-7119

いこい亭　菊萬
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-27-1
電話 0859-38-3300　FAX 0859-38-3302

海色・湯の宿　松月
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-4-25
電話 0859-31-1100　FAX 0859-31-1101

皆生グランドホテル　天水
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-18-45
電話 0859-33-3531　FAX 0859-33-3607

華水亭
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-19-10
電話 0859-33-0001　FAX 0859-33-0303 電話 0859-34-2222　FAX 0859-34-2226

皆生シーサイドホテル
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-4-3

ホテルウェルネス因幡路
〒680-1444 鳥取市松原343
電話 0857-57-0224　FAX 0857-54-0035

鳥取県市町村職員共済組合 三朝保養施設 渓泉閣
〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田180
電話 0858-43-0828　FAX 0858-43-0822

国民宿舎　水明荘
〒689-0713 鳥取県東伯郡湯梨浜町旭132
電話 0858-32-0411　FAX 0858-32-0130

依山楼　岩崎
〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝365-1
電話 0858-43-0111　FAX 0858-43-0538
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鳥取・島根両県では、両県共通の地域課題に対して、NPO等の発想力と
実行力を生かした事業提案を基に、両県のNPO等と行政の協働により、
「鳥取・島根広域連携協働事業」を実践しています。本冊子は、平成21
年度「鳥取・島根広域連携協働事業」の採択を受けて作成したものです。

制作・発行

山陰両県をむすぶ観光バリアフリーの推進事業共同体
（鳥取県、島根県、NPO 法人とっとり・トラベルボランティア・

ネットワーク、NPO 法人プロジェクトゆうあい）


