日本海の宝島・ジオパーク
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隠岐郡西ノ島町浦郷
08514-7-8888（西ノ島町観光協会）
芝生で緩やかな上り坂。一般トイレあり。
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摩天崖
国内最大級の海蝕岸の絶壁で、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
車で進めます。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見ると別世界のよう。草原は芝生で坂
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押さえておきたいスポット。
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隠岐島前観光バリアフリーマップ

2021年7月にオープンした全客室オーシャン
ビューのホテルと隠岐ジオパーク拠点が併設
する施設。別館１階のジオラウンジには窓一
面のジオ・スケープと展示スペースもある。島
前の魅力に触れ、さらに地球の長い歴史を感
じて観光へ出かけよう。

館内に車いすトイレのある宿泊施設
（西ノ島町）●リゾ隠岐ロザージュ
TEL：08514-6-1000
（海 士 町）●Entô（エントウ）
TEL：08514-2-2365
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国賀めぐり定期観光船

隠岐郡海士町福井1375-1
08514-2-2365
8:30〜18:30（12月〜2月 9:30〜17:30）
入場料無料
身障者用駐車場1台。入口段 差 2ｃｍ（自動ド
ア）。エレベーターあり。貸出用車いす1台。オス
トメイト対応多目的トイレ1カ所、だれでもトイレ
1カ所。入口にインターフォンあり。展示物に触れ
てもよい。展示の解説無料（開館時間と同じ）。

西ノ島、中ノ島、知夫里島の３島、

定期観光船はコースが２パターンあり、天候によって変
更になる。入口幅が狭くスロープはないので、車いすを
抱えて乗船。船内で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。

どれも個性的にゃ！

ダイバー気分！

隠岐郡西ノ島町大字別府3-5
08514-7-8412
11月〜3月末。荒天時にはコー
ス変更または欠航あり。
Aコース 大人3,000円、小人
1,500円 ※Aコースは浦郷港
発着。その他コースあり。
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。
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赤壁
国の天然記念物にも指定されている、高さ200mほどの赤褐色の
巨大な絶壁。正式名称は「知夫赤壁（ちぶせきへき）」だが、地元で
は「あかかべ」と呼ばれ親しまれている。赤壁がある西側の海岸は
約1ｋｍにわたって凝灰岩の風化の度合いによって、
「赤」
「黄色」
「紫色」などに変化し、玄武岩の「黒」、粗面岩脈の「白」などの色
が、強烈なコントラストをなしている。特に夕陽の時間は、紺碧の海
に赤壁が映えるドラマティックな景観が楽しめる。
隠岐郡知夫村
08514-8-2272
（知夫里島観光協会）
一般駐車場あり、展望 所まで
約3 0 0ｍ縦に続く安全柵・坂
道・階段あり。

展望エリアでは車いすのまま進む
ことは難しく、杖歩行に切り替え。

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。
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 ※菱浦港発着
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。
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明屋海岸
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」など
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。
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岩倉の乳房杉

壇鏡の滝

隠岐モーモードーム
316

樹齢約800年といわれ、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、冷気が吹き出し夏でも涼しい。自然の力を
感じられる神秘的なスポット。

那久岬

玉若酢命神社
八百杉
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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。
※2022年3月時点通行止め。詳細はお問い合わせ
ください。
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産直問屋しおさい

たまわか すの みこと

玉若酢命神社
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。
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。

隠岐世界ジオパーク空港

隠岐ポートプラザ
３F〜６F… 隠岐ビューポートホテル

隠岐モーモードーム
が深く、もののけが出てきそう

夕日がローソク島に灯る瞬間は、船からでな
ければ見ることができない。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。
08512-2-0787（隠岐の島町観光協会）
3月15日〜11月30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。
12月〜3月14日 ※天候により運休
大人3,000円 小人1,500円

なスポットが多くあるにゃ！

ぜひ遊覧船に
乗ってみよう。

隠岐の島町中町目貫の四61
08512-2-1583
9:00〜17:00
第2・第4火曜日
大人：500円 小中学生：250円
障がい者手帳提示で本人のみ100円割引
身障者用駐車場3台、入口に雨除けあり、入口
自動ドア（幅120ｃｍ）、エレベーター、貸出用
車いす2台、オストメイト対応・ユニバーサルシー
ト付多目的トイレ1カ所、点字ブロックあり。

西郷港フェリーターミナル
隠岐ジオゲートウェイ
１F…観光案内所
２F…隠岐自然館 オストメイト対応

を体験できるのにゃ！自然の山

ローソク島遊覧船

隠岐自然館

オストメイト対応

西郷港周辺拡大図

独自性の高い生態系や地域文化

天候がよければ、

西郷港フェリーターミナルに隣接し、隠岐の島
町の歴史や文化の解説、観光情報の発信なども
行っている観光振興施設。2階にある隠岐自然
館では、隠岐の自然や生物について学ぶことが
できる。

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。

約800年前、隠岐へご配流となった後鳥羽上皇
をお慰めするために島の人々が始めたのが起源
とされる、隠岐の牛突き。巨体の雄牛同士がぶ
つかり合う大迫力の牛突きは、隠岐の島が誇る
伝統文化です。年に3回行われる本場所大会に
おける勝負は、一方の牛が逃げ出すまで続く。
モーモードームでは「観光牛突き」を開催してお
り見学することができる。観光牛突きでは、勝
負をつけることが許されておらず、必ず引き分
けで終わる。
隠岐の島町池田風呂前19-1
08512-2-0787（隠岐の島町観光協会）
開催日、時間は要問合せ
大人：1,500円 小人：750円
一般駐車場、車いす対応トイレ1カ所あり。
入場時段 差なし。最上 段に車いす観 覧ス
ペースあり。下段に降りるには階段のみ。

宿泊施設バリアフリー情報
館内に車いす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MIYABI
TEL：08512-2-3350

