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石畳が敷かれ、車いすでも段差が少
なくまち歩きを楽しめる。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。

普門院

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

島根県物産観光館
島根県庁

ぐるっと松江
堀川めぐり
運行ルート

島根県民会館
カラコロ工房

石畳
カラコロ広場

国宝 松江城

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。
松江市殿町279
0852-32-1607
9:00〜17:00（観覧受付は16:30まで）
月曜日（祝日の場合は翌平日）、12/29〜1/1
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、貸出用車いす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。

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
だったことから、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上がることができ
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）、貸出用車いす2台、身障者用駐車場、階段
を人力で持ち上げるサービスあり（２名までの個人のみ・要予約・詳
しくはお問い合わせください）。
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喫茶きはる
松江市殿町279
（松江歴史館内）
0852-32-1607（松江歴史館）
9:30〜17:00（L.O. 16:30）
月曜日（祝日の場合は翌平日）、
12/29〜1/1
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。

ぐるっと松江堀川めぐり
松江城築城時に作られた堀を約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」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
船しやすいのは、スロープのある「ふれあい広場乗船場」。
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
身障者用駐車場、車いす対応トイレ、スロープ、貸出用車いすあり。
乗下船時の介助サポート可能。車いすの団体の方はスロープ常設の
ふれあい広場乗船場で乗下船がおすすめ（大手前乗船場は簡易ス
ロープで個人のみ対応可）。障がい者とその介助者は乗船料大人
800円、小人400円。

様々な体験ができる
スポットにゃ！
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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。和菓子づくりや勾玉（まがたま）
づく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。
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カ所、
入口スロープ、エレベーター、貸出用車いすあり。

１「縁雫アンブレラスカイ」など季節に応じたイベントもある。
2 ピンクの幸運のポスト、すぐそばに願いの泉がある。
3 職人さんから教わる和菓子づくり体験。
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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
● 松江ニューアーバンホテル

TEL：0852-23-0003
●玉造グランドホテル長生閣
TEL：0852-62-0711
● 松江エクセルホテル東急
TEL：0852-27-0109
● 松乃湯
TEL：0852-62-0611
●玉造国際ホテル Rivage Choraku
TEL：0852-62-0531

バリアフリールーム
（車いす対応トイレ付客室）のある宿泊施設
●ホテル玉泉 TEL：0852-62-0021
● 佳翠苑 皆美 TEL：0852-62-0331
●夕景湖畔すいてんかく TEL：0852-21-4910
●東横INN松江駅前 TEL：0852-60-1045
● 松江しんじ湖温泉 なにわ一水

TEL：0852-21-4132

● 皆美館 TEL：0852-21-5131
●ホテル一畑 TEL：0852-22-0188

●ドーミーインEXPRESS松江
TEL：0852-59-5489

小泉八雲記念館

願い石の手前には石段がある。

玉作湯神社
美保神社

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。

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
「えびすさま」として有名。

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。

由志園

松江を代表する様々な
スポットを紹介にゃ！

松江市美保関町美保関608
0852-73-0506
境内に行く方法は手すり付き階段のみ。
車いすの場合複数人介助者がいないと上がれない。

2016年、日本人小泉八雲が誕生して120年の節目に、八雲の生涯
や世界観を広く発信しようと展示内容を拡充し、リニューアルをし
た。館内は広く、明るい展示室が３つあり、俳優・佐野史郎さんが
朗読する山陰ゆかりの怪談を聞ける「再話」コーナーなどがある。
松江市奥谷町３２２
0852-21-2147
４月〜９月 8:30〜18:30（最終受付18:10）
１０月〜３月 8:30〜17:00（最終受付16:40）
年中無休
大人410円（320円）、小・中学生200円（160円） ※（ ）内は20名
以上の団体 ※障がい者手帳またはミライロIDなどの所持者及び介護
者１名は無料。外国人割引あり。
駐車場なし。入口スロープ、オストメイト対応多目的トイレ１カ所、エレ
ベーター、貸出用車いす１台あり。

山陰最大級の池泉廻遊式日本庭園で、一年を通じて牡
丹の花が見られることでも有名。季節ごとにイベントが
催され、夏には涼やかな滝も見どころとなる。
松江市八束町波入1260-2
0852-76-2255
10:00〜17:00
※夜間イベント開催時は延長あり
12月30日・31日
一般 800円〜1,200円、小中高生 400円〜600円、
幼児 無料 ※見頃・イベント等で料金変動有
障がい者手帳提示で本人と介護者１名が入園料が半額
介護保険証（要介護、要支援認定の方限定）提示で
本人のみ入園料が半額
身障者用駐車場7台、車いす対応トイレ、貸出用車いすあり。

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。美術館から湖岸へは、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。

叶い石

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。

展望テラスに

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、車いす対応トイレ1階に2カ
所、2階に1カ所あり（男女各トイレ内に1カ所ず
つ完備）。

松江縁結びスポット
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宍道湖沿いオススメスポット
松江フォーゲルパーク

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。
松江市佐草町227
0852-21-1148
車いす対応トイレ、スロープあり。鏡の
池までは長い坂と砂利道を進むので介
助があると安心。

し

スロープで

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。

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触れあえる
国内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。

松江市大垣町52
0852-88-9800
4月〜9月 9:00〜17:30
10月〜3月 9:00〜17:00
年中無休
高校生以上1,500円 小・中学生750円
小学生未満は無料 障がい者本人と介助
者１名が大人750円、小・中学生380円
外国人は大人1,050円、小・中学生530円
身障者用駐車場7台、車いす対応トイレ、
貸出用車いす、園内の通 路にスロープあ
り。園内に１カ所階段があるため、車いす
利用者などは送迎車で移動できる。

