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大田市D M O（事務局：（一社）大田市観光協会）
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■ 島根県大田市の交通アクセス
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1．おすすめの“おおだ旅”

2．市内観光地トピックス

3．一日漁、大田の大あなご
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おすすめの“おおだ旅”
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大田市にある主な観光素材

①世界遺産石見銀山遺跡

②国立公園 三瓶山

③温泉津温泉

④国天然記念物 鳴砂海岸 琴ヶ浜
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共通点は、“大地からのエネルギーを受けとれる場所”

であるということ。

＝日本遺産 「火山の歴史が伝える悠久の歴史

～“縄文の森”“銀の山”と出逢える旅へ～」



鉱山跡を守りながら、地域住民の暮らしは賑わいと
穏やかさを両立させ、今なお、静かに続いています。

①世界遺産石見銀山遺跡
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②国立公園 三瓶山
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山だけでなく、火山性土壌が育んだ蕎麦や温泉までも日本遺産の
構成文化財に含まれています。



③温泉津温泉
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室町時代から４００年以上続く、福光石の石切り場。
今も現役で、福光石は階段や浴室の床に使われています。



④国天然記念物 鳴砂・琴ヶ浜
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琴ヶ浜は、大江高山火山の火口のひとつとされており、鳴砂の主成分
は、火山由来の石英砂。弓型にカーブした地形は、遥か昔の“火山口”を
偲ぶことができます。



大田市の日本遺産は、
２２の構成文化財が含まれており、
大田市内全域に点在しています。

10

江戸時代には、徳川幕府の直轄地“天領”として、

多くの人口を抱えた石見銀山。

“人々の暮らし”が、市内各地の文化形成に

影響したのです。

なぜ？ こんなに？！



コロナを経験した私たち。
いま、大切にしたい。

・大切な人たちとの繋がり

・かけがえのない日々の暮らし

・すこやかな自分
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ストレスフリー

自然体に戻る旅。
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ご提案
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大田市でどんな旅する？

①アクティブに元気になりたい！

②知的好奇心を満たしたい！

③な～んにもしない、癒されたい！

大田市ならどんな旅でも

“大地からのエネルギー” を受け取れます！



①三瓶でアクティブ！
開放的な空間、国立公園を満喫

「E-BIKE体験」

電動アシスト付きクロスバイク

Ｓサイズ：154㎝～ Mサイズ：165㎝～

●半日プラン(４時間）￥3,000

●1日プラン ￥4,500

●１泊２日 ￥7,500

※1名当たりの金額です。(税込･保険料)

※事前予約要

※当日のご予約の場合は、お受けできない

場合があります。

ご予約は、国民宿舎さんべ荘へ。

お電話かメールにて承ります。
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①三瓶でアクティブ！モデルコース
開放的な空間、国立公園を満喫！「E-BIKE 体験」
【お薦めポイント】
①4 0 0 0年前の太古の森でパワーチャージ！
②清涼感たっぷりのわさび田を見学、在来種・最高品種のわさび茶漬けを
味わう。

③国立公園三瓶山E - B IK Eで駆け抜ける！
～爽やかな風とともに、心解き放つ休日を。観光リフトで山並みも見よう～
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朝 出雲大社参拝 ＝（山陰道経由50分）

10：00 三瓶小豆原埋没林公園(40分）＝（５分）

11：00 三瓶わさび田体験（40分）＝（車で15分）

国民宿舎さんべ荘（宿泊）

翌日午前 E－BIKE体験 （草原のある西の原、観光リフトのある東の原など）



こんな景色を楽しみます！
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こんな景色を楽しみます！
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②知的好奇心を
満たしたい！

石見銀山で知る
昔の日本人の暮らし

国重要文化財 熊谷家住宅

●体験料：高校生以上 2,300 円

小・中学生 1,800 円（材料費込）

●所要時間：約 4 時間 ( 例 10:00 ～ 14:00)

●受入人数：5 ～ 20 名程度

●体験メニュー：ごはん・みそ汁・焼魚など

『ごはん炊き体験』

薪割り、かまどでのご飯炊き、せいろで野菜を

蒸したり、七輪で魚を焼いたり。

むかしの作り方でごはんを作ってみませんか？
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②知的好奇心を満たしたい！モデルコース
「石見銀山で知る 昔の日本人の暮らし」
【お薦めポイント】
①国重要文化財熊谷家住宅で、“丁寧な暮らし”見学 ※その他体験も提案可
②“歴史、文化”のみならず、”暮らし“に焦点をあてた、石見銀山ガイド案内

③整然とした町並み、環境に配慮した暮らしぶりから感じる、暮らしのヒント
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朝 出雲大社参拝 ＝（山陰道経由55分）

10：00 石見銀山 国重要文化財熊谷家住宅 (4ｈ）※ごはん炊き体験

14：00 ガイドとの石見銀山町並み散策



こんな景色を楽しみます！
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こんな景色を楽しみます！
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こんな景色を楽しみます！

22

４月
初旬

11月
初旬



③な～んにもしない、
癒されたい！

プチ湯治
ゆっくり、じっくり
ステイする温泉津温泉

温泉津温泉の外湯めぐり、薬師湯、元湯まで徒

歩30秒。

温泉津（ゆのつ）温泉街にある築145年の古民

家をデザイナーによりリノベーションしたゲス

トハウス

“湯るり” １泊５，０００円（１名～）

世界遺産石見銀山まで車で25分。

飲食店まで徒歩3分。

夜神楽講演まで徒歩5分。

やきもの体験が出来るやきもの館まで徒歩10分。

おひとり様、お友達、ご家族と、大切な人とリ

ラックスして泊まれるお宿。
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③な～んにもしない、癒されたい！モデルコース
「プチ湯治 ゆっくり、じっくり

ステイする温泉津温泉」
【お薦めポイント】
①湯治のまち 温泉津温泉で、心身共にじっくり癒やす
②土曜日夜、地域の伝統芸能、石見神楽を神社で雰囲気たっぷりに鑑賞
③ドミトリー、ゲストハウス、旅館、1軒貸切型の古民家など多彩なお宿
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17：00 温泉津温泉へチェックイン

18：00 外湯めぐり、カフェ路庵で夕食（温泉街宿泊の場合、徒歩５分）

20：00 龍御前神社で“ゆのつ温泉夜神楽”鑑賞（土曜日夜限定 30席、事前予約）

21：00 神楽鑑賞終了 お宿へ。

・・・

翌日 福光石の石切り場ツアー（要予約）、神楽面づくり、やきもの体験、

窯元巡り、石見銀山観光など。ステイしながら色々お楽しみください。



こんな景色を楽しみます！
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こんな景色を楽しみます！
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こんな景色を楽しみます！
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市内観光地トピックス
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2.



【石見銀山（大森町）】
飲食店舗（カフェ・お食事）が続々オープン！！
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“アイスカフェ ヒダカ"



【石見銀山（大森町）】
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“食堂カフェgui"



【石見銀山（大森町）】

31

“douraku”

Chinese Restaurant“

（代官所前ひろば 徒歩１分）

・中華ランチ（1500円税込）

・担々麺セット（1000円税込）



【石見銀山（大森町）】
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“福石庵”

（清水谷製錬所跡 徒歩１分）



【温泉津温泉】
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“温泉津温泉ボトル” “温泉津ビール”

For your beautiful skin

“若林酒造の

酒粕石鹸”

お勧めのおみやげ！



【道の駅ごいせ仁摩】
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令和４年１月２９日

開業！



一日漁、大田の大あなご
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。
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ふっくら、もちもち！
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おおだの大あなご マップ

ダウンロード
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ご清聴ありがとうございました。

大田市ＤＭＯ
事務局：（一社）大田市観光協会

TEL:0854-88-9950
FAX:0854-88-9960


