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浜田港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

はまごち  
  

地産地消とおもてなしの心でお客様をお迎えするのが「浜田のごちそう食べよう会（はまごち）」です。「ようこそ浜田へ」

という気持ちを込めて、厳選した浜田産の旬の食材を存分に生かした 3,000 円以下の料理を加盟各店で提供しています。料

理の内容や加盟店など詳しくはホームページをご覧ください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
島根県浜田市の観光グルメ情報満載！「はまごち」は浜田
の観光グルメサイトです 
https://hamagochi.com/ 

お問合せ【浜田の五地想ものがたり推進協議会】 

電話番号:0855-25-9530 l メールアドレス:kankou@city.hamada.lg.jp 

ホームページ:https://hamagochi.com/ 

 

 石州和紙  
  

万葉歌人柿本人麻呂により奈良時代から始まったとされ、弾力的かつ強靭でありながら驚くほど軽く柔らかな肌ざわりが特

徴で、国の伝統的工芸品に指定されています。石州和紙の黄味がかった色合いは時を経るにつれ白く美しくなっていきま

す。石州和紙のうち「石州半紙」は、ユネスコの無形文化遺産にも指定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒699-3225 島根県浜田市三隅町古市場 589 

（石州和紙会館）  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 25 分(約 18km) 

個人:電車で JR 山陰本線三保三隅駅下車車で 10 分 

季節 通年 

関連リンク 
石州和紙（石州半紙技術者会・石州和紙協同組合ホームペ
ージ） 
https://www.sekishu.jp/ 

お問合せ【石州和紙会館】 

電話番号:0855-32-4170 メールアドレス：washi-sekishu@ofc.herecall.jp 

ホームページ: https://www.sekishu-washikaikan.com/ 

 

どんちっち三魚  
  

どんちっちとは、神楽の囃子を表現する幼児言葉で、それが転じて石見神楽全体を意味するようになりました。 

｢どんちっちアジ｣｢どんちっちノドグロ｣｢どんちっちカレイ｣を島根県浜田市を代表する｢どんちっち三魚｣としてお届けし

ています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
どんちっち取扱事業者一覧 
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/100100
0002255/index.html 

お問合せ【浜田市水産振興課】 

電話番号: 0855-25-9520 l メールアドレス: suisan@city.hamada.lg.jp 

ホームページ： 

https://www.city.hamada.shimane.jp/www/genre/0000000000000/10001700

10314/index.html 
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石見焼  
  

18 世紀中頃から島根県西部の石見地方で焼かれている陶器の総称で、国の伝統的工芸品に指定されています。特に大きな

ものでは 1m 以上もある大型の水甕「はんどう」が有名で、江戸期には北前船によって全国へ出荷されていました。大型陶

器は現在でも作られていますが、近年は日用陶器の茶碗など小物も多く作られています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒695-0016 島根県江津市嘉久志町イ 405 番地  

江津市地場産業振興センター 

アクセス 
ツアー：浜田港より車で約 40 分(28km) 

個人：JR 山陰本線江津駅から車で約 7 分(2km) 

 

 

季節 通年 
観光バス
駐車台数 

10 台 

(要予約) 

関連リンク 

江津市観光協会ホームページ 
https://gotsu-kanko.jp/iwami/ 
江津市地場産業振興センター ホームページ 
https://shimane-jibasan.com/specialty/iwamiyaki.html 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756  l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.shtml 

  

石見銀山遺跡  
  

島根県大田市にある石見銀山遺跡は、自然環境と共生した産業遺産であることなどが評価され、ユネスコの世界遺産（文化

遺産）に登録されました。「銀鉱山跡と鉱山町」「街道」「港と港町」などの資産で構成され、情緒溢れる町並みや豊かな自

然と共に、銀生産を取り巻く往時の生産・流通・防衛の遺構が良好に残されています。 

  
  

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:浜田港より車で 70 分(約 60km) 

個人:JR 山陰本線大田市駅より車で約 20 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8 台 
(要予約) 

関連リンク 

石見銀山世界遺産センター 
https://ginzan.city.ohda.lg.jp 
大田市観光サイト 
https://www.ginzan-wm.jp/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756  l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.shtml 

  

しまね海洋館アクアス  
  

しまね海洋館アクアスは、西日本で唯一シロイルカを飼育する水族館で、口から「バブルリング」を吐き出すパフォーマン

スが人気です。館内には島根県の磯や日本海の生物を紹介する「しまねの海・日本海」、神話「因幡の白兎」にも出てくる

ワニ（サメ）を中心とした「神話の海」の他、ペンギン館などがあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒697-0004 島根県浜田市久代町 1117 番地 2  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30 分(18km) 

個人:電車で JR 山陰本線波子駅徒歩 10 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

52 台 

関連リンク 
しまね海洋館アクアスホームページ 
https://aquas.or.jp/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756  l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.shtml 
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津和野町 殿町通り・本町通り  
  

津和野は山間に佇む白壁と赤瓦の町並みが続く情緒溢れる城下町で、町並み散策を楽しむことができます。津和野のメイン

通り『殿町通り』の掘割には、大小色とりどりの鯉が泳いでいます。初夏には花菖蒲が咲き、秋には黄色く色づいた銀杏並木

をご覧頂けます。殿町通りから続く本町通りは、『重要伝統的建築物群保存地区』に指定されており古い建物を残しながら今

も商いを行う酒蔵やお土産店等商家が立ち並んでおります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ 64-6  

アクセス 
ツアー:浜田港より車で約 90 分(約 70km) 

個人:JR 山陰本線経由山口線津和野駅下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 
津和野町観光協会ホームページ ゆ～にしんさい 
https://tsuwano-kanko.net/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756  l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.shtml 

  

津和野城址  
  

『日本 100 名城』の一つ津和野城址。1295 年能登国より下向した吉見頼行が築城をはじめ 30 年後、子の頼直の代に完 

成しました。代々の藩主が改修整備を重ね、1875 年に取り壊されるまで長期間活用された城は大変珍しいものです。 

個人用リフトで約 5 分、そこから本丸までは片道約 15～20 分の山道を歩いて頂きます。当時の石垣を間近でご覧頂く 

ことができ、その大きさなどを実感して頂けます。本丸からは唯一津和野町内を一望することが出来ます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田  

アクセス 
ツアー:浜田港より車で約 90 分(約 70km) 

個人:JR 山陰本線、山口線津和野駅下車後タクシーで 5 分 

 
季節 通年 

関連リンク 
津和野町観光協会ホームページ ゆ～にしんさい 
https://tsuwano-kanko.net/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756  l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.shtml 

  

太皷谷稲成神社  
  

日本五大稲荷神社の一つ太皷谷稲成神社。日本で唯一稲荷の『荷』の字が『成』で、願望成就の願いが込められています。

263 段の階段と 1000 本鳥居の連なる表参道は、日本の方だけでなく海外の方にも人気のスポットです。商売繁盛、学業成

就などのあなたの願い事をかなえてくれるかも。駐車場も完備されているので、自動車でのお越しも可能です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田 409  

アクセス 
ツアー:浜田港より車で約 90 分(約 70km) 

個人:JR 山陰本線、山口線津和野駅下車後タクシーで 5 分 

 
季節 通年 

関連リンク 
津和野町観光協会ホームページ ゆ～にしんさい 
https://tsuwano-kanko.net/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756  l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.shtml 
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浜田城資料館  
  

浜田城山のふもとにある資料館で、無料で入館することができます。1620 年に築城されてから 248 年間浜田藩の中心であ

った浜田城や、北前船寄港地として日本遺産に認定され、江戸時代から変わらない町並みを残している外ノ浦をはじめ、歴

史的建造物である御便殿について展示しています。 

  
  

所在地・開催地 〒697-0027 浜田市殿町 83-246  

アクセス 
周遊（ツアー）係留バースから車で約 10 分（2.6 ㎞） 

周遊（個人）石見交通 城山公園前 徒歩 5 分 

季節 通年 

関連リンク 
浜田市観光協会ポータルサイト「はまナビ」 
https://www.kankou-hamada.org/ 

お問合せ【浜田城資料館】 

電話番号:0855-28-7151 

 

石見畳ヶ浦  
  

国指定天然記念物である石見畳ヶ浦は、縦横に走る亀裂が畳を敷き詰めたように見える「千畳敷」という珍しい地形をして

います。約 1,600 万年前の地殻変動によってできたことから、貝や流木の化石などが見られ、「天然の博物館」とも呼ばれ

ます。 

満ち潮の条件が合えば、ウユニ塩湖のような絶景を見ることができます。 

  
  

所在地・開催地 〒697-0003 浜田市国分町  

アクセス 
周遊（ツアー）係留バースより車で 20 分（約 9 ㎞） 

周遊（個人）石見交通 千畳苑口 徒歩 15 分 

季節 通年 

関連リンク 
浜田市観光協会ポータルサイト「はまナビ」 
https://www.kankou-hamada.org/ 

お問合せ【一般社団法人浜田市観光協会】 

電話番号:0855-24-1085  l メールアドレス: info@kankou-hamada.org/ 

 

温泉  
  

浜田市には、肌の角化・保湿に効果的なメタケイ酸の豊富な「美又温泉」、化粧水ほどにやさしいと評される「旭温泉」、美

しい自然の中で露天風呂が楽しめる「コワ温泉」、やわらかい泉質が特徴の「湯屋温泉」という 4 つの温泉があります。肌

にやさしい浜田の温泉が、あなたの美肌に磨きをかけます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
浜田市観光協会ポータルサイト「はまナビ」 
https://www.kankou-hamada.org/ 

お問合せ【浜田市観光交流課】 

電話番号:0855-25-9530  l メールアドレス:kankou@city.hamada.lg.jp 

ホームページ: https://www.city.hamada.shimane.jp/ 

 

https://www.kankou-hamada.org/
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石見神楽  
  

島根県西部の石見地方に伝わる郷土芸能で、令和元年には日本遺産に認定されました。迫力のある面と豪華絢爛な衣裳を身

にまとった舞手が、独特の速いテンポの囃子に合わせてダイナミックに舞う姿は圧巻で見る人を惹きつけます。火を吐きな

がら襲い掛かる大蛇とスサノオが格闘を繰り広げる「大蛇」という演目が人気です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
石見之國伝統芸能「石見神楽」公式サイト 
http://iwamikagura.jp/ 

お問合せ【一般社団法人浜田市観光協会】 

電話番号:0855-24-1085  l メールアドレス: info@kankou-hamada.org  

ホームページ: https://www.kankou-hamada.org/ 

 

http://iwamikagura.jp/
https://www.kankou-hamada.org/

