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◇とっておきの景色と食（選定地域） 

＜春＞ 

宍道湖の夕景と湖の幸（島根県松江市） →春 4 

（選定案件）
 

宍道湖の夕日、
 

宍道湖七珍 

（周辺案件）
 

カラコロ工房、
 

由志園の牡丹 

 

三刀屋の「御衣黄」とさくら餅（島根県雲南市） →春 5 

（選定案件）
 

三刀屋の御衣黄、
 

さくら餅 

（周辺案件）
 

斐伊川堤防桜並木、
 

八重滝 

 

＜夏＞ 

石見畳ヶ浦とぼべむすび（島根県浜田市） →夏 5 

（選定案件）
 

石見畳ヶ浦、
 

ぼべむすび 

（周辺案件）
 

石見海浜公園 

 

夏の出雲日御碕灯台とイカ焼き（島根県出雲市） →夏 6 

（選定案件）
 

出雲日御碕灯台、
 

イカ焼き 

（周辺案件）
 

出雲松島 

 

津和野の花菖蒲と高津川の天然鮎（島根県益田市・津和野町） →夏 7 

（選定案件）
 

津和野の花菖蒲、
 

高津川の鮎 

（周辺案件）
 

清流高津川 

 

荒神谷の古代ハスと出西の新生姜（島根県出雲市） →夏 8 

（選定案件）
 

荒神谷の 2000年ハス、
 

出西しょうが 

（周辺案件）
 

斐川平野のひまわり畑、
 

斐川ご縁バーガー 

 

国賀海岸のトウテイランと「えりやき鍋」（島根県西ノ島町） →夏 9 

（選定案件）
 

国賀海岸摩天涯、
 

トウテイラン、 

      
 

えりやき鍋 
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＜秋＞ 

松江水燈路と宍道湖のゴズ、スズキ（島根県松江市） →秋 4 

（選定案件）
 

松江水燈路、
 

ゴズの天ぷら、
 

創作すずき茶漬け 鱸落とし 

（周辺案件）
 

由志園紅葉夜間鑑賞会 

 

石見の夜神楽と弥栄のどぶろく（島根県浜田市） →秋 5 

（選定案件）
 

石見の夜神楽、
 

どぶろく 

（周辺案件）
 

坂本の棚田、
 

室谷棚田 

 

神々降り立つ稲佐の浜と出雲ぜんざい（島根県出雲市） →秋 6 

（選定案件）
 

稲佐の浜と弁天島の夕日、
 

出雲ぜんざい 

（周辺案件）
 

須佐神社と大杉 

 

掛戸松島に灯る夕日と「とぎ汁」（島根県大田市） →秋 7 

（選定案件）
 

掛戸松島、
 

とぎ汁 

（周辺案件）
 

ヨズクハデ 

 

山陰の古刹清水寺と精進料理（島根県安来市） →秋 8 

（選定案件）
 

清水寺、
 

精進料理 

（周辺案件）
 

清水羊羹、
 

大塚の町並み 

 

金言寺の銀杏と仁多米（島根県奥出雲町） →秋 9 

（選定案件）
 

金言寺の銀杏、
 

出雲國仁多米 

（周辺案件）
 

木次線奥出雲おろち号、
 

櫻井家の紅葉 

 

＜冬＞ 

大根島の寒牡丹と郷土料理（島根県松江市） →冬 4 

（選定案件）
 

寒牡丹、
 

郷土料理 

（周辺案件）
 

猪（シシ）肉料理 

 

季節風の中の十六島と天然岩のり（島根県出雲市） →冬 5 

（選定案件）
 

十六島の海岸と風車、
 

十六島のり 

（周辺案件）
 

木綿街道 

 

雪の三瓶山と三瓶そば（島根県大田市） →冬 6 

（選定案件）
 

雪の三瓶山、
 

三瓶そば 

（周辺案件）
 

へか焼き、
 

三瓶温泉 
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◇その他のとっておきの景色と食 ＜春 又は 通年＞ 

＜景色＞ 

松江市 多古の七つ穴 

 

島根半島の多古鼻一帯は、リアス式海岸が続く自然景勝地

です。「多古の七つ穴」は、多古鼻の東側に位置する大小

七つの海食洞窟群です。外から差し込む陽光で洞窟内が青

く見えることから、しまねの「蒼の洞窟」と称されていま

す。 

出雲市 手引ケ丘公園 

 

日本海の水平線が一望できる小高い丘で、のんびりと花見

が楽しめる。人工物が一切見えないのが良い。丘の上にあ

る公園の一番上の駐車場からは歩いてすぐ。トイレも完備

されている。ＪＲ山陰本線田儀駅からは徒歩 7～8分。 

出雲市 斐伊川 

 

八岐大蛇の舞台となった川で、古来より人々に実りをもた

らしてきました。朝は宍道湖からの朝日、夕は北山へ沈む

夕日、また水と砂との模様が四季を通じて神秘的です。 

奥出雲

町 
大原新田 

 

奥出雲町大馬木の大原新田は、古くからこの地域で営まれ

ていた「たたら製鉄」が生み出した棚田です。江戸時代に

鉄師「絲原家」が私財を投入し、かんな流し（砂鉄採取地

跡）によってできた土地を畑、田んぼに整備して、現在の

田園風景が作りあげられました。この棚田で作られた仁多

米は格別においしいと評判です。 

飯南町 赤名湿地帯 

 

寒地性の植物であるミツガシワ・リュウキンカが大群落を

形成している。ミツガシワは島根・広島以南では本町赤来

地区内のみで近くには岡山県蒜山に自生する。したがって

ミツガシワは赤名湿地を代表する植物といえる。 

大田市 大森の町並み 

 

代官所から南へ約 1kmにわたって続く町並みは、石見銀山

御料約 4万 8千石の政治・経済の中心として大きく栄えた。

現在の町並みは周囲の自然に包み込まれるようにひっそ

りと残されている。 

大田市 
温泉津の町並

み 

 

16 世紀後半には港町が形成され始め、17 世紀初頭までは

石見銀積み出し港として、銀山衰退後は北前船による廻船

業の基地などとして栄えた。17世紀末から 300年後の現在

までほとんど変わっていない港町と温泉町のふたつの性

格をもつ歴史的景観が特徴である。 

浜田市 
弥栄町野坂の

桜並木 

 

浜田から山道を登り、県道３４号線の十国トンネルを抜け

ると眼下に美しい農村風景が広がり、県道の両側に百数本

のソメイヨシノの桜並木が現れる。春を迎えた日本の原風

景が、ここにあります。「美しい春の農村風景を彩る桜並

木」です。 
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浜田市 

鉄筋コンクリ

ートアーチ橋

群 

 

浜田から広島を結ぶ広浜鉄道計画のうち、今福線は昭和 8

年に着工したが、戦争のため完成目前の昭和 15 年に中止

となった。残された多連鉄筋コンクリートアーチ橋群は、

中国地方唯一のもので自然に溶け込んだ景観が全国の鉄

道ファンにも人気です。 

隠岐の

島町 

岬地区からの

眺め 

 

山の濃い緑、空と海の透きとおる青のコントラストが美し

い。目の前には、牛が放牧されており、のどかな風景を醸

し出しています。また、フェリーや高速船（レインボー）

が走るのも見え、夜には漁火を見ることができます。 

西ノ島

町 

国賀海岸通天

橋 

 

国賀海岸の代表的な景勝地である摩天崖は、高さ 257m の

断崖絶壁で、牛や馬が放牧されています。また、通天橋は

日本海の荒波が造り出した岩のかけ橋であり、かつては下

を船で通っていたが、現在は船は通れない。 

西ノ島

町 
明暗の岩屋 

 

国賀海岸には、船通りぬけのできる洞窟が 3つありますが、

中でも「明暗の岩屋」は全長 200ｍに及ぶ洞窟です。入口

は大変狭く、中へ進むと奥から光がさしてきます。年間を

通しても、めったに入ることができない洞窟です。 

 

出雲市 
道の駅キララ

多伎 

ＪＲ山陰本線小田駅から西へ徒歩１０分、海が見える所に「道の駅キララ多伎」がある。

すぐ裏は出雲大社まで続く長い砂浜。日本海を抱えたここからの夕景は、まるで夕陽を

独り占めしているかのよう。 

出雲市 
８０万本のチ

ューリップ 

斐川町は、”花のまち斐川町”をキャッチフレーズに、PR 活動をしております。４月に

は、今在家の８０万本のチューリップと１００ｍに泳ぐ鯉のぼりが斐川平野に春を運ん

できます。 

出雲市 つつじ 

"つつじ"のように、生き生きとした知性と明るい心を持って平和で住みよい斐川町にと、

斐川町発足２０周年を記念して町の花として制定。斐川公園では 5 月 5 日祭に「つつじ

祭」が開催されます。 

雲南市 雲見の滝 

雲見の滝は、落差 30ｍの雄滝、20ｍの雌滝からなり、県の名勝天然記念物に指定されて

います。雌滝の下流には「屏風岩」と呼ばれる大絶壁が直立し、渓流からは河鹿の声も

聞かれます。 

雲南市 龍頭が滝 

落差 40ｍの雄滝と 30ｍの雌滝からなる龍頭が滝は、中国地方随一の名瀑といわれ「日本

の滝百選」に選定されています。雄滝の裏側は「裏見の滝」と呼ばれ、百畳ほどの見事

な岩窟があります。 

大田市 立神鼻、立神島 

日本海につき出した立神鼻と、その先端が割れたかのような形の立神島は、周囲が切り

立った崖となっています。切り立つ崖に露出する地層は明暗の縞模様が明瞭で、遠くか

らでも目を引きます。 

江津市 風車 
８０ｍの高さの風車が全部で１１基あり、両端を除く９基に江津に関係のある「柿本人

麻呂」や「大蛇」「恵比須」などの石見神楽の演目を紹介するイラストが描かれている。 

江津市 
江の川の鯉の

ぼり 

江津市桜江町の桜江大橋上流の江の川に渡された 100 匹以上の鯉のぼり。500 年以上続

く川戸水神祭に合わせて地元の若者が始めた取り組みで、２０年以上続く風物詩となっ

ている。 

邑南町 
縄文村より雲

海と朝日 

標高 420ｍからせり出すように望むことができる於保地（おほち）盆地の大パノラマは

圧巻です。水田や森林を駆け抜ける風を体感することができる絶景ポイントです。 

浜田市 
金城町下来原

の「一本道」 

２００７年に全国放上演された映画「天然コケッコー」のロケ現場。主人公の夏帆（か

ほ）と岡田将生（おかだまさき）が歩いた金城町下来原の「一本道」。春から夏は両サイ

ドの田んぼが色鮮やか。 
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皷津和

野町 
津和野城跡 

津和野の観光スポット「津和野城跡」。太皷谷稲成神社近くの観光リフトに乗り、津和野

の町並みを一望する城跡へ。ここでのおすすめは、典型的な山城の残された城壁。 

津和野

町 

津和野城跡か

ら見た津和野

の町 

津和野城の頂上に登れば正面に秀峰青野山の山並みと、眼下には、城下町「津和野」を

思わせる石州瓦の町並みが広がり、昔ながらの風情を思わせます。 

西ノ島

町 

焼火山の焼火

神社 

後鳥羽上皇が海で遭難しかけた時に神火を放って船を導いたという説があり、以来、海

上の守護神として崇敬されています。大岩窟の中からせり出すように建てられているの

も特徴のひとつです。 

隠岐の

島町 
鷲ケ山の頂上 

鷲ケ山の頂上付近にある全長約２６m のトカゲ岩は、長年の風雨によって浸食し、岩盤

に浮き上がって取り残されたもので、学術研究上きわめて貴重な資料とされている岩石

です。 

 

＜食＞ 

松江市 
佐陀乃ぜんざ

い 

 

佐太神社（松江市鹿島町）は、室町時代（１３６６年）の

文献に登場するぜんざい発祥の地といわれています。その

地元住民たちが新しい感覚で創作したのが、塩味のすまし

汁の中に餡（あん）餅を入れた「すましぜんざい」です。 

【食】だんだん家（松江市鹿島町・佐太神社前） 

   (TEL)0852-82-1104 

松江市 松江のおでん 

 

松江でおでんを提供する飲食店の数は人口比で全国トッ

プクラス。冬、夏を問わずに提供する店が多く、出し方も

串より皿盛りが主流。それぞれの店が独自の味を工夫して

おり、各店の食べ比べも楽しめる。 

【食】庄助（松江市八軒屋町） (TEL)0852-21-4238 

   有楽（松江市殿町） (TEL)0852-21-2687 

島根県 板わかめ 

 

生わかめを板状にひろげて乾燥させたものを言い、島根県

地方で育った"島根わかめ"は葉肉が薄く、幅広く柔らか

い。2月下旬頃から口開けをし、5月頃まで漁民がモヤイ(共

同労働）で採り、新ワカメとして出回る。 

【食】島根県ふるさと認証食品ホームページに記載 

島根県 アゴ野焼き 

 

直径七～八センチ、長さ七十センチ、そして重さ一・五キ

ロ。これがアゴ野焼きのサイズ。初めはヤノ(矢の材料に

用いた箭竹)に魚のすり身を巻いて焼いた「ヤノヤキ」が

語源。サイズが大きく戸外へ持ち出して焼いたことから

「野焼」と命名された。 

【食】島根県ふるさと認証食品ホームページに記載 

松江市 
雲州人参らー

めん 

 

大根島特産の貴重な雲州人参（高麗人参）を粉末にして麺

に練りこんだ、らーめん。地域限定イベント時に限り屋台

で食することが出来ますが、購入用として２食入り生めん

タイプもあります。 

【食】松江観光協会八束町支部 (TEL)0852-55-5823 

奥出雲

町 
煮〆 

 

奥出雲町のお祭りや行事に欠かせない「煮〆」は春から夏

にかけて取った山菜を塩づけに加工し、１年中ご馳走とし

て食卓に乗る一品です。全部手作りの煮〆は見た目も綺麗

で昔から行事やお祭りに欠かせないご馳走です。 

【食】奥出雲町下阿井 あいの里 (TEL)0854-56-0100 
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浜田市 海鮮うずめ飯 

 

江戸時代中期頃に贅沢を隠すために生まれたと言われて

いる郷土料理「うずめ飯」と新鮮な海の幸を融合させた「海

鮮うずめ飯」。 

【食】国民宿舎千畳苑 (TEL)0855-28-1255 

浜田市 わさび葉寿し 

 

わさび葉寿しは、製法特許のわさび葉に包んだ魚寿しで、

酢漬けした新鮮魚の切り身とわさび葉の香りが調和して

いる。 

【食】西谷商店 (TEL)0855-44-0017 

隠岐の

島町 

古民家で田舎

料理 

 

1836（天保 7）年に建てられた佐々木家（隠岐最古の木造

住宅）は、二重天井や太い大黒柱など、古来の民家の伝統

を残しています。おばちゃん達による、島の素材で作った

田舎料理も味わえます。 

【食】佐々木家住宅 (TEL)08512-2-1290 

 

松江市 しまね和牛肉 

島根の和牛生産は子牛の出荷が中心でしたが、近年になってから肥育も盛んに行われ、

県内産で一定規格以上のものを「しまね生まれしまね育ち」の「しまね和牛肉」として

販売しています。 

【食】しまね和牛肉ブランド確立推進協議会ホームページに記載 

益田市 
精進料理 美

濃地邸食 

匹見町道川地区ならではの食材を生かすとともに、旧割元庄屋「美濃地屋敷」に 250 年

以上大切に保存されてきた赤黒の漆器を使った「美濃地邸食」。18 名の限定（食器の数

により）です。 

【食】益田市匹見町道川産 出会いの里みちかわ (TEL)0856-58-0818 

邑南町 
自然食バイキ

ング(ランチ） 

旬の味わいを大切に煮物やおひたし、酢の物、天ぷら、自家製有機米を使った古代米（赤

米）など、地元の採れたて野菜、山菜をふんだんに使用したバイキングです。自然の恵

みが味わえます。 

【食】邑南町矢上 縄文村 (TEL)0855-95-1341 
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◇その他のとっておきの景色と食 ＜夏＞ 

＜景色＞ 

大田市 
五十猛の海岸

から見る夕陽 

 

国土交通省の「とるぱ」ランキングで全国１位を獲得して

いる（２０１０年５月現在）駐車場や店内から、洋々と広

がる五十猛の海（日本海）を眺望できます。 

雲南市 赤川のホタル 

 

市内を流れる赤川とその支流はゲンジボタルの名所。毎年

５月下旬から６月中旬にはホタルの乱舞が楽しめます。 

市民有志で結成された赤川ほたる保存会により保護増殖

活動が続けられています。 また市でも「雲南市ほたる保

護条例」を制定し、ホタルの里づくりを進めています。 

海士町 
明屋（あきや）

海岸 

 

キャンプ、海水浴で賑わう明屋（あきや）海岸。 

まるで何かのモニュメントのような岩が屏風岩。 

この屏風岩の向こうには、女神がお産に使ったといわれる

「たらい岩」があります。 

この屏風岩には、穴があって、遊歩道を歩いていくとある

一点でハート型に変わります。 

どのポイントで見えるかは、ご自身で確かめて下さい。 

隠岐の

島町 
塩の浜海岸 

 

塩の浜は夕日の絶景ポイントであり、湾内の海岸風景と相

まって美しい風景を見せてくれます。 

天気がよく空気が澄んだ日には、島前がきれいに見えま

す。また塩の浜では、ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂも楽しめ、ｼｰｶﾔｯｸで行く洞

窟ﾂｱｰも人気です。 

 

松江市 加賀の潜戸 

断層や浸食などでできた海の洞窟です。新潜戸は佐太大神誕生の際、母神が金の弓で金

の矢を射通してできた洞窟といわれています。また旧潜戸は親より先に亡くなった子ど

もたちの魂が集まるところといわれ、賽の河原には小石を積んだ塔が無数にあります。

加賀の潜戸へは遊覧船で行くことができます。 

安来市 
みさき親水公

園 

みさき親水公園は一面に中海が広がり、天候が良いと対岸には米子市、右手に大山も眺

めることが出来ます。また、左手には巨大な風車もあり、絶景を１８０度楽しめます。 

ＮＨＫの連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」の著者である武良布枝さんが、水木しげる先

生に「終わりよければすべてよし」と夕日を見ながらお話になった場所とも言われてい

ます。 

江津市 
石見海浜公園 

大崎鼻灯台 

江津市は万葉の歌人、柿本人麻呂ゆかりの地で、ここからは高角山と角の浦を見渡すこ

とができる。 

また、逆側は波子海水浴場やアクアスを見ることができ、東西の海岸線が左右に広がる

大変素晴らしいところです。 

江津市 江の川 

長さ 194kmの一級河川であり、中国地方最大の河川「江の川」。 

水源を広島県山県郡芸北町阿佐山（標高 1,218m）に発し，中国山地のほぼ中央を貫流し

て日本海に注ぐ。 

川本町 江の川 
初夏の新緑がまぶしい山々に囲まれた中国地方一の大河「江の川」の風景は、来る人を

癒しの世界に誘います。堤防は、整備され町民のウォーキングコースとなっています。 

 



 

8 

※このページの内容は、中国地方「とっておきの景色と食」に応募頂いた内容を基に構成しています。 

 【食】は応募頂いた内容のうち「食べることができる代表的なお店」を示しています。 

＜食＞ 

松江市 

中 海 七 珍 料

理・高麗人参懐

石 

 

中海で獲れる珍しい魚介類を御召し上がりいただけます。ま

た、日本有数の高麗人参の産地であり、高麗人参の２年根を

使った天麩羅やサムゲタンスープなどをご賞味いただけま

す。 

【食】日本庭園 由志園  松江市八束町 

(TEL)0852-76-2255 

雲南市 絹の細みち 

 

選び抜いた小麦粉と上質の湧き水で練り上げ、寒作り製法で

豊かな小麦の香りを閉じ込めた絹のようになめらかで張りの

あるのど越しの細麺です。 

生地に練りこまれたシルクパウダーには人の体の働きを調整

する良質のアミノ酸がたっぷり含まれています。ほんのり甘

くてもちもちの体もよろこぶおいしいうどんです。 

【食】渡文株式会社 掛合工場  雲南市掛合町松笠 715 

(TEL)0854-62-0175 

奥出雲

町 
トマトづくし 

 

よりすぐりのトマトを生産している㈱田園倶楽部奥出雲のト

マトを利用した「トマトづくし」はトマトの美味しさを余す

ところ無く使い、トマトの甘み・酸味などが驚きのとり合わ

せでうまく料理に活かされています。見た目も綺麗で味も良

く、ヘルシーだけどお腹いっぱいになります。是非食べに来

てください。 

【食】賀松園  奥出雲町三成 (TEL)0854-54-1149 

 

松江市 しじみカレー 

宍道湖は、しじみが育つ淡水と海水が混ざる汽水湖で、全国一のしじみ漁獲量を誇って

おり、しじみは「宍道湖七珍」 の一つとして地元で愛されています。しじみには肝臓の

働きを強化したり、改善したりする作用があります。夏バテも、辛くて体に良い「しじ

みカレー」で吹き飛びます！ 

【食】宍道湖畔しじみ茶屋  松江市千鳥町 36番地 (TEL)0852-21-5252 

浜田市 あゆめし 

地元の川で獲れた新鮮な鮎と地元のお米を使った炊き込みごはん。平成２１年石見「は

まだ・ごうつ」の地産地消弁当・特産加工品コンテスト「地産地消弁当部門」において

受賞した逸品。 

【食】あさひ夢小町  浜田市旭町今市 364番地 10 (TEL)0855-45-112１ 

出雲市 日本海丼 

日御碕は新鮮な海産物も名物のひとつです。日御碕灯台の近く「海の味通り」は、食堂

や土産品店が立ち並んだ通りです。 

海の味通りのお店では、新鮮な旬の魚介類をふんだんに使った「日本海丼」が食べれま

す。各店が工夫をこらし、店ごとの味が楽しめます。 

【食】花房  出雲市大社町日御碕 1481-1 (TEL)0853-54-5126 

益田市 
大ハマグリの

酒蒸し 

通常の倍以上の大きさの益田産の大ハマグリ。貴重な資源を守るため 7 センチ以上のも

のしか水揚げされません。新鮮なハマグリを酒蒸しや焼ハマグリにして贅沢に食べる。

見た目、歯ごたえ、ダシの濃厚さは絶品です。 

大田市 
ふぐの骨せん

べいソフト 

夏といえばアイスクリーム！！ここのソフトクリームは、お越しいただいたお客様に「う

まいもん」をと社長のおススメのアイスクリームに、創業８０余年に渡り、ふぐ製品を

中心に作っている和田珍味オリジナルの完全無添加・カルシウム満点のふぐの骨せんべ

いがついています。パリっ！とした触感とせんべいならではの塩味・濃厚なソフトクリ

ームのバランスが絶妙な一品です。 

【食】はしま亭 （株）和田珍味店内 (TEL)0854-87-0611 

安来市 
安来のいちご

アイス 

安来のいちご（紅ほっぺ）をたっぷりと使用したアイスクリームで、フレッシュないち

ごの食感が楽しめます。生乳もいちごも全てにおいて安来産。生クリームがたっぷり使

用されており、濃厚で上品な味わいが口いっぱいに広がります。 

【食】わたなべ牧場  安来市伯太町日次 463番地 (TEL)0854-37-1581 
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雲南市 
雲見まんじゅ

う 

雲見の滝の水の泡と岩をイメージして作られた、北海道産小豆１００％の自家製つぶあ

ん、島根県産の米粉と国産山芋を使用した、しっとりとした食感が自慢の薄皮の蒸しま

んじゅうです。 

【食】橘屋  雲南市三刀屋町殿河内 51-3 (TEL)0854-45-2742 

出雲市 

斐川の恵みだ

んだん出西新

生姜プリン 

斐川平野の西側に位置する出西地区でのみ収穫される幻の出西生姜と木次乳業のパスチ

ャライズ牛乳で大人のデザートが出来ました。カラメルソースは黒糖で深い味わい、初

めての味を体験してください。さわやかなおいしさで、お持ち帰りも出来ます。おみや

げにもどうぞ。 

【食】道の駅 湯の川  出雲市斐川町荘原 2855-3 (TEL)0853-72-1750 

出雲市 
出西新生姜ご

飯 

斐川平野の西側に位置する出西地区でのみ収穫される幻の出西生姜の新生姜のみを使用

しています。奥出雲のまいたけ、地元にんじんを入れて美味しく炊き上げます。 

近くの宍道湖でとれる大和しじみとのセットもあります。新生姜のさわやかな香り、味

をお楽しみ下さい。 

【食】道の駅 湯の川  出雲市斐川町荘原 2855-3 (TEL)0853-72-1750 

西ノ島

町 

岩かき、イカ、

サザエ 

海に囲まれた隠岐は、海の幸が豊富です。夏は、岩かき、イカ、サザエなどが食べ頃で

す。  
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◇その他のとっておきの景色と食 ＜秋＞ 

＜景色＞ 

隠岐の

島町 
西村の波止場 

 

今は懐かしい船小屋があり、特に秋口から水が透き通って

海底を鮮明に見ることができます。海底が砂地だとマリン

ブルーに、岩に海草が生えている所は黒っぽく見えます。 

 

松江市 
大根島 高麗

人参畑 

およそ 20万年前、江島から始まった一連の火山活動によって出来た島が大根島です。周

囲12kmの小さな島にはミネラルなどの豊富な栄養素をたっぷり含んだ火山灰が降り積も

りました。地形的な性質から、千年以上の間、軍馬の放牧地として利用されてきました。

その結果生まれたのが大根島特有の土壌「黒ぼく土」です。人々はその土壌を活かし、

最高品質の特産品、高麗人蔘と牡丹をつくってきました。高麗人蔘は長野の信州、福島

の会津と並んで国内では３ヶ所しかない高麗人蔘の産地であり、品質は世界のトップレ

ベルです。 

松江市 宍道湖畔 

日本で６番目に大きな湖、宍道湖。すばらしい景色や食の恩恵を私たちにもたらしてく

れていますが、特に秋の夕日は出雲の平野部に沈むため、より低い位置まで夕日を楽し

むことができます。また、晩秋に旬となるゴズ釣りやうっすらと霧がかかった景観も湖

畔で見ることができます。またところどころに湖に立つお地蔵様や亀やたぬきが釣りを

している置物などもあり、「宍道湖八景」が選定されています。 

雲南市 山王寺の棚田 

「日本の棚田百選」に認定されている山王寺の棚田は雲南市大東町の北東部、標高 300m

の山腹に位置し、面積約 19ha、 棚田枚数約 200枚で構成されています。 

地域の農家の皆さんによって守られている農村の風景は、まさに自然と人工とが織りな

す芸術といえるものです。毎年秋の収穫期には「棚田まつり」が催されます。 

松江市 

上意東・畑（は

た）地区の柿す

だれ 

本町南部の山間地に位置する上意東・畑（はた）地区は、冬の北西風を通す地形に恵ま

れ、戦国時代からほし柿の里として知られています。毎年１１月中頃には、乾燥場に吊

るされた飴いろの柿すだれが晩秋の風物詩として辺りを彩り、その景観を見に訪れる人

も多く、「第５回美しい日本のむら景観コンテスト」で優秀賞を受賞したほどです。 

出雲市 
斐川平野と斐

川三山 

斐川平野と斐川三山（仏経山・高瀬山・大黒山）収穫のおえた斐川平野と、古事記の神

話に彩られた三山は、八雲立つ出雲の恵の地に豊作を祝う祭り一色に染まります。斐伊

川の清流とあいまって古代出雲神話の幕が開く。 

美郷町 秋の江川 

中国太郎の異名をとる江川は、古来流域の生活に様々な影響をもたらしてきた。流域の

物資の流通、食文化など川の恵みは計り知れない。美郷町信喜橋付近は江川が蛇行し、

浜原ダムでせきとめられた流れがゆったり流れ、まさに癒しのスポットである。 

隠岐の

島町 
トカゲ岩 

鷲ケ山の頂上付近の８０mの断崖を、全長約２６mの大トカゲが昇天の姿で這い上がって

いる姿は実に雄大でにわかには自然のものとは信じがたい思いがします。アノーソクレ

ース響岩質粗面斑岩の露出岩としてこれだけ巨大なものは世界でも例が少なく、学術研

究上きわめて貴重な資料とされている岩石で、２・３百万年前の火山活動によってでき

たものといわれています。北海道の「風船岩」・岡山の「象岩」と共に日本三奇岩とも

いわれています。トカゲ岩は、岩山の岩質の異なる部分が長年の風雨によって浸食、長

さ２６ｍの岩が岩盤に浮き上がって取り残されたものです。アルカリ流紋岩の山に響岩

質粗面斑岩（ひびきがんしつそめんはんがん）と呼ばれるアルカリ分に富んだ岩脈が発

達し、この粗面岩の部分が風雨の浸食ではがれてできたものです。両足は節理によって

できていますが、後ろ足は転石がはさまってできたものです。 
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＜食＞ 

松江市 

出雲市 
出雲そば 

 

そばの実をカラごと挽く「出雲そば」は、色が黒く、香り

が高く、コシが強いのが特徴です。出雲そばは、じっくり

とよく噛んで、蕎麦の香りをしっかりと味わって食べま

す。朱塗りの器を３段に重ねた「割子そば」は、出雲地方

独特のものです。割子そばは、薬味のネギ、大根おろし、

のりなどをのせて、各店秘伝のだし汁をかけて食べます。 

【食】市内のそば屋 

出雲市 
多伎のいちじ

く 

 

「手作りバイキング」が好評のレストランタラソは地産地

消をテーマとした食事をバラエティー豊かに楽しめます。

その中の出雲市多伎町産のいちじくは、小ぶりで甘みが強

いのが特徴の品種「蓬莱柿」です。上品な甘みと爽やかな

風味の品種で、多くのミネラルや食物繊維を含んでいま

す。生食に限らずスイーツ用にも様々なアレンジが行って

おります。 

【食】レストランタラソ 出雲市多伎町多岐 859番地１ 

(TEL)0853-86-2929 

江津市 鮎飯 

 

江の川では鮎が獲れるが、江の川最後の川漁師と言われる

天野勝則さん（江津市在住）が獲った鮎は、同じ江の川の

鮎でも品質が違うと言われている。それは、鮎の腹が一番

きれいな深夜に漁をすることと、一定の大きさや質のもの

しか商品にしないというこだわりがあるからであり、「天

野ブランド」とも言われている。 

雲南市 焼鯖寿司 

 

内陸に位置する雲南では、傷みが早い鯖を日持ちがするよ

うに一匹丸ごと串焼きにします。その焼き鯖の身をほぐし

てつくる焼き鯖寿司。 

焼き鯖の香ばしさが口いっぱいに広がる雲南ならではの

料理です。 

【食】おくい食堂  雲南市木次町木次 

(TEL)0854-42-0337 

奥出雲

町 

舞茸の豚肉巻

き 

 

奥出雲町の舞茸は、一般の舞茸とは違い、シャキシャキと

した食感やふくよかな香りが特徴です。舞茸はビタミン、

ミネラル、食物繊維を豊富に含んでいるうえ、免疫力を高

めるマイタケＤ－フラクションや、コレステロールの減少

が期待できるＸ－フラクションといった栄養価の高い食

品です。そのため、健康の面でも特に注目されています。

味、香り、栄養面の全てを兼ね備えている舞茸ですが、野

生ではめったにとれない貴重な食べ物です。自然の発生条

件に近づけ、大切に栽培されている奥出雲の舞茸を、ぜひ

ご賞味ください。 

津和野

町 
芋煮 

 

津和野の里芋は、コシが強く粘りがあり、きめ細かい里芋

です。この里芋を使った「芋煮」は、素朴にして上品な味。

日本海の小鯛をあぶったものでだしをとり、里芋以外の具

在は使わない。この「芋煮」は、今や津和野の秋の風物詩

となり、郷土の先人たちにより伝えてこられたかけがえの

ない郷土料理です。 
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隠岐の

島町 
隠岐そば 

 

隠岐そば…隠岐の冠婚葬祭に欠かせない郷土食。つなぎを

一切使わず、そば粉と水だけで作ります。そばの風味が強

く、切れやすいのが特徴。ダシは焼き鯖や、アゴダシを使

い濃い目のダシでいただく。丼を持ち、ダシと一緒に掻き

こむように食べるのが正しい食べ方。 

ソバを油で揚げたお菓子「そばチップ」がアクセント。 

※ソバ打ち体験あり（要予約）…自分で打ったソバの味は

格別です。 

【食】そば工房尾見  隠岐の島町向ヶ丘 

(TEL)08512-5-2238 

 

浜田市 室谷棚田御膳 

室谷棚田御膳は、毎年１０月下旬に開催される「室谷棚田まつり」で限定販売されてい

る。ごはんは棚田米を使用し、地元で採れた新鮮な野菜、山菜などふんだんに使った汁

もの、煮物、そして、デザートには特産品でもある西条柿と栗の渋皮煮がついている。

どこかなつかしいほっとさせられる田舎料理である。室谷棚田まつりで石見神楽を見な

がらいただくこの御膳はまた格別である。予約制であるが、まつり以外の時期にもその

時期の旬な食材で提供することができるご膳である。 

【食】むろだに茶屋（上室谷集会所） 浜田市三隅町室谷 856 (TEL)0855-34-0626 

出雲市 

出西新生姜ご

飯（しじみ汁つ

き） 

斐川町出西でのみ栽培される出西生姜の香りの良い新生姜をたくさん使用し美味しい生

姜ごはんを夏から秋にかけてお出ししています。宍道湖しじみ汁とお楽しみ下さい。 

【食】道の駅 湯の川  出雲市斐川町荘原 2855-3 (TEL)0853-73-9327 

奥出雲

町 
仁多牛弁当 

仁多米（こしひかり）と仁多牛、そして奥出雲の銘水で炊き込んだこだわりの牛肉弁当

です。ボリュームも満点です。奥出雲おろち号の車内で購入することが出来ます。 

奥出雲

町 
もちそばピザ 

そば粉が入った生地に、手作りのお餅をトッピング。奥出雲の名物をふんだんに使った

味です。販売日は土日のみ。 

【食】出雲横田駅～備後落合駅車内（予約先「奥出雲くしなだ新鮮組」） 

(TEL)0854-52-2299 

奥出雲

町 

たまごかけご

はん 

島根県仁多郡奥出雲町で作られた｢仁多米｣は日本一とも言われています。また、ブラン

ド玉子の多い中、｢たなべの玉子｣は本格的平地飼いの元気一杯の鶏からとれ、島根県で

は特に有名です。それに、｢おたまはん｣(㈱吉田ふるさと村）の卵かけご飯醤油は、全国

にブームを起こし現在では約５０品の同種の醤油が販売されています。 

※毎年、雲南市吉田町で開催される｢日本たまごかけごはんシンポジウム｣は今年で 5 回

を重ねました。 

【食】米：島根県仁多郡奥出雲町 卵・醤油：島根県雲南市吉田町 

 



 

 中国地方 とっておきの景色と食（県別データブック）島根県  13 

※このページの内容は、中国地方「とっておきの景色と食」に応募頂いた内容を基に構成しています。 

 【食】は応募頂いた内容のうち「食べることができる代表的なお店」を示しています。 

◇その他のとっておきの景色と食 ＜冬＞ 

＜景色＞ 

益田市 雪の匹見峡 

 

西中国山地の最高峰・恐羅漢山を源流とする国定公園匹見

峡は、表匹見峡、裏匹見峡、奥匹見峡、前匹見峡の４つの

変化に富んだ渓谷で構成されています。絶妙の模様を描き

だす岩肌の美しさ、流れ落ち、しぶきをあげる渓流の美し

さは、さながら自然の織りなす芸術品のようです。四季お

りおりに鮮やかに彩られる匹見峡の景観は、大自然とのふ

れあいを満喫させてくれます。なかでも、冬景色は、「岩

の黒」と「雪の白」のコントラストが冬の厳しさと美しさ

を感じさせ、雪のなかでひっそりと息づく渓谷は絶景で

す。 

安来市 清水寺三重塔 

 

587 年に開かれた天台宗の古刹、清水寺。厄払いの寺とし

て知られています。しんしんと雪の積もった参道を登る

と、開けてくるのは大きな境内。杉の大樹に広葉樹・・・

荘厳な空気に包まれる白銀の霊域がそこにはあります。

1859年建立の三重塔は、山陰で唯一の総ケヤキ造りの木造

多塔。自然美と千年の時の流れが、訪れる人をやすらかな

表情にさせてくれます。 

安来市 
能義平野に 飛

来する「白鳥」 

 

安来市沢町の能義平野には、毎年冬が近づくと、遠くシベ

リアから多くの白鳥が飛来します。空気が澄んでいる自然

豊かな「出雲織 のき白鳥の里」内にある白鳥観察棟から

見る、清水寺や大山などをバックにした至近距離での白鳥

観察はおすすめです。また、茅葺き交流棟では、絣織りの

伝統工芸の紹介や展示、地元の特産品、新鮮な農産物の販

売、参観者のための囲炉裏部屋や休憩室などがあり、ゆっ

くりと癒される寛ぎのひと時をお楽しみいただけます。 

安来駅より車で約 15 分、癒される田舎道を通りながら、

田んぼをまるで雪化粧のようにして餌をついばんでいる

白鳥たちが目印です。 

出雲市 築地松 

 

出雲地方の風物で全国でも珍しい風景です。 

効果は、①冬期日本海からの季節風を防ぐ。 

②斐伊川の氾濫のとき土地ごと流されるのを防ぐ。 

③枝を下ろしたものは燃料として備蓄、落葉は堆肥として

活用。 

④屋敷の広さと築地松の高さなど家の格式を表す。 

歴史は明らかでないが、生垣上の防風林は明治の終わりご

ろと思われる。 

 撮影スポット （散居村）   

・福富地内 

・久木今在家の斐伊川土手よりの展望 

 

松江市 意東海岸 

ラムサール条約に登録された中海を望む意東海岸は、カモなど野鳥たちの楽園となりま

す。また、よく晴れた日に海岸近くから遠く東の方向に目を向けると、出雲富士と称さ

れる雄大な大山（だいせん）の姿を見ることができます。 
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＜食＞ 

松江市 ほし柿 

 

本町南部の山間地に位置する上意東・畑（はた）地区では、

毎年秋になると本町の特産品「ほし柿づくり」が始まりま

す。戦国時代から伝わった西条柿のほし柿は、１１月中頃

には、専用の乾燥場に吊るされます。工程はすべて手作業

で行われ、無添加・無着色の本町のほし柿は、白い加糖の

装いとともに独特の風味をつくりあげます。色合い、大き

さ、味の三拍子が揃い、糖度も日本一を誇ります。 

【食】マル畑ほし柿生産組合 東出雲町大字上意東畑 

美郷町 あゆべか 

 

江の川はたくさんの川魚の宝庫である。川魚の中でも鮎は

もっとも親しまれている。鮎は塩焼き、せごし、でんがく

などにしたりするが、干し鮎にして保存し、さまざまな場

面で使用される。正月の雑煮のだしや盆のそうめん汁のだ

しをとったり、季節の野菜、豆腐で作る鮎べかは江の川流

域の誇れる次世代に伝えたい伝統食である。現代のような

冷凍保存の技術もない時代にいろりのまわりで、干してつ

くる干し鮎をうまく利用する先人の知恵に脱帽。 

【食】創菜料理 ゆるり  美郷町上川戸３１４ 

(TEL)0855-75-0607 

 

益田市 とち餅 

匹見町の「とち餅」は、清流を生かした昔ながらの製法で作る「懐かしい山里の味」。

とちの実は、そのままでは渋く、アクを抜かなければなりません。アク抜きは、水道水

ではなく、匹見の清流に何度もさらし、アクが抜けるまでの一通りの工程で約２ヶ月も

かかります。こうした手間をかけて作られたとち餅は、とちの実の香りと風味がたまり

ません。この素朴な風味を味わっていただくには、焼き餅にして塩で食べるなど、余り

手を加えない食べ方が１番です。ぜんざいに入れても、のどごしが良くおいしいです。 

【食】内谷とちの実会（注文による受注生産） 益田市匹見町石谷ロ 424 

(TEL)0856-56-0589（村上） 

 


