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島根県西部「石見」
の観光素材について

いわみ

石見観光振興協議会

有福温泉（御前湯）
ありふく ごぜんゆ
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石見地域の概要

・人口は東京都立川市
とほぼ同じ
・面積は鳥取県と
ほぼ同じ

人口 約 1 8 . 3万人
面積 3 , 5 7 9 K㎡

出雲地域

隠岐地域

石見地域

いわ み
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本日のプレゼン内容

１．トピックス情報のご紹介
新規施設、キャンペーン、石見神楽、日本遺産

２．石見の美肌事業のご紹介
温泉、有福温泉街の再生計画

３．助成事業のご紹介
バス助成、合宿助成、来年度の新規助成（案）
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本日のプレゼン内容

１．トピックス情報のご紹介
新規施設、キャンペーン、石見神楽、日本遺産

２．石見の美肌事業のご紹介
温泉、有福温泉街の再生計画

３．助成事業のご紹介
バス助成、合宿助成、来年度の新規助成（案）
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① 新規施設
道の駅「ごいせ仁摩」

・R4年1月29日オープン予定です。
・特産品販売や農産物直販に加え、

RVパークやドッグランも整備されます。
・「世界遺産石見銀山」まで自動車で約7分
世界最大の砂時計「仁摩サンドミュージアム」
まで徒歩約10分の好立地です。

大田市

出雲市から車で約1時間
大田市から車で約20分

仁摩サンドミュージアム

石見銀山

イメージ図

に ま
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② キャンペーン
モバイル版石見周遊スタンプラリー

「いわみくるり」

【概要】
・期間 ：R3.10.25～R4.3.15
・参加施設：約200施設

（観光施設、飲食店、お土産店、
ホテル・旅館など）

・内容 ：参加施設での有料利用でスタン
プを集めて応募すると、抽選で
250名様に石見の素敵な賞品が
当たります。

・賞品 ：飛行機往復チケット、ペア宿泊
券、温泉入浴券、地元産品など
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③ 石見神楽
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島根県西部
「石見地方」

・島根県西部（石見地方）に伝わる伝統芸能です。
・地域の神社の秋祭りや地域のイベント、定期公演で舞われます。
・豪華絢爛な衣裳で、舞いのテンポがゆっくりなもの、速いもの
色々あります。

・ストーリーがわかりやすく、初めて観る人や外国人でも、老若
男女を問わず楽しめます。
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③ 石見神楽

(1)出張上演

人数要件 ９名以上

【出張上演制度】
・上演料金 20,000円
・石見地域の宿泊施設で
宿泊される９名以上の団体

・上演時間 1時間程度
・上演演目 1～2演目
・申込は希望日の14日前まで

あの石見神楽を
宴会で堪能！
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③ 石見神楽

(2)定期公演会場

13会場（R3年度より1会場増えました）

【料金等】
・料金：～2,000円
・上演場所：神社、ホール、

特設ステージ 等

※新型コロナウイルスの影響で公演が中止
となっている会場があります。
最新の状況は各会場にお問合せ下さい。
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③ 石見神楽

(3)練習見学＆体験ツアー

練習風景

【料金等】
・見学体験料:目安2,000円／人
・時間:１時間程度（20:00～22:00）

※いずれも要相談

浜田市内の神楽団体の練習会場で練習見
学等ができます

【問合せ先】(一社)浜田市観光協会
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④ 日本遺産

・令和２年6月に大田市、益田市のストーリー
が新たに2件認定され、計５件の日本遺産を
持つエリアになりました。

(1)津和野今昔 ～百景図を歩く～ (H27 津和野町)
(2)荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間

～北前船寄港地・船主集落～ (H30 浜田市 追加認定)
(3)神々や鬼たちが躍動する神話の世界

～石見地域で伝承される神楽～ (R元 石見全域)
(4)石見の火山が伝える悠久の歴史

～“縄文の森”“銀の山”と出逢える旅へ～ (R2 大田市)
(5)中世日本の傑作 益田を味わう

－地方の時代に輝き再び－ (R2 益田市)

（１）石見の5つの日本遺産
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④ 日本遺産
（２）山陰の小京都「津和野」

津和野町

萩市から車で約1時間
萩・石見空港から車で約45分

・城下町としての歴史と文化が今も息づく山間の小さな町

①日本五大稲荷の一つで鮮やかな朱色の千本
鳥居が有名な「太皷谷稲成神社」

②かつて石見銅山で繫栄した銅山師・堀氏の
名園で国指定名勝に指定された「堀庭園」

③掘割に大きな鯉が優雅に泳ぐ津和野観光のメイ
ンストリート「殿町通り」

太皷谷稲成神社

堀庭園

殿町通り
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津和野町の新しい自然体験型観光Yu-na（ゆうな）

Yu-naが提案する「津和野観光の時間」

３～５時間程度の自然体験型ツアー（トレッキング、サイクリング）

料金：5,000～6,000円／人。通年で開催。

Tsuwano Trip
Yu-na

現在３種のツアーを展開。新商品も随時開発中。

Yu-na推進協議会
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展開中の商品（団体割引など柔軟に対応します。お気軽にご相談ください）

①津和野サイクリング sokoiko！

電動自転車にのり津和野のかつての日常を描いた津和野百
景図を巡る旅。ポイントの説明だけではなくストーリーツ
アーとしてガイドが津和野の成り立ちから現在まで続くド
ラマを案内。サイクリングとガイドを楽しむ3時間の旅。

料金：5,000円／人 時間：約３時間

電動自転車に乗って津和野で野菜を育てる農家さんや地元
の方のお宅などへ訪問しながら食材を集めていくフードハ
ンティングツアー。集まった食材を実際に調理し食べるこ
とで遊ぶ、学ぶ、作る、食べる、そして交流する楽しみが
充実した5時間。

料金：5,000円／人 時間：約５時間

③早朝トレッキング＆つわの朝ごはん in津和野城跡

800年前に作られた津和野城。現存する石垣から感じる
ことのできる風情と、津和野のまちを一望出来る開放的な
見晴らしは抜群。町の歴史を熟知したガイドと一緒に早朝
登山。頂上では、津和野食材を使った季節ならではの朝ご
はんを楽しみましょう。

料金：6,000円／人 時間：約３時間

Yu-na推進協議会

②フードハンティングツアー ～otsukai！～
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① 温泉
(１)石見の温泉の特徴

・多様な泉質の２４の温泉

＜代表例＞
単純温泉（クレンジング効果）
美又温泉、有福温泉、旭温泉 など

塩化物泉（保湿効果）
温泉津温泉、三瓶温泉 など

美又温泉

温泉津温泉

みまた ありふく あさひ

ゆのつ さんべ
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① 温泉
（２）石見の温泉の特徴

・石見エリア全域で温泉を楽しめる
全ての市町に１～４の温泉があり、
ロケーションや泉質の違う温泉
を湯巡りできます。

Ｒ３年３月
石見の湯めぐり
ガイドブックが
出来ました
おススメです！

コワ温泉

益田温泉

ますだ
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有福温泉街「まるごとホテル」
滞在

コインランドリー
カーシェアリング
サテライトオフィス

②有福温泉街 再生計画

江津市

出雲空港から車で約1時間30分

萩・石見空港から車で約1時間15分

有福温泉街

宿泊
多様な選択肢がある宿

入湯
泉質が異なる３湯

食事
セントラルキッチンで
食機能の合理化
地元産品

体験
教育・食・癒し・自然
多彩なアクティビティ

仕事
ワーキングスペース

Wi－Fi環境泊食分離

コンパクトな温泉街を一つのホテルに見立てて、
宿泊・飲食・温泉・仕事・休養・体験などに機
能分散した施設を回遊しながら滞在する「温泉
地まるごとホテル（泊・食・楽分離）」として
の再構築を行っています（観光庁の補助事業を
活用）。
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泊まる

●旅館

●ゲストハウス

●コテージ

● グランピングサイト

食べる

●セントラルキッチン

●カフェバー

●有福マルシェ

●カフェテラス

温泉

●共同公衆浴場

●旅館の内湯

楽しむ

●カフェバー

●アクティビティ

●リラクゼーション

チェック
イン

仕事 仕事

💻

教育 自然 食 癒し

右脳教育 トレッキング ファスティング ヘルスケア

自然体験保育 ドッグラン・ケア 農業 ヨガ・フラ

フリースクール サーフィン・釣り ビール醸造 エステ

特色あるアクティビティ

💻
仕事

💻
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本日のプレゼン内容
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① バス助成

・石見美肌旅行商品等造成支援事業補助金
【補助条件等】
・①下記の要件を満たす旅行商品に対し、25,000 円/１台の補助

(１)食事＋温泉入浴（石見地域内）
(２)食事＋２市町以上の観光施設立ち寄り（石見地域内）

・②更に下記の要件を満たす旅行については、その立ち寄り数に応じて
補助金の額を加算（日本遺産に関連する施設への入場・体験をプラン
に追加すると１カ所につき4,000 円～（最大15,000 円）加算）

(１)日本遺産をテーマとした事前学習を行程に含む
(２)日本遺産関連施設への入場・体験を１以上取り入れる

※①と②の合計で、最大 40,000 円/１台の補助
・対象事業：「募集型」又は「受注型」旅行商品
・対象団体：県内発地は５名以上、県外発地は９名以上
・対象期間：令和４年３月２１日までに帰着する旅行
・その他 ：島根県、島根県観光連盟又は石見観光振興協議会の補助金との

併用不可 21
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② 合宿助成

・石見地域スポーツ・文化等合宿支援事業補助金

【補助条件等】
・補助額 ：1,000円／人 ✕ 人数 ✕ 泊数（上限20万円）
・対象事業：石見地域内の宿泊施設に２泊以上し、合宿を

実施する
・対象団体：１泊あたりの宿泊者数が9人以上の団体
・対象期間：令和４年３月２２日までに帰着する合宿
・その他 ：市町の補助金との併用可能

※島根県、島根県観光連盟又は石見観光振興協議
会の補助金との併用不可
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③ 来年度の新規助成（案）

（１）修学旅行誘致支援

・石見地方を目的地として修学旅行を企画・実施する
旅行会社への助成。

（２）冬季対策

・石見地方の宿泊者向けスキー場リフト券助成など、
観光需要の落ち込む冬季の誘客を目的としたキャン
ペーンを実施。
※現時点ではあくまで「案」であり、条件含め確定した情報ではございません

※①バス助成、②合宿助成も継続予定ですが、条件等変更の可能性があります
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地元（島根県浜田市）の旅行会社が
商品造成のお手伝いをします！

・手配手数料等はいただきません！
手数料等の手配経費は不要です

・ルート設定から観光施設との折衝まで！
立寄りや所要時間等を勘案し、ルート・料金を提示します

・助成事業の申請を代行します！
バス代助成、広告助成などが対象となる旅行商品の場合、
申請等を代行します
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【旅行造成に関するお問い合わせ先】

石王観光株式会社
担当：代表取締役社長 永井敏雄
TEL：0855-22-2222
Mail：sekiwo-tourist@theia.ocn.ne.jp

【総合お問い合わせ先】

石見観光振興協議会
担当：増田
TEL：0855-29-5647
Mail：seibu-kankou@pref.shimane.lg.jp

せきおう

26



https://www.all-iwami.com/

ご清聴ありがとうございました

三瓶小豆原埋没林公園
（さんべ縄文の森ミュージアム）

さんべあずきはらまいぼつりんこうえん
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