島根観光キャラクター
「しまねっこ」

国宝松江城
松江歴史館・喫茶きはる
ぐるっと松江堀川めぐり
カラコロ工房
京店商店街（カラコロ広場）
小泉八雲記念館

島根県のまち歩き、バリアフリー旅行を楽しもう

■
●
●

出雲

掲載観光スポット

主要観光施設
道の駅

［いずも］

出雲大社
神門通り

※掲載内容の情報は変更される場合がございます。詳しくは各施設へお問い合わせをお願いします。

白島海岸

竹島

海中展望船
あまんぼう

摩天崖

萬福寺

医光寺

道の駅
サンエイト美都

萩・石見空港

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

須子

道の駅
匹見峡

JR 山口線

至 新山口

道の駅
津和野温泉なごみの里

日原天文台
太皷谷
星と森の科学館
稲成神社 津和野駅
安野光雅美術館
殿町通り

191

488
匹見峡

動

有福温泉 温泉リゾート
風の国

金城スマートIC

旭

186

長江寺
今井美術館

261

浜田自動車道

P19

浜田

［はまだ］

島根県

香木の森公園
瑞穂

道の駅
掛合の里

三瓶自然館サヒメル

森のホテル
もりのす

琴引フォレストパーク
道の駅
赤来高原

54

P13 飯南

津和野

［つわの］

奥出雲多根
自然博物館

たたら 出雲三成駅
鍛冶工房

P12

P178
P17

邑智

［おうち］
［おおち］

さん べ

出 雲 国 風 土 記にも登 場

やしたとい う 伝 説

する三 瓶 山 の 麓 に 湧く

が 残 る温 泉 地 。源
泉温度は50度ほど
の理想的な温度で、新鮮な湯をそのままかけ
流しができる。体を温めて自律神経のバランス
を整えつややかな肌に導き、しっとりと潤いの
ベールで包んでくれる美人の湯です。

塩化物泉

三瓶温泉

白 鷺が 脚 の 傷を癒

温 泉 。豊 富 な 湯 量と 鉄

安来節演芸館／
どじょう亭

安来市加納美術館

出雲横田駅
八川駅

314

清水寺 米子西
雲樹寺

道の駅
奥出雲おろちループ

P11

安来

［やすぎ］

至 備後落合駅

キレイをつくる
美肌温泉
「美肌県しまね」イチオシの温泉を
ピックアップ。泉質によって異なる効能を

温泉で体を芯まで温めて血行もよくなり、冷えや疲

チェックして、健やかな美を手に入れる

れや要らないものを運び出して、つややかな肌に導
きます。

湯巡りをしませんか。

（弱）アルカリ性単純温泉・炭酸水素塩泉
とんばら

頓原ラムネ銀泉

13 0 0 年 以 上

天然の炭酸ガスを含有する二

前 、天 竺 の 法 道

酸 化 炭 素 泉で 源 泉の 色は 無

せんにん

さぎの湯温泉

道の駅
酒蔵奥出雲交流館

亀嵩駅

あらエッサ

分を含んだ茶褐色の色が特徴です。塩分を含んだ

有福温泉
ほうどう

432

安来

［おくいずも］

ぽか ぽか＆しっとりが 持 続

さぎの湯温泉

道

風土記の丘

JR 木次線

P14 雲南 奥出雲
［うんなん］

てんじく

道の駅
むいかいち温泉

道の駅
おろちの里

［いいなん］

道の駅
瑞穂

熊野大社

海潮温泉
木次駅
ワイナリー
奥出雲葡萄園

三瓶温泉
尾道・松江自動車道 道の駅
カヌーの里
（中国やまなみ街道） たたらば壱番地 432
道の駅 頓原
おおち
飯南町大しめなわ創作館 頓原ラムネ銀泉

ありふく

187

出雲湯村温泉

菅谷たたら山内
（菅谷高殿）

すべ すべ 美 肌を目 指 す なら

P21-22

おろち
湯ったり館

雲南吉田

森鷗外記念館

道の駅
かきのきむら

54

吉田掛合

375

道の駅
グリーンロード大和

道の駅
インフォメーション
センターかわもと

須佐神社

184

出雲大東駅

仙 人 が 見つけ た

色透明ですが、空気に触れる

といわれる温泉。無色透明な単純アルカリ

と透明〜グリーン〜黄色〜オレンジへと変化していき自

泉が優しく肌を包み込みます。石段の続く

然の温泉の神秘を感じられます。大浴場の他、五右衛門

レトロな温泉町を歩き、外湯をはしごする

風呂の貸切風呂と、足元が心配な方も安心の大型バリア

のもいいですね。

フリータイプのお風呂があります。炭酸水素塩泉で肌を
なめらかに整え、すべすべしっとりが続く美肌の湯です。

しっとり潤 い 美 人の 湯

硫酸塩泉
たまつくり

玉造温泉
『出雲国風土
記 』にも 美しく
なれる

と記さ

れ、化 粧 水のような質の高い湯が 楽しめま
す。硫酸イオンを多く含む湯が、お肌にハリ
と潤いを与えてくれます。

至 鳥取 岡山

遠田
久城

自

三刀屋木次

JR 山陰本線

米子駅

道の駅
シルクウェイ
にちはら

9

益田駅

蟠竜湖

高津

萩・石見空港

道の駅
ゆうひパーク三隅
石正美術館

三保三隅駅

JR 山陰本線

［ますだ］

至 下関

石見三隅

浜田港

津

道

須我神社

道の駅 さくらの里きすき

道の駅 ロード銀山

来待駅

由志園

松江JCT

玉造温泉・玉作湯神社
荒島駅
安来駅
東出雲 山
陰
八重垣神社
自動
八雲立つ
道の駅
神魂神社
車

絲原家

益田

原井
西村

江

浜田JCT

はまだお魚市場

浜田市
世界こども美術館

P20

波子駅

車

仁摩・温泉津
自動車道

加茂岩倉遺跡
ガイダンス

松江
中央
松江玉造

絲原記念館

道の駅 ゆうひパーク浜田 浜田駅 浜田

江津西

石見福光

天領
江津本町
甍街道

石見畳ヶ浦

湯里
温泉津

道の駅
江津 サンピコごうつ

都野津駅

島根県立石見海浜公園
島根県立しまね海洋館アクアス

［おき］

江津駅

仁摩・石見銀山

宍道
宍道JCT
斐川

境港
米子鬼太郎
空港
線

［ごうつ］

大田朝山

宍道駅

荘原駅

鬼の舌震

隠岐

江津

至 七類港・境港

温泉津温泉

9

山陰自動車道

小田駅 立久恵峡

出雲多伎

大田中央・三瓶山

石見銀山世界遺産センター
石見銀山
龍源寺間歩

P23-26

P18

仁万駅

線

道の駅 湯の川

足立美術館

来居港

仁摩サンド
ミュージアム

道の駅
ごいせ仁摩

陰本

出雲

玉造温泉駅

道の駅
広瀬・富田城

島前

［おおだ］

J R山

道の駅
キララ多伎

松江駅

島根県立美術館

出雲縁結び空港

美保神社
境港駅

川津JCT

松江しんじ湖温泉駅

島根ワイナリー

出雲市駅

431

月照寺

出雲かんべの里

隠岐世界
ジオパーク空港

温泉津駅

赤壁

大田

隠岐モーモードーム
隠岐ジオゲートウェイ
玉若酢命
西郷港
神社

大田市駅

赤ハゲ山

屋那の松原と
舟小屋

P15-16

木綿街道

道の駅
本庄

境
JR

隠岐神社

道の駅 大社ご縁広場
出雲文化伝承館

七類港

きまち
湯治村

Entô

国賀めぐり
定期観光船

島後

加賀の潜戸

道の駅 佐太神社
秋鹿なぎさ公園

一畑電鉄

雲州平田駅

出雲大社前駅

岩倉の乳房杉
明屋海岸

鰐淵寺

宍道湖自然館
ゴビウス

荒神谷
遺跡

菱浦港

別府港

国賀海岸

水若酢神社

［まつえ］
一畑薬師

至 隠岐

武家屋敷
宍道湖観光遊覧船はくちょう

松江フォーゲルパーク

出雲日御碕灯台
日御碕神社
稲佐の浜

485

松江

島根県立古代出雲
歴史博物館

美保関灯台

てくてく日和まるごと島根は、障がいのある方や高齢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にしたい、という思いから誕生しました。
島根県内の主な観光スポットをバリアフリー情報を含めて魅力満載でご紹介します。

ローソク島遊覧船

P3-6

P7-10

明々庵

松江堀川地ビール館
松江堀川めぐり
ふれあい広場乗船場

えた町並みや文化が数多

京店商店街
（カラコロ広場）
歩道狭い

国宝
松江城

市営城山西駐車場

松江は、城下町として栄

武家屋敷

土を固めた歩道で
でこぼこあり

Matsue

松江
ホーランエンヤ
伝承館

や風情を楽しんでにゃ。

月照寺

城山公園下の段か
ら天 守 広 場 ま で 階
段（車いすの方は問
い合わせするとニの
丸 上の段まで車で
進入できる）

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

松江歴史館

興雲閣

く残っているにゃ。歴史

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）。

末次公園

松江しんじ湖温泉駅

至出雲

松江大橋

松江市役所

Lago SENTO

431

松江しんじ湖温泉街

新大橋
くにびき
大橋

白潟公園
宍道湖大橋

←至 出雲
千鳥南公園

JR松江駅

宍道湖

島根県立美術館 ●

松江城周辺観光
バリアフリーマップ

9

至 玉造温泉↓

至 松江市内・米子→
至松江市内・米子

宍道湖夕日スポットとるぱ

至玉造・出雲

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。

3

田部美術館
小泉八雲旧居
小泉八雲
記念館

着物で歩きたくなる！ 和の情緒あふれる城下町

松江

様々な体験ができる
スポットにゃ！

１

2

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。

3

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
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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

ん

じ

上れる。

こ

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

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。

には車いすから降りない

5

と手がとどかない。
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遷宮でますますパワーアップ！ 良 縁を願う人々の聖地

出雲
Izumo

御本殿の周りを
見られる舗装された道

出雲の地では旧暦の10月が

神楽殿前は
玉砂利

神在月と呼ばれ、全国の神

御本殿

神楽殿

々が様々な縁結びの会議を
開くと言われているにゃ。

拝殿

千家国造館

ご縁の国を感じてにゃ！

庁舎

出雲大社

出雲大社
駐車場

縁結びの神・大国主大神（オオクニヌシノオ
オカミ）を祀る出雲大社。 天照大御神の住
まう宮 を意味する、天日隅宮（アメノヒス
ミノミヤ）とも呼ばれた。平成の大遷宮によ
り境内が整備され、大社造の御本殿など美
しい建築を間近から眺めることができる。
毎年大 勢 の人々が 参 拝に 訪 れる、神 話 の
国・出雲の中心地といえる場所である。

会所

出雲市大社町杵築東195
0853-53-3100
身障者用駐車場2カ所・各3台分、車いす
対応トイレ5カ所、貸出用車いす3台（社
務所常備）その他5台程度あり。

三の鳥居
勾配が急な坂道

段差なく勢溜の
大鳥居にぬける脇道

脇道から大鳥居へ

神門通り

凡例

本殿前八足門には7段の段差があるが、そ
れ以外は車いすでも参拝できるよう段差
の解消が設けられている。

１ 身障者用駐車場は2カ所。東側のかめやま駐車場に
は、坂道がなく三の鳥居まで行ける「車椅子参拝道」
がある。
2 境内は基本的に車いすで進みやすい石畳。

出雲大社を満喫する
には、出雲観光協会
へ観光ガイドを頼む
のがおすすめにゃ！

下
り
参
道 祓社

かめやま
駐車場

Ｐ

勢溜
階段６段

2

古代出雲
歴史博物館

階段６段
二の鳥居
（勢溜の大鳥居）

１

2

敷地内には5カ所の車いす
対応トイレがある

身障者用駐車場から
本殿への坂のない道

舗装された側道

身障者用駐車場 3 台

Ｐ

松
の
参
道

手水舎
（段差なし）

ＰＰ

１

境内は石畳で歩きやすい
四の鳥居 スロープ有

社務所
御慈愛の
御神像

スロープ有
二の鳥居（勢溜）は出雲大社の正門であり、神域の入口となる。
鳥居の前に段差があるが、西側に段差のない脇道がある。

北島国造館

八足門階段７段

ＰＰ

身障者用駐車場 6 台
身障者用駐車場 3 台

3

勾配が急な坂道

出雲大社境内マップ

石畳舗装道
砂利
階段
スロープ

１ 二の鳥居から三の鳥居に向かう参拝ルートは石畳の
下り参道。中程に「祓社」があるので、本殿へ参拝の
前に心身の汚れを祓戸神に清めていただく。
2 四の鳥居の前には神話「因幡の白うさぎ」の話の一場
面を表した有名な大国主大神の銅像がある。となりに
ある手水舎で、手と口を清める。
3 拝殿前にはスロープあり。出雲大社は「二礼四拍手一
礼」で参拝。

歩道

稲佐の浜
国引き神話、国譲り神話の舞台となった浜。武甕 神
（タケミカヅチノカミ）が大国主大神（オオクニヌシノ
オオカミ）に国を譲ってもらうために降り立った場所
であり、毎年旧暦１０月に全国の神々が出雲大社に集
まるために参集するのもこの浜だと言われている。
一般駐車場あり、オストメイト対応多目的トイレ1カ所、
稲佐の浜へは7段の手すり付き階段。

宿泊施設バリアフリー情報

近くで見ると迫力大！

御本殿の周りは段差な
く、間近に見ることが
できる。

7

館内に車いすトイレのある宿泊施設

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

●四季荘
TEL：0853-72-6525
●出雲須佐温泉 ゆかり館
TEL：0853-84-0800
●スーパーホテル出雲駅前
TEL：0853-21-9000

●お宿 月夜のうさぎ
TEL:0853-53-8877
●はたご小田温泉
TEL:0853-86-2016
●ホテルサンヌーベ
TEL：0853-20-2777

●ニューウェルシティ出雲
TEL：0853-23-7388
●コテージ＆キャンプ場
夢の森うさぎ
TEL：0853-53-6060

●出雲グリーンホテルモーリス
TEL：0853-24-7700
●ツインリーブスホテル出雲
TEL：0853-30-8000
●ファミリーロッジ旅籠屋・出雲大社店
TEL：0853-53-6858
●湖畔の温泉宿 くにびき
TEL：0853-43-2211
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島根県立古代出雲歴史博物館

千家国造館

上の宮
下の宮

至 日御碕

北島国造館

拝殿

観光センター
いずも

四の鳥居

３ 出雲大社前駅の入口はスロープあり。隣

みせん広場

ご縁横丁

坂道が少し急

→至 松江

祓社

の公園「縁結びスクエア」には、身障者用
駐車場１台、オストメイト対応多目的トイ
レがある。

古代出雲歴史博物館

階段６段あり

急な下り坂
二の鳥居
︵勢溜の大鳥居︶

お宮通り

稲佐の浜
神迎の道

３

八足門 7 段の階段

身障者駐車場から
身障者駐車場から
本殿への近道
本殿への近道

三の鳥居

弁天島

命主社
真名井の
清水

八足門

かめやま駐車場

出雲市大社町杵築東99-4 (出雲大社東隣)
0853-53-8600
9:00〜18:00（11月〜2月は9:00〜17:00）
最終入館は30分前
毎月第3火曜日（変更の場合あり）
常設展一般620円（490円）、大学生410円（320円）、
小中高生200円（160円） ※（ ）は20名以上の団体
企画展は展覧会ごとに料金が異なる ※障がい者手帳、
障がい者手帳アプリ「ミライロID」を提示で本人と介助
者1名無料。
身障者用駐車場6台、オストメイト対応多目的トイレ4カ
所、貸出用車いす・シルバーカー・ベビーカーあり（館外
の使用も可）、点字ブロック・触地図あり、音声ガイド無
料貸出あり、手話対応可・耳の不自由な方の為に展示観
覧用字幕付き機材貸出あり。施設に段差なし・エレベー
ターあり。

御本殿

松の参道

祖霊社

出雲大社

会所

島 根 県や出雲 大社などの歴 史・文化を紹介する博 物
館。国宝である銅剣、銅鐸、銅矛419点を展示。平安時
代の出雲大社の1/10模型も展示されている。

神楽殿

石石
畳畳
でで
周周
りり
をを
一一
周周
でで
きき
るる 庁舎
玉砂利

屏風岩

奉納山公園展望台

［出雲大社周辺 門前町］

出雲大社へ上りの坂道
￥

市場通り

平安時代の出雲大社の1/10模型

歩道に緑石なくフラット
点字ブロックあり
段差なく入店できる店舗多数

神門通り交通広場

神門通り観光案内所
（神門通りおもてなし
ステーション）

バリアフリー化が進んでるにゃ！

￥

東入口が身障者用入口。入口前に身障者用駐車場あり。
音声誘導や点字案内板、点字ブロックを完備。

神門門
神
通通
りり

きづき海浜公園

歩道が広く安全にゃ！

ひ の み さ き

［日御碕周辺］
日御碕遊歩道はゆるやかな坂道で、日本
海が一望できる鳥見台展望台までは段
差なくたどりつくことができる。ウミネコ
の繁殖地『経島（ふみしま）』を見ること
もできる。遊歩道は坂道を含む舗装され
た道。日御 碕神 社へ向かう遊 歩 道（約
500ｍ）は急勾配の坂道のため、足の不
自由な方は車移動がおすすめ。

ご縁テラス

一畑電車
出雲大社前駅
縁結びスクエア
出雲商工会

大社文化プレイスうらら館

石畳

し ん も ん

神門通り

あると安心

砂利道
階段
スロープ

出雲大社、一の鳥居から二の鳥居まで続く
「神門通り」。飲食店や土産物屋などが並
んでおり、歩くだけでも楽しむことができ
る。平成の大遷宮に合わせ、歩道が広くな
り段差などはほとんどない。

歩道

道の駅 ご縁広場
出雲物産館

↓至 出雲市内

出雲大社観光
バリアフリーマップ
旧大社駅
ひ

の

み

さ

き

出雲日御碕灯台

１

島根半島の西端、日本海を望む断崖絶壁に立ち
石造りの灯台として日本一の高さを誇る。灯台は
らせん階段とはしごで登ることになるので、足の
不自由な方は遊歩道散策がおすすめ。日御碕灯台
駐車場から灯台までの道は急な坂道だが段差な
くたどり着くことが可能である。車いす対応トイ
レは、駐車場と灯台付近の2カ所にあり。入口に
段差なし。

2
１ 休憩できるカフェや、食べ歩きができるよう
なグルメスポットも盛りだくさん！中でも、出
雲はぜんざい発祥の地で、神門通りにはぜん
ざいや、ぜんざいをアレンジしたスイーツを提
供するお店も充実している。
2 名物の出雲そばを扱う店舗も通りに並んでお
り、車いすで入店できるそば屋も８軒以上あ
る。

9

坂が急なので介助が

一の鳥居
（宇 橋の大鳥居）

水平線まで見渡せる景色は圧巻！

出雲市大社町日御碕1478
0853-54-5341
9:00 〜16:30（通年）
無休
灯台参観寄付金：中学生以上300円 小学生以下無
料、障がい者手帳提示で本人と介助者１名が無料。
一般駐車場あり（駐車場から灯台まで徒歩5分）。オ
ストメイト対応多目的トイレ2カ所、日御碕ビジター
センターに貸出用車いす1台。駐車場から灯台まで
に勾配の急な坂道あり。灯台へ登るには、らせん階
段とはしごのみで、車いすでは不可。

ひ

の

み

さ

き

日御碕神社
朱色の美しい社殿のすべてと境内の石造
建築物は国指定の重要文化財となってい
る。神社の階段は12段あり、スロープは
なし。
出雲市大社町日御碕455
0853-54-5261
一般駐車場あり。付近の公衆トイレ階段4
段の洋式トイレ（手すりあり）。駐車場か
ら本殿までに12段の石段あり。境内は舗
装された参道。

10

奥出雲

Yasugi

Okuizumo

昔ながらの伝統を重んじる安来

神話ゆかりの地が多くのこる

市は民謡「安来節」の本場にゃ！

奥出雲は豊かな自然に囲まれ

アメリカの日本庭園専門誌による

たのどかな場所にゃ。自然を

ランキングで、2003年の初回から
まるで絵画みたい！

1位に選ばれ続けている足立美術

足立美術館

館が有名にゃ！

近代日本画を中心とした美術館で、横山大観のコレクションとと
もに、日本一の日本庭園が有名。駐車場から美術館入口まで徒
歩約2分。玄関横の緊急車両用スペースに車を停車させ、乗降す
ることは可能だが駐車は不可。
安来市古川町320
0854-28-7111
9:00〜17:30（4月〜9月）、9:00〜17:00（10月〜3月）
年中無休（新館のみ休館日あり）
障がい者（身体、療育、精神、知的障がい）手帳の提示で本人と、
1種及び等級Aの手帳所有者の介助者1名が半額。
身障者用駐車場、貸出用車いす6台、車いすトイレ、オストメイト対
応多目的トイレ1カ所、エレベーター、小展示室へ行くには階段。

感じて温泉に浸かって、癒し

した ぶるい

のひとときを過ごしてにゃ。

鬼の舌震
景観が国の名勝・天然記念物に指定されている美しい
渓谷。バリアフリー遊歩道と「舌震の 恋 吊橋」はフ
ラットで、車いすでも渓谷を楽しめるようになっている。
バリアフリーに自然を散策できる場所は大変貴重。
仁多郡奥出雲町三成宇根
0854-54-2260（奥出雲町観光協会）
冬季間閉鎖
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり。

絲原記念館

泊まれる博物館として

約400年の歴史をもつ絲原家が伝承してき
た、たたら資料や美術工芸品などを展示して
いる。身障者用駐車場から段差なく入場でき
るようになっている。

も大人気！

安来節演芸館／
どじょう亭

お

神亀年間（724年〜729年）に湧き出した歴史ある湯。白鷺が脚の
傷を癒やしたという伝説が残り、尼子氏をはじめ戦国時代から江
戸時代にかけて歴代藩主の御殿湯として賑わっていた。足立美術
館にほど近く、心も体も癒してくれる温泉地。

安来市古川町534
0854-28-9500
10:00〜17:00
毎週水曜日 ※5・10・11月は第
一水曜のみ休館。※祝日の場合
は営業。
身障者用駐車場、貸出用車いす
2 台、どじょう亭 に 車いすトイ
レ、演芸館にオストメイト対応ト
イレあり。

さぎの湯荘

なくおいしい！

安来観光バリアフリーマップ

↑至 松江

宿泊施設バリアフリー情報

和鋼博物館
エレベーターあり

432
45

建物内地下で
つながっている
加納美術館

本館と別館は屋根
なしの屋外を歩く
スロープ、エレベー
ターあり

駐車場から歩く
ため、入口に停
足立
車し乗降可能
美術館
本館

さぎの
湯荘
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シャトルバス停待合所

足立美術館新館
オストメイト対 応
トイレあり
安来節演芸館
どじょう亭

屋根のある入口に
停車し乗降可能

オストメイト対応
トイレあり

清水寺

道の駅
あらエッサ

オストメイト対 応
トイレ、左右手す
りの違う車いすト
イレあり
車いすで入店でき
るお食事処あり

仁多郡奥出雲町大谷856-18
0854-52-0151
9:00〜17:00（入場は16:00まで）
展示替え日（3月・6月・9月に各5日間）、年末年
始（12月30日〜1月5日）
記念館・庭園・洗心乃路 3ヵ所共通入場券一般
1,000円（800円）、大高生700円（550円）、
中小生300円（250円）※（ ）は20名以上の団
体料金 ※入園のみの個別入場も可。障がい者手
帳提示で本人のみ団体料金に割引あり（団体の
場合は別途割引あり）。
身障者用駐車場3台、車いす対応トイレ駐車場に
1カ所・館内に1カ所あり。貸出用車いす、ベビー
カーあり。売店隣に車いす対応トイレあり。

ね

仁多郡奥出雲町佐白236-1
0854-54-0003
10:00〜16:00
毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日）
年末年始（12月30日〜1月3日）
障がい者手帳提示で本人と介助者が入館料2割引。
貸出用車いす1台、エレベーター（１階展示室へは階段）あり。
佐白温泉
長者の湯
道の駅
おろちの里

←至
出雲・
三刀屋

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
●湯治の宿 湯田山荘
TEL：0854-34-0240

松江・大東 至↑

432
亀嵩

出雲三成

亀嵩温泉
玉峰山荘
館内広々フラットな通路
浴室まで段差なし
107

みなり
遊園地
鬼の舌震
バリアフリー遊歩道あり

奥出雲 出雲横田
絲原家
絲原家
絲原記念館 たたらと
絲原記念館
刀剣館

314

270

25

38

←至
吉田・
掛合

安来・米子 至↑

道の駅 酒蔵
奥出雲交流館
館内フラットな通路

奥出雲多根 エレベーターあり
自然博物館 １階展示室のみ階段あり

314

オストメイト対応
多目的トイレあり
館内フラット

432
↓至 米子

た

「宇宙の進化と生命の歴史」をテーマに、アロサウルスやアン
モナイトなど、約40億年におよぶ生命の長い歴史を物語る、
貴重な化石の数々を展示している。展示室より上の階は宿泊
施設となっており、全国でも珍しい宿泊できるミュージアム。

安来 至→
安来
至→

45

も

延命水

↓至 三次・庄原
櫻井家住宅
可部屋集成館

49

奥出雲
↓至 庄原 おろちループ

奥出雲観光バリアフリーマップ

三井野原

至→
至→
日南
日南

八川

432

拡大マップ

館内に車いすトイレのある
宿泊施設
●さぎの湯温泉 さぎの湯荘
TEL：0854-28-6211
●夢ランドしらさぎ
TEL：0854-28-6300

駅
来
安

月山富田城跡

ず

出雲八代

安来市古川町478-1
0854-28-6211
日帰り温泉 12:30〜15:00、18:00〜20:30
大人700円、子供300円 貸切料500円
（50分）利用時間帯12:30〜15:00
一般駐車場（入口に屋根付、停車可）、オストメイト対応車いすトイレ1
カ所、貸出用車いす2台、入口簡易スロープ、シャワーキャリー1台、回
転チェアあり。【家族風呂】白露：浴室入口1段（約3ｃｍ）、掘込式、
手すりあり（階段2段）。

どじょうは臭みも

い

奥出雲多根自然博物館

さぎの湯温泉

本場の安来節を観賞したり体験できる。車いすは
段差のない後ろの席で観賞することができる。お
食事処「どじょう亭」では珍しいどじょう料理を食
べることができる。座敷とテーブル席あり。

く

四季折々の大自然の中で満喫

本場安来節体験であらえっさ！

安来

出雲坂根
奥出雲
鉄の彫刻美術館
館内フラット
道の駅
奥出雲おろちループ 入口スロープあり

宿泊施設バリアフリー情報
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
●亀嵩温泉 玉峰山荘
TEL：0854-57-0800
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Hamada
Unnan

Iinan

しめ縄づくりの技術と伝統が

斐伊川の流域に広がる神話と

受け継がれている町にゃ。全

鉄の歴史が根付く場所にゃ。

国でも珍しいラムネ銀泉など

ヤマタノオロチ伝説やたたら

隠れた魅力がいっぱいにゃ。

製鉄ゆかりの場所で悠久の時
す が

飯南町大しめなわ創作館
全国の大しめ縄を作っている飯南町の技術と伝統文化を伝える施
設。しめ縄の受注生産、販売もされており、気軽にしめ縄づくりを
体験することもできる。
飯石郡飯南町花栗54-2
0854-72-1017
10:00〜17:00
年末年始を除き無休
入館料無料、しめ縄手づくり体験980円〜
館内段差なし。冬期以外は大扉が全開になっているので、
車いすでも楽に出入りできる。

と ん ば ら

頓原ラムネ銀泉
鉱泉水に炭酸ガスと炭酸水素イオンを大量に含
む日本でも珍しい泉質を持つ炭酸泉。透明なお
湯の色が3週間程度かけて虹のようにさまざま
な色に変化していくのも見どころ。バリアフリー
の大型貸切温泉は浴室内にスロープ、手すり、ト
イレが設置してあり、ゆっくり温泉を楽しむこと
ができる。
飯石郡飯南町頓原1070
0854-72-0880
11:00〜20:00
木曜日
大 型バリアフリータイプ
貸 切 温 泉利用料 6 0 分
1, 9 0 0 円〜（※要予 約・
貸切風呂は冬期間休み）
施 設 入 口 は 階 段 があ る
が、貸 切温泉の脱衣場へ
直接出入りできるスロープ
付きの入口がある。

全国一の大しめ縄、
出雲大社神楽殿の
実物大しめのこ！
（しめ縄の房）

す が

や た か ど の

菅谷たたら山内（菅谷高殿）
かつてたたら製鉄に従事していた人達の職場や、住居が残る場所。
日本で現存する唯一の高殿で昭和42年に国の重要有形民俗文化
財に指定されており、当時の雰囲気を肌で感じることができる。高
殿入口は階段で裏口は坂になっている。事前に連絡すれば簡易ス
ロープを設置してもらえる。中は土を固めた地面になっていて一部
傾斜があるが車いすでも通行可能。
か

じ

たたら鍛冶工房
たたらの炎と熱さを体感しながら、シンプルなペー
パーナイフを作ることができる。鉄の原料となる鉧
（けら）や砂鉄に触れられたり、様々な刃物の購入も
できる。
雲南市吉田町吉田4081-1
0854-74-0311
8:30〜17:30
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
入館料無料 刃物づくり体験ペーパーナイフ（お手
軽）2,000円〜 ※要予約
入口に階段があり、工房内の鍛冶作業をする場所も
50ｃｍの段差がある。車いすの場合、介助の方が複数
同行しサポートするのがおすすめ。

オリジナルしめ縄作
りに挑戦！サポート
もしてくれる

おろち湯ったり館
周辺にはヤマタノオロチ伝説にまつわるスポットが数多く
あり、オロチをイメージしたカラフルで幻想的な岩風呂と、
木の香りいっぱいの木風呂を楽しめる天然温泉施設。

人工雪でいつでも滑走可能なスキー場は
初心者から上級者までが満足できるレイ
アウト。大 人 気の「スノーパーク」は安
心・安全をモットーに、楽しいイベントを
企画している。
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さん な い

雲南市吉田町吉田1214
0854-74-0350
9:00〜17:00（入館は16:00まで）
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
一般310円（260円） 小・中学生210円（150円）
※（ ）は20名以上の団体料金
障がい者手帳提示で本人と介助者１名が無料
菅谷高殿のすぐ横に車を停めることができるが、雨天時にはぬかるむ
為、車いすでの通行が困難な場合もある。事前に電話すれば確認する
ことができる。

琴引フォレスト
パークスキー場

飯石郡飯南町佐見1151
0854-72-1021
障がい者割引 大人1日リフト券3,000円、
シニア1日リフト券2,500円、
小人1日リフト券1,800円
その他シーズン券の割引サービスあり。
入口スロープあり、車いす対応トイレあり
（男性、女 性 用それぞれに1カ所ずつ／1
階）、貸出用車いす2台あり、2階レストラ
ンへは27段の階段、ゲレンデまでに階段あ
り。※各所段差がある場所はスタッフの介
助サポート可能。

の流れを感じてにゃ。

や

里山に息づく神話と歴史を探求！

日本一の大しめ縄と森林セラピーのまち

浜田
雲南

飯南

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
足の不自由な方がスキーを楽しめる「バイスキー」は島根
県障害者スポーツ協会から無料でレンタル（２台まで）
。
インストラクターの相談もできる
（TEL：0852-20-7770）
。

●琴引ビレッジ山荘
TEL：0854-72-1035
●憩いの郷 衣掛
TEL：0854-76-2158
●森のホテル もりのす
TEL：0854-76-3119

雲南市木次町木次952-4
0854-42-9181
10:00〜21:00（最終受付20:30）冬時間2月末まで10:00
〜20:00（最終受付19:30）
水曜日
一般（中学生以上）520円（420円）、65歳以上420円、児
童（4歳〜小学生）260円（210円）
※（ ）は30名以上の団体料金
入口から温泉まで段差なし。貸出用車いす1台あり。障がい
者手帳提示で本人と付き添いの方割引あり。車いす対応トイ
レ1カ所。女子トイレに手すり１カ所あり。

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
●国民宿舎 清嵐荘 TEL：0854-75-0031

か

も

い

わ

く ら

い

せ

き

加茂岩倉遺跡ガイダンス
平成20年7月に国宝となった銅鐸が出土した加茂
岩倉遺跡のすぐ傍にあり、豊かな自然景観を楽しみ
ながら遺跡への理解を深めることができる総合案
内施設。銅鐸出土の様子を再現したレプリカまで段
差のない遊歩道で行ける。
雲南市加茂町岩倉837-24
0854-49-7885
9:00〜17:00
毎週火曜日（祝、休日を除く）年末年始
（12月29日〜1月3日）
館内、駐車場に車いす用トイレあり。
エレベーターあり。
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世界遺産とレトロな町並み

大田

石見銀山世界遺産センター
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遺跡全体を見渡すこ
とのできるジオラマがある。町並みや遺跡等の現地を訪れ
る前の事前学習に最適。

Oda

世界遺産「石見銀山」は、当時

大田市大森町イ1597-3
0854-89-0183
8:30〜17:30（有料展示室は17:00まで。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
一般310円（260円）、小中生150円（100円）、外国人200
円、外国人小中生100円 ※（ ）は20名以上の団体。障がい
者手帳提示で本人と介助者が1名無料。
身障者用駐車場、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出あり。

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

中の通路の幅は狭いが、車い

石見銀山

すで見学可能。出口は急勾配
の坂道。坑道は水滴が落ち、

さ

龍源寺間歩
至 川本・広島

Ｐ

福神山間歩

ゅ

う

げ

ん

じ

ま

ぶ

傾斜が急な坂道 清水谷製

龍源寺間歩

大田市大森町ニ183
0854-89-0117
9:00〜17:00（冬季は16:00まで）
［最終入
場10分前まで］
１月１日
大人410円 小人210円 障がい者手帳また
はミライロID提示で本人とその介助者1名は
大人310円 小人150円
駐車場なし ※清水寺駐車場より上り坂徒歩
約20分。車いす対応トイレ出口に１カ所、貸
出用電動車いす1台、受付窓口にスロープあ
り。出口は急勾配の坂道。

身体の不自由な方が
「清水寺前休憩所」
まで車の
乗り入れができる
『通行証』
を発行している

Ｐ

石見銀山
世界遺産センター

Ｐ

有料車いす貸出あり
車いす３台有
（300円／回）
電動車いす３台
（1,000円／回）

羅漢寺

車止め

Ｐ

旧河島家

有料車いす ５台有
※３００円／回

大森代官所跡
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熊谷家住宅

Ｐ

町並みエリア
（0.8ｋｍ）
代官所前ひろば〜石見銀山公園に
向けて緩やかな上がり勾配

中村ブレイス

石見銀山資料館
（大森代官所跡） 車いすで見学可

至 大田市街

大田市三瓶町志学2072-1
0854-83-2011
日帰り入浴 10:30〜21:00（最終受付20:00）
日帰り入浴 大人600円、小人400円、幼児(3歳以上)200円、2歳
以下は無料 ※障がい者手帳提示で大人100円引き
身障者用駐車場１台（屋根付き玄関に車寄せして乗降可能）、車い
す対応トイレ1ヵ所、バリアフリールーム1室（車いす対応トイレ）、
入口自動扉（幅160ｃｍ）、入口スロープあり、貸出用車いす2台、
エレベーターあり、シャワーチェア男女大浴場とバリアフリールーム
に各1台、大浴場入口幅85ｃｍ、露天風呂入口幅62ｃｍ、浴場まで
に段差なし、浴槽に手すりあり。

至 ９号線・仁摩サンドミュージアム

に

ま

仁摩サンドミュージアム
１ｔの砂を一年かけて落とす世界最大の砂時計がある博物館。TVドラ
マや映画化で話題となった少女漫画「砂時計」の舞台にもなった。砂
絵などが体験できる本館地下の環境ホール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階はガラス工芸体験、2階はア
クセサリーや砂時計などのガラス工芸品を展示販売。どちらに行くに
もエ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。

和田珍味 石見銀山店
理容アラタ
代官所前
ひろば

ん

国民宿舎 さんべ荘

町並み交流センター

宿泊施設バリアフリー情報

か

島根県のほぼ中央、国立公園三瓶山の麓より湧き出る三瓶温
泉は、古くから湯治場として親しまれてきました。鉄分を含んで
いるため茶褐色を帯びており、湯の花が多いのも特徴の一つで
す。保温と保湿に優れる美肌温泉で疲れを癒してみては。

車いすでの見学可
館内用無料車いす１台有
スロープ、車いす対応トイレ有

新町

ん

三瓶温泉

入口、店内ともに段差があるが、
段差を解消するスロープを設置
してもらえる

群言堂
他郷阿部家

レンタルサイクル河村

ゆずりは

一般観光車両ここまで

ぜ

さ ん べ

石見銀山公園

大森

●四季の宿 さひめ野
TEL：0854-83-3001
●国民宿舎さんべ荘
TEL：0854-83-2011

銀山エリア
（2.3ｋｍ）
石見銀山公園〜龍源寺間歩に
向けて緩やかな上がり勾配

銀の店 工房

大森観光案内所
（大田市観光協会）

五百羅漢

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

通行証のある観光車両ここまで
（通行証のあるマイカー、タクシー）
※『清水寺休憩所』
より
『龍源寺間歩』
まで片道約1ｋｍ
清水寺前
車道・遊歩道経由で徒歩約20分
休憩所

遊歩道

観光車両駐車場
︵パークアンドライド︶

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
られた竪坑も見ることができる。石見銀山
絵巻等の展示もあり。

錬所跡

し

大田市三瓶町多根1121-8
0854-86-0500
9:30〜17:00
毎週火曜日（火曜日が休・祝日の場合は次の平日に休館）、年末年始、メン
テナンス休館あり
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
障がい者手帳またはミライロID提示で本人半額、介助者一名が無料。
こっころカード提示で毎月第3日曜日に小中高校生無料。その他割引あり。
身障者用駐車場6台（駐車場から施設まで雨除けシェルターあり）、車いす
対応トイレ本館に1カ所、オストメイト対応多目的トイレ新館に2カ所、入口
スロープ、エレベーター、貸出用車いすあり。プラネタリウムに補聴器の聴こ
えが良くなる、磁気ループシステムを導入。

車いすでの見学可
場内用電動車いす
１台有 ※無料

高橋家
自転車置場

大久保間歩

べ

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、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、石見銀山世界遺産セン
ターに駐車し「世界遺産センターバス停」から路線バスで町並み地区や銀山
地区に向かう。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森観光案内所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。「石見銀山世界遺
産センター」「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。

石見銀山観光バリアフリーマップ

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
たり復元されている施設が多く存在している。

地面が濡れているので要注意。

り

館内はフラットで展示物も低め。
車いす目線でも楽しめる。

１

大田市仁摩町天河内975
0854-88-3776
9:00〜17:00（受付終了は16:30） ※変更の場合あり
水曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（詳細はHPでご確認ください）
高校生以上730円、小・中学生360円
障がい者手帳提示で本人と介助者1名が高校生以上360円、小・中学生
100円に割引。
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近くまで車で乗り入れ可能。
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江津
Gotsu

Ohchi

（川本、美郷、邑南）

「有福温泉」や「江津本町甍

豊かな自然に囲まれたこの地は、川遊

（いらか）街道」などのレト

びなど楽しみがいっぱいにゃ。地元の

ロな町並みはまるでタイムス

食材を使った「A級グルメ」も外せな

リップしたような気分にゃ。

いにゃ！
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

カヌーの里おおち
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、安全です。
邑智郡美郷町亀村54-1
0855-75-1860
9:00〜16:00
無休
一般駐車場あり、車いす対応トイレ1カ所、AEDあ
り。カヌー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。

●温泉リゾート風の国
TEL：0855-92-0001

あ り ふ く

有福温泉

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

レトロな温泉郷有福温泉は、低い山に囲まれ、狭い斜面に建物がひし
めき合うように並んでおり、その間の路地と石段がまるで迷路のよう。
「美人の湯」として親しまれている3カ所の外湯は、どれも浴場まで階
段あり。特別な宿泊体験や食が楽しめるだけでなく、豊かな自然と風
土を相手にした、たくさんの遊びと学びが体験できます。

古き良き時代を感じる温泉地

島根の真ん中で豊かな自然の恵みを満喫！

邑智郡

●旅館ぬしや
TEL：0855-56-2121

江津市観光協会
江津市有福温泉町
0855-52-0534
て ん り ょ う ご う つ ほ ん ま ち

天領江津本町
街道
い ら か か い ど う

川辺までの道のり

１

明治20年頃建てられた異人館風の「旧江
津郵便局」や、大正時代に建てられた「旧
江津町役場（現在は甍街道交流館）」など
ロマンあふれる見どころを楽しむことがで
きる。甍街道の中で公共のトイレは旧江津
町役場内のみだが、車いすのまま便器に横
付けすることはできない。

たくさんのハーブや季節
の花を大きな段差なく見
て触れることができる。
こ う ぼ く

江津市江津町本町
0855-52-0534（江津市観光協会）

香木の森公園
ハーブガーデンでは、240種類ものハーブ
を四季を通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。

2

邑智郡邑南町矢上7154-10
0855-95-2369
10:00〜16:00
毎週火曜日
入場料無料
一般駐車場あり（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。園路は全てスロープがついている。
一部急勾配な場所もある。

１ 旧江津町役場（現在は甍街道交流館）
2 異人館風の「旧江津郵便局」

温泉、宿泊の他にも創作体験や
アウトドアなども楽しめる。

温泉リゾート風の国
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
（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
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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
（邑南町）●いこいの村しまね
TEL：0855-95-1205
（美郷町）●潮温泉 石見ワイナリーホテル美郷
TEL：0855-74-6588

江津市桜江町長谷2696
0855-92-0001
レストラン・温泉 11:00〜21:00（受付終了 20:00）
公園 9:00〜21:00
毎週水曜・木曜（祝日・長期休暇などの特定期間は営業）
日帰り温泉 大人650円、3歳〜小学生350円、1〜２歳無料
身障者用駐車場2台、貸出用車いす1台、車いす対応多
目的トイレ1カ所、本館エレベーターあり。グランピング
サイト、コテージは段差あり。

18

益田

Hamada

Masuda

しまねっこも大好きなどんち

画聖「雪舟」や歌聖「柿本人

っちアジなど、新鮮な魚介を

麻呂」など、歴史的な文化人

堪能することができるにゃ。

が過ごした地にゃ。偉人の遺

シロイルカの幸せのバブルリ

跡が今も残り、受け継がれた

ングも必見にゃ！

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
●国民宿舎 千畳苑
TEL：0855-28-1255

歴史と風情を感じるにゃ。

島根県立しまね海洋館
アクアス
中四国地方最大級の規模を誇る水族館で、西日本ではここで
しか見ることができないシロイルカやペンギンが大人気。
浜田市久代町1117-2
0855-28-3900
9:00〜17:00（7月20日〜8月31日は18:00）
（入館は閉館の1時間前まで）
毎週火曜日（祝日の場合、その翌日）、春休み、ゴールデンウィー
ク、夏休み、冬休み、年末年始は休まず開館。
大人1,550円 小・中・高校生500円 身体障がい者手帳・精神
障がい者保健福祉手帳・療育手帳保持者半額。重度障がい者
の介添人無料。
アクアス本館に10台、公園管理センターに7台の貸出用車いす
あり、身障者用駐車場10台あり。敷地内、館内ともに車いす対応
トイレあり。館内に1カ所オストメイト対応トイレあり。スマート
フォン活用による音声ガイドあり。

はまだお魚市場

浜田市世界
こども美術館
日本 で も珍しい子どもをテーマにした
「みること」と「つくること」の両方が楽
しめるこども美術館。展示物は低めで
車いすユーザーも目線の高さで展示物
を見ることができる。
浜田市野原町859-1
0855-23-8451
9:30〜17:00（入館は16:30まで）
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始、
展示替期間（展覧会によって無休の場合あり）
観覧料 展覧会により異なる
障がい者（身体、療育、精神）・戦傷病者・被爆者健康・療養手帳提示
で本人が企画展の観覧料半額、その介助者が無料。
身障者用駐車場1台あり。入口スロープあり。館内エレベーターあり。車
いす対応トイレ1階にあり。貸出用車いす4台、ベビーカーあり。
※写真は展示の一例です。展覧会はジャンルを替え、年間5〜6回実施。
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美術館と劇場が一体となった島根県芸術文化センター「グラントワ」は、石見
地方特産の石州瓦28万枚を使用した建物がとても印象的。館内は広々として
おり、多目的トイレも左右対称の手すりがそれぞれ1カ所ずつ。建物を象徴す
る中庭へも簡易スロープがついているので、開放的な気分を存分に味わえる。

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
●荒磯温泉 荒磯館
TEL：0856-27-0811

益田市有明町5-15
0856-31-1860
石見美術館 9:30〜18:00（展示場への入場は閉館30分前まで）
いわみ芸術劇場 9:00〜22:00 ※大ホール・小ホールは耐震改修工事のため、
2023年4月末（予定）まで利用不可。
【石見美術館】毎週火曜日（祝日の場合開館、翌平日休館）、年末年始
【いわみ芸術劇場】第2・第4火曜日（祝日の場合開館、翌平日休館）、年末年始
企画展：一般1,000円 大学生600円 小中高生 300円 ※企画展によって異な
る場合があります。
障がい者手帳提示で本人と介助者1名が石見美術館の観覧無料。
身障者用駐車場4台、多目的トイレ2カ所（内1カ所オストメイト対応）、
貸出用車いすあり。

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
●益田グリーンホテルモーリス
TEL：0856-31-8111
●マスコスホテル益田温泉
TEL：0856-25-7331

い

こ

う

じ

医光寺

2021年にリニューアルし、浜田漁港で獲れた新鮮
な魚介類を取り揃えている。フードコートでは浜田
の旬をその場で味わうことができる。
浜田市原井町3050-46
0855-23-7111
仲買棟 8:00〜15:00 商業棟 1F 9:00〜17:00
フードコート 10:00〜15:00
仲買棟：毎週土曜日 ※一部営業店舗あり
商業棟、フードコート：毎週火曜日
身障者用駐車場１台、オストメイト対応多目的トイレ
２ヶ所、入口段差なし（自動ドアおよび手動開き戸幅
１８０ｃｍ）、エレベーターあり。

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

中世の歴史文化の香りがする

シロイルカがお出迎えする港町

浜田

境内の庭園は雪舟が築園したもので、国の史跡・
名勝に指定されている。寺の中はバリアフリーの
配慮がされており、畳には敷物をひいてもらえ、段
差にはスロープが備え付けられている。難なく美し
い庭園までたどりつくことができ、心が癒される。

島根県立
石見海浜公園
白い砂浜と青く澄んだ海のコントラストが美し
く、環境省の「快水浴場百選」にも選ばれた。
姉ヶ浜海水浴場と波子（はし）海水浴場の２カ
所があり、キャンプ場が隣接する姉ヶ浜海水浴
場はユニバーサルビーチ。大パノラマな見晴ら
しでリゾート気分を楽しもう。

島根県立石見海浜
公園予約センター
島根県浜田市国分町1644-1
0855-28-2231
身 障 者用 駐車 場あり（予
約センター）。車いす対応
多目的トイレ複数あり（一
部オストメイト対応あり）。
貸出用車いす1台。オート
キャンプ場に車いす 対応
シャワーあり（シャワー
チェア 2 台 完 備 ）。筆 談
ボードあり。

益田市染羽町4-29
0856-22-1668
8:30〜17:30 、12月〜2月 8:30〜17:00
一般500円、高校生300円、小・中学生無料
障がい者手帳提示で本人が100円引き。
車いすのまま見学可能。身障者用駐車場なし（車い
す使用者などは入口近くに駐車可能。一般駐車場あ
り）、車いす対応トイレ（屋外 ※入口幅78cm ）。

迫力満点の
神楽は必見！

石見神楽定期公演
賑やかで哀愁漂うお囃子の中で、豪華
絢爛な衣裳を身にまとい演舞される石
見神楽は、古来より石見地方に伝わる
伝統芸能で、2019年に日本遺産にも登
録された。大田市・江津市・浜田市・益
田市・津和野町の各市町では、石見神
楽定期公演鑑賞ができる。詳細は、石
見観光振興協議会まで。

石見海浜公園予約
センターで、サンドバ
ギーを無料で貸出し
ている（1台）。

石見観光振興協議会
浜田市片庭町254
島根県西部県民センター観光振興課内
0855-29-5647

20

山陰の小京都と呼ばれる美しい町並み

津和野
Tsuwano
津和野は古くからの佇まいを
残す、風情漂う城下町にゃ。
堀割を泳ぐ色とりどりの鯉を

に ち は ら

眺めるのは旅情を誘うにゃ。

日原天文台
ハレー彗星が地球に接近した１９８５年に建てら
れた、全国で初の公開天文台。すばる望遠鏡と同
じ方式で作られた、口径７５ｃｍの反射式望遠鏡
が大きな見どころだ。昼間は望遠鏡見学や太陽観
察、夜は天体観測を受け付けている。

殿町通り
江戸時代の城下町の面影を残す、趣のある町並みを通る道。美しい白
壁の蔵、武家屋敷と堀割に泳ぐ錦鯉が目を惹きつける。通りは歩道
車道の境目がなくフラット。車がすぐ横をぬけるので要注意。通り沿
いにある鷺舞広場にはオストメイト対応の車いすトイレがある。

鹿足郡津和野町枕瀬806-1
0856-74-1646
13:30〜17:00、19:00〜22:00
火曜日、水曜日（いずれも祝日の場合は翌日）、元日
大人：50 0円、高校生以下：40 0円（17:0 0までは
200円または、科学館券所有で見学可）、身体障が
い者手帳または療育手帳持参で本人とその介護者1
名は無料。
一般駐車場あり、駐車場から天文台まで路面は砂利
とレンガ敷きの傾斜と芝生、天文台の階段16段（幅
約90ｃｍ）と天体観測にはプラス階段10段あり（エ
レベーターなし）、天文台へ上がることが困難な方
は、望遠鏡にて簡易観測対応可能（※要相談、繁忙
期・外部にて機器使用時は除く）。

カトリック教会入口にス
ロープがあり、車いすのま
津和野カトリック教会

ま中へ入ることができる。

鷺舞広場

星と森の科学館

あ ん の み つ ま さ

安野光雅美術館
津和野町出身の画家安野光雅の作品を
展示する創造性に満ちた美術館。初期の
作品から晩年の作品まで、ゆっくり鑑賞
できるように、2つの展示室がある。
鹿足郡津和野町後田イ60-1
0856-72-4155
9:00〜17:00（最終入館は16:45まで）
12月29日〜12月31日
木曜日（祝祭日を除く）
一般800円（650円）中高生400円（250
円）小学生250円（120円）※（ ）は20
名以上の団体料金。障がい者手帳提示で本
人、その介助者１名が無料。
身障者駐車場2台あり、車いす対応トイレ2
カ所あり、貸出用車いす2台あり。

日原天文台と同じ敷地にある学習施設。
宇宙や地球環境、津和野の自然にまつわ
る様々な展示がある。地球の自転を目で
確かめることが できる「フーコーの 振り
子」がシンボルだ。

2 階にあるアトリエ

鹿足郡津和野町枕瀬806-1
0856-74-1646
13:30〜21:00
火曜日、水曜日（いずれも祝日の場合は翌日）、
元日
大人：500円 高校生以下：200円
身体障がい者手帳または療育手帳持参で
本人とその介護者1名は無料。
一般駐車場あり、入口スロープあり、入口手動
開き戸（片側幅約80ｃｍ）、館内スロープあり。

へは昇降機を使用。

だ

に

い

な

り

太 谷稲成神社

鷲原八幡宮
流鏑馬の馬場

西周旧居
亀井温故館
道の駅津和野
温泉なごみの里

嘉楽園
物見櫓

太皷谷稲成神社

多胡家老門
役場
弥栄神社

馬場先櫓
森鷗外旧宅（国指定史跡） 郷土館
森鷗外記念館
杜塾美術館

● ●
●
鷺舞広場
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リフト

桑原史成写真美術館・
津和野町観光協会

●

鳥居が続く
表参道は
長い階段

津和野
カトリック教会
藩校養老館

鹿足郡津和野町後田409
0856-72-0219
身障者用駐車場、車いす対応トイレ（1階）あり。神
社近くの駐車場から本殿に上がる階段あり。介助が
ないと上がるのは難しい。

津和野城跡
●
(国指定史跡)

●

朱塗りの鳥居がぎっしりと並んだ参道が壮観。約
1, 0 0 0 本 の 鳥 居 がトンネル を 作り、そ の 中 を
300mほど登ると太皷谷稲成神社がある。日本五
大稲荷の一つに数えられている。一般に「いなり」
は稲荷と書くが、ここは珍しく稲成と書く。稲成と
されたのは願望成就のためであるという。

本殿へは同行者に持ち上げて

こ

もらうなどのサポートが必要︒

い

乙女峠マリア聖堂

永明寺
●

津和野観光バリアフリーマップ
た

津和野駅

安野光雅美術館

●
●

殿町通り
本町通り

●津和野町日本遺産センター
殿町通り・本町通り
平坦な道で車いすで
歩きやすい

9
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日本海の宝島・ジオパーク

隠岐

西ノ島
（西ノ島町）

西ノ島ふるさと館

国賀めぐり定期 船越
遊覧船のりば

Oki
通天橋

隠岐諸島は「世界ジオパーク」

観音岩

にも認定された、地球の不思議

由良比女神社

クな景色を感じるスポットがた
くさんにゃ！

ま て ん が

い

320

鬼舞展望所

島前
dozen

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。

下から見る海岸は雰囲気が

ひしうらこう

菱浦港

485

八雲広場
317

金光寺山
明屋海岸

北分湾

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
317

リゾ隠岐
ロザージュ

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。

別府港

賀 階段あり
うらごうこう
浦郷港

国

赤尾展望所

が詰まった宝島にゃ。ダイナミッ

摩天崖
（遊歩道）

岸

海

三郎岩

黒木御所

べっぷこう

318

くりいこう

来居港
赤ハゲ山
牧畑の石垣
知夫村役場
赤壁
322
知夫里島 仁夫里浜公園
長尾ウッドハウス

（知夫村）

宿泊施設バリアフリー情報

中ノ島
（海士町）

レインボー
ビーチ

Entô

海中展望船
あまんぼうのりば

キンニャ
モニャセンター

菱浦港周辺拡大図

ひしうらこう

菱浦港

Entô（エントウ）

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

変わり迫力アップ！通天橋
が間近に見える。
く に が

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。

せ き へ き

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。
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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。

あ

き

や

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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日本海の宝島・ジオパーク

隠岐

隠岐島後観光
バリアフリーマップ

白島展望台

Oki
島後のスポット
紹介にゃ！

赤崎港

福浦港

島後
す

316

隠岐温泉
GOKA

44

水若酢神社

隠岐の島町

dogo

ち

485

あかさきこう

ふくうらこう

ち

485

ローソク島
ローソク
島展望台

ぎ

ホテルサンライズ布施

銚子ダム

485

隠岐ジオゲートウェイ

岩倉の乳房杉

47

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

44

さいごうこう

西郷港

44

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
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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
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旅を手 助けするバリアフリー 情 報
飛行機

松江 / 山陰バリアフリーツアーセンター

各空港に障がい者用駐車場、オストメイト対応車いすトイレ（萩・石見空港はオストメ
イト対応なし）、貸出用車いすあり。

【出雲縁結び空港】

● 日本航空プライオリティ・ゲストセンター

TEL：0120-747-707（9:00〜17:00）
● FDAコールセンター

TEL：0570-55-0489（7:00〜20:00）

【萩・石見空港】

● ＡＮＡおからだの不自由な方の相談デスク

【米子鬼太郎空港】
● 米子空港ビル㈱

TEL：0859-45-6123

【隠岐世界ジオパーク空港】
● 隠岐空港管理所

TEL：08512-2-0703

TEL：0120-029-377（9:00〜17:00）
● 石見空港ビル㈱

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
連絡を取りながら、それぞれのサポートサービスをつなぎあわせま
す。島根・鳥取に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です。ぜひ、お気軽
にご相談ください。
《平日》受付時間：9:00〜18：00
電話：0852-61-0199
（PCエコステーションゆうあい内）
FAX：0852-27-7447 E-mail：info@tekuteku-sanin.com
旅行を希望する皆様

TEL：0856-24-0010

旅のバリアフリー情報提供
旅プラン・
人的支援コーディネート

問い合わせ
相談

鉄道

川瀬 篤志

観光ボランティア
ガイド組織

交通事業者

● 松江駅、出雲市駅、浜田駅

バリアフリー情報の

【エレベーターのある駅】

センター長

山陰の旅の

協力依頼

● JR西日本お客さまセンター介助のご依頼

おからだの不自由なお客様のサポートダイヤル
TEL：0570-00-8989（※有料 8:00〜20:00）

収集

バリアフリーツアーセンター

【JR西日本の駅や列車の利用方法や、バリアフリー設備の案内】

協力依頼

介護事業者等

観光施設

宿泊施設

【階段昇降機のある駅 ※利用には要事前連絡】

● 玉造温泉駅（TEL：0852-62-0210）、安来駅（TEL：0854-22-2055）

旅のバリアフリー情報サイト

バス＆介護タクシー
● 松江エリアの主な路線バスは、松江市交通局（TEL：0852-60-1111）、一畑バ
ス（TEL：0852-20-5205）が運行、出雲エリアの主な路線バスは、一畑バスが運
行、大田より県西部の石見エリアは主に石見交通（TEL：0856-22-1100）が運行
しており、それぞれの事業者において一部にノンステップバスが採用されている。
事前に問い合わせることで、ノンステップバスの運行路線、時刻を確認することが
できる。
● 車いす使用者のタクシー利用のために、各地域に介護タクシー事業者があり。
事業者の紹介は松江／山陰バリアフリーツアーセンターまで
（TEL：0852-61-0199）

船
【隠岐汽船】

しまねに
遊びにきてにゃ！

乗船料：障がい者手帳提示で半額（1種は本人とその介助者1名、2種は本人のみ）。

船と各港の貸出用車いすは船内及び港内移動専用。各フェリー客室2階フロアーに座
席タイプの2等室あり。
■ フェリーおき

入口スロープ、船内に車いす対応トイレ、貸出用車いす、車いす優先席、エントランス
に車いす置き場あり。危険な個所には点字ブロックあり。甲板デッキへ出るために出
入口用の簡易スロープを用意することが可能（段差12cm）。授乳室、AEDあり。

まち歩きバリアフリー情報誌
詳細なバリアフリー情報は、まち歩きバリアフ

■ フェリーくにが・フェリーしらしま

リー情報誌「てくてく日和山陰」
（季刊誌）をご

入口スロープ、車いす優先席、船内に車いす対応トイレ、貸出用車いす、授乳室、AED

参照いただくか、松江／山陰バリアフリーツ

あり。

アーセンター（TEL:0852-61-0199）にお問

■ 高速船レインボージェット

入口スロープ、船内に車いす対応多目的トイレ（入口触図あり）、貸出用車いすあり。
車いすなどの優先席（12席）があるが必ず車いすを降り、座席に座らなければならな
い（車いす置き場あり）。移動制約者は介助者同行が必要（要問合せ）。
● 隠岐汽船

い合わせください。てくてく日和のバックナン
バーは左のQRコードから閲覧できます。

TEL：08512-2-1122

【内航船】

乗船料：障がい者手帳提示で半額（1級は本人とその介助者1名、2級は本人のみ）。
■ 内航船いそかぜ

乗船口段差なし。車いす専用スペースあり。
■ フェリーどうぜん

スロープあり。
● 隠岐観光

てくてく日和山陰

TEL：08514-6-0016
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