
イ　観光地点別観光入込客延べ数
＊印：H22年新規調査施設        単位：人

市町村
新
規

H22
入込客延べ数

H21
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対前年増減 分類コード

松江市 (1) 宍道湖遊覧船 24,530 21,247 15.45% 1-01-03

松江市 (2) 松江城 281,769 280,768 +0.4% 1-02-02

松江市 (3) 松江城山公園 317,740 316,612 +0.4% 1-02-02

松江市 (4) 小泉八雲記念館 108,746 118,330 -8.1% 1-02-06

松江市 (5) 武家屋敷 101,591 109,394 -7.1% 1-02-06

松江市 (6) 八雲立つ風土記の丘 16,143 15,650 +3.2% 1-02-06

松江市 (7) ガイダンス山代の郷 12,281 12,386 -0.8% 1-02-06

松江市 (8) かんべの里 47,661 50,991 -6.5% 1-02-06

松江市 (9) 松江しんじ湖温泉 208,086 198,028 +5.1% 1-03-01

松江市 (10) ぐるっと松江レイクライン 134,916 143,177 -5.8% 1-06-99

松江市 (11) ぐるっと松江堀川めぐり 307,544 327,306 -6.0% 1-01-04

松江市 (12) 松江・堀川地ビール館 169,817 184,086 -7.8% 1-05-03

松江市 (13) 秋鹿なぎさ公園 37,947 41,060 -7.6% 1-04-07

松江市 (14) 島根県立美術館 273,957 351,736 -22.1% 1-02-07

松江市 (15) カラコロ工房 369,083 404,859 -8.8% 1-05-01

松江市 (16) 松江イングリッシュガーデン 232,259 219,140 +6.0% 1-02-04

松江市 (17) 松江フォーゲルパーク 167,481 191,659 -12.6% 1-02-09

松江市 (18) 松江郷土館 72,845 65,443 +11.3% 1-02-06

松江市 (19) 明々庵 8,152 9,832 -17.1% 1-02-99

松江市 (20) 普門院 2,563 - - 1-02-03

松江市 (21) 月照寺 19,280 21,672 -11.0% 1-02-03

松江市 (22) 田部美術館 6,113 6,656 -8.2% 1-02-07

松江市 (23) 島根県物産観光館 156,139 148,043 +5.5% 1-05-01

松江市 (24) ボートピア松江 160,310 173,327 -7.5% 1-04-99

松江市 (25) 忌部自然休養村 29,102 30,214 -3.7% 1-04-03

松江市 (26) 袖師窯 304 417 -27.1% 1-02-11

松江市 (27) 八重垣神社 312,717 231,395 +35.1% 1-02-03

松江市 (28) 枕木山 67,500 67,500 +0.0% 1-01-01

松江市 (29) 朝日山 16,000 16,000 +0.0% 1-01-01

松江市 (30) 嵩山 12,000 12,000 +0.0% 1-01-01

松江市 (31) その他（神社・史跡等） 729,222 747,321 -2.4% 1-02-03

松江市 (32) 佐太神社 77,700 76,100 +2.1% 1-02-03

松江市 (33) 島根原子力館 61,192 69,723 -12.2% 1-02-06

松江市 (34) 恵曇海岸 21,500 21,500 +0.0% 1-04-04

松江市 (35) 古浦海水浴場 17,500 9,100 +92.3% 1-04-05

松江市 (36) 鹿島多久の湯 217,079 218,139 -0.5% 1-03-01

松江市 (37) 加賀の潜戸 19,240 19,240 +0.0% 1-01-05

松江市 (38) 潜戸遊覧船 5,671 5,816 -2.5% 1-01-99

松江市 (39) 小波海水浴場 15,800 11,500 +37.4% 1-04-05

松江市 (40) 桂島海水浴場 8,900 6,100 +45.9% 1-04-05

松江市 (41) その他海水浴場 14,200 11,000 +29.1% 1-04-05

松江市 (42) 小波キャンプ場 2,486 2,032 +22.3% 1-04-03

松江市 (43) 桂島キャンプ場 520 300 +73.3% 1-04-03

松江市 (44) 島根町全域釣り 65,800 65,100 +1.1% 1-04-04

松江市 (45) マリンハウス加賀 1,552 1,544 +0.5% 1-04-03

松江市 (46) マリンゲートしまね 12,832 17,091 -24.9% 1-04-99

観光地・施設名
　　　　（観光地内訳）
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松江市 (47) ダイビングセンター 0 459 -100.0% 1-04-99

松江市 (48) マリンパーク多古鼻 25,771 25,502 +1.1%

松江市 a （宿泊棟） 9,358 9,089 +3.0% 1-04-03

松江市 b （その他） 16,413 16,413 +0.0% 1-04-99

松江市 (49) 美保関 365,279 379,554 -3.8%

松江市 a （美保神社） 212,600 216,800 -1.9% 1-02-03

松江市 b （美保関灯台） 152,679 162,754 -6.2% 1-01-05

松江市 (50) 北浦海水浴場 13,478 5,326 +153.1% 1-04-05

松江市 (51) メテオプラザ 31,726 29,966 +5.9% 1-04-99

松江市 (52) 美保関町全域釣り 101,800 103,900 -2.0% 1-04-04

松江市 (53) 熊野大社 293,000 294,500 -0.5% 1-02-03

松江市 (54) 安部栄四郎記念館 6,556 4,319 +51.8% 1-02-06

松江市 (55) 星上山スターパーク 2,622 3,154 -16.9% 1-04-03

松江市 (56) ゆうあい熊野館 201,703 202,219 -0.3% 1-03-01

松江市 (57) ホットランドやくも 30,351 31,560 -3.8% 1-04-99

松江市 (58) 玉造温泉 633,809 600,971 +5.5% 1-03-01

松江市 (59) 玉造温泉ゆ～ゆ 222,630 222,432 +0.1% 1-03-01

松江市 (60) 出雲玉作資料館 4,666 5,089 -8.3% 1-02-06

(61) 玉作湯神社 * 75,000 - - 1-02-03

松江市 (62) ふるさと森林公園 184,110 182,301 +1.0%

松江市 a （ふるさと森林公園キャンプ場） 37,857 37,159 +1.9% 1-04-03

松江市 b （コテージ） 16,355 16,887 -3.2% 1-04-03

松江市 c （その他） 129,898 128,255 +1.3% 1-04-07

松江市 (63) 来待温泉 2,340 2,444 -4.3% 1-03-01

松江市 (64) 玉造温泉カントリークラブ 23,527 23,806 -1.2% 1-04-01

松江市 (65) 蒐古館 7,465 7,443 +0.3% 1-02-06

松江市 (66) 来待ストーン 34,385 35,733 -3.8% 1-02-06

松江市 (67) きまち湯治村大森の湯 132,121 133,170 -0.8% 1-03-01

松江市 (68) 大根島 268,910 236,297 +13.8%

松江市 a （由志園） 253,548 227,954 +11.2% 1-02-04

松江市 b （その他） 15,362 8,343 +84.1% 1-01-99

松江市 (69) 宍道湖しじみ館 40,173 41,089 -2.2% 1-02-06

松江市 (70) まつえ暖談食フェスタ 87,000 93,260 -6.7% 2-01-01

松江市 (71) お城まつり 240,000 201,100 +19.3% 2-01-01

松江市 (72) 武者行列 130,000 50,000 +160.0% 2-01-06

松江市 (73) 大根島春のぼたん祭 25,125 20,981 +19.8% 2-01-01

松江市 (74) 松江水郷祭 385,000 385,000 +0.0% 2-01-04

松江市 (75) 松江しんじ湖温泉お湯かけ地蔵まつり 52,000 54,000 -3.7% 2-01-01

松江市 (76) 松江水燈路 92,000 105,000 -12.4% 2-01-01

松江市 (77) 松江祭鼕行列 80,000 80,000 +0.0% 2-01-05

松江市 (78) その他（イベント等） 26,229 263,018 -90.0% 2-01-99

8,764,546 8,874,127 -1.2%

東出雲町 その他（イベント等） 0 120,000 -100.0% 2-01-99

0 120,000 -100.0%

安来市 (1) 足立美術館 591,816 431,334 +37.2% 1-02-07

安来市 (2) 和鋼博物館 13,261 9,790 +35.5% 1-02-06

安来市 (3) 清水寺 300,100 299,600 +0.2% 1-02-03

松江市　計

東出雲町　計
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安来市 (4) 鷺の湯温泉 166,048 164,059 +1.2% 1-03-01

安来市 (5) 夢ランドしらさぎ 138,038 144,369 -4.4% 1-03-01

安来市 (6) 安来節屋 3,210 3,900 -17.7% 1-04-99

安来市 (7) 安来節演芸館 102,890 89,590 +14.8% 1-02-06

安来市 (8) 広瀬絣センター 27,857 24,361 +14.4% 1-02-06

安来市 (9) 歴史民俗資料館 4,074 3,798 +7.3% 1-02-06

安来市 (10) 月山の湯憩いの家 33,485 33,663 -0.5% 1-03-01

安来市 (11) 富田山荘 47,423 51,211 -7.4% 1-03-01

安来市 (12) 山佐ダム 2,666 2,926 -8.9% 1-01-99

安来市 (13) 比田温泉健康増進施設 44,762 46,818 -4.4% 1-03-01

安来市 (14) 金屋子神話民俗館 865 683 +26.6% 1-02-06

安来市 (15) チューリップ祭 5,000 25,000 -80.0% 2-01-99

安来市 (16) 上の台緑の村 8,742 7,497 +16.6%

安来市 a （上の台緑の村キャンプ場） 260 259 +0.4% 1-04-03

安来市 b (その他) 8,482 7,238 +17.2% 1-04-07

安来市 (17) やすぎ月の輪まつり * 62,000 - - 2-01-01

安来市 (18) やすぎ刃物まつり * 29,000 - - 2-01-01

1,581,237 1,338,599 +18.1%

雲南市 (1) かみくの桃源郷 6,097 6,089 +0.1%

雲南市 a （かみくの桃源郷キャンプ場） 1,034 1,353 -23.6% 1-04-03

雲南市 b (その他) 5,063 4,736 +6.9% 1-04-07

雲南市 (2) 温泉 263,418 279,338 -5.7%

雲南市 a 海潮温泉 62,410 64,488 -3.2% 1-03-01

雲南市 b ゆとりの里 0 12,595 -100.0% 1-03-01

雲南市 c おろち湯ったり館 114,024 114,037 -0.0% 1-03-01

雲南市 d ふかたに温泉ふかたに荘 10,352 11,634 -11.0% 1-03-01

雲南市 e 出雲湯村温泉清嵐荘 55,080 56,426 -2.4% 1-03-01

雲南市  f 波多温泉満壽の里 21,552 20,158 +6.9% 1-03-01

雲南市 (3) 古代鉄歌謡館 8,934 10,262 -12.9% 1-02-06

雲南市 (4) 海洋センター 38,234 34,090 +12.2% 1-04-99

雲南市 (5) 加茂岩倉遺跡 6,146 6,225 -1.3% 1-02-01

雲南市 (6) 斐伊川堤防 115,000 115,000 +0.0% 1-01-99

雲南市 (7) 雲南市健康の森 25,187 25,273 -0.3%

雲南市 a （雲南市健康の森キャンプ場） 2,322 2,468 -5.9% 1-04-03

雲南市 b (その他) 22,865 22,805 +0.3% 1-04-07

雲南市 (8) 明石緑が丘公園 43,978 42,959 +2.4% 1-04-07

雲南市 (9) 芦谷峡・やまめの里 5,180 1,096 +372.6% 1-01-04

雲南市 (10) 鉄の歴史博物館 3,266 3,156 +3.5% 1-02-06

雲南市 (11) 鉄の未来科学館 1,520 1,581 -3.9% 1-02-06

雲南市 (12) 山内生活伝承館 3,430 3,312 +3.6% 1-02-06

雲南市 (13) 吉田グリーンシャワーの森 1,781 1,398 +27.4% 1-04-03

雲南市 (14) 龍頭八重滝県立自然公園 57,640 52,350 +10.1% 1-01-04

雲南市 (15) ふれあいの里奥出雲公園 320 7,945 -96.0% 1-04-07

雲南市 (16) クラシック島根カントリークラブ 17,509 17,743 -1.3% 1-04-01

雲南市 (17) 道の駅さくらの里きすき 129,493 150,178 -13.8% 1-06-99

雲南市 (18) 道の駅掛合の里 122,617 126,137 -2.8% 1-06-99

雲南市 (19) 大東七夕祭り * 20,000 - - 2-01-01

安来市　計
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雲南市 (20) うんなんまめなカー市 * 14,800 - - 2-01-01

884,550 884,132 +0.0%

奥出雲町 (1) 鬼の舌震 95,579 102,125 -6.4% 1-01-04

奥出雲町 (2) 可部屋集成館 6,523 9,872 -33.9% 1-02-06

奥出雲町 (3) 奥出雲多根自然博物館 4,243 3,066 +38.4% 1-02-06

奥出雲町 (4) 玉峰山荘 134,885 146,526 -7.9% 1-03-01

奥出雲町 (5) 道の駅酒蔵奥出雲交流館 111,810 110,294 +1.4% 1-06-99

奥出雲町 (6) 絲原記念館 9,923 12,300 -19.3% 1-02-06

奥出雲町 (7) 奥出雲たたらと刀剣館 4,891 6,945 -29.6% 1-02-06

奥出雲町 (8) 三井野原スキー場 4,807 5,527 -13.0% 1-04-02

奥出雲町 (9) 道の駅おろちループ 135,200 152,500 -11.3% 1-06-99

奥出雲町 (10) 交流館「三国」 46,090 51,640 -10.7% 1-05-03

奥出雲町 (11) ヴィラ船通山斐乃上荘 29,483 51,860 -43.1% 1-03-01

奥出雲町 (12) 三成愛宕祭 * 20,000 - - 2-01-01

奥出雲町 (13) 船通山 * 14,981 - - 1-01-01

奥出雲町 (14) 延命水 * 124,859 - - 1-06-99

743,274 652,655 +13.9%

飯南町 (1) 東三瓶フラワーバレー 10,000 7,000 +42.9% 2-01-99

飯南町 (2) 琴引フォレストパークスキー場 28,890 28,608 +1.0% 1-04-02

飯南町 (3) 琴引ビレッジ キャンプ場 118 152 -22.4% 1-04-03

飯南町 (4) 琴引ビレッジ 山荘 20,938 29,041 -27.9% 1-04-99

飯南町 (5) 頓原地区全域釣り - 1,118 - 1-04-04

飯南町 (6) 道の駅頓原 64,874 56,069 +15.7% 1-06-99

飯南町 (7) 赤名観光ぼたん園 11,050 11,100 -0.5% 1-02-09

飯南町 (8) 飯南町ふるさとの森 7,163 15,457 -53.7%

飯南町 (9) a （飯南町ふるさとの森キャンプ場） 954 2,632 -63.8% 1-04-03

飯南町 (10) b （その他） 6,209 12,825 -51.6% 1-04-07

飯南町 (11) 道の駅赤来高原 52,751 73,952 -28.7% 1-06-99

飯南町 (12) 加田の湯 34,499 34,818 -0.9% 1-03-01

飯南町 (13) うぐいす茶屋 41,841 45,206 -7.4% 1-05-03

飯南町 (14) 青空市ぶなの里 92,225 98,025 -5.9% 1-05-99

364,349 400,546 -9.0%

出雲市 (1) 立久恵峡 118,998 108,965 +9.2% 1-01-04

出雲市 (2) 出雲民芸館 1,346 1,269 +6.1% 1-02-06

出雲市 (3) 出雲文化伝承館 77,587 88,035 -11.9% 1-02-06

出雲市 (4) 出雲健康公園 27,576 30,557 -9.8% 1-04-99

出雲市 (5) 出雲ゆうプラザ 179,327 34,165 +424.9% 1-04-99

出雲市 (6) 出雲科学館 127,873 127,004 +0.7% 1-02-06

出雲市 (7) しまね花の郷 63,273 62,506 +1.2% 1-02-09

出雲市 (8) 長浜神社 55,867 48,952 +14.1% 1-02-03

出雲市 (9) 鰐淵寺 - 98,980 - 1-02-03

出雲市 (10) 平田本陣記念館 16,876 16,270 +3.7% 1-02-06

出雲市 (11) 平田海岸 26,600 28,100 -5.3%

出雲市 a （河下・猪目海水浴場） - 1,200 - 1-04-05

出雲市 b （猪目海岸キャンプ場） - 100 - 1-04-03

出雲市 c （釣り） 26,600 26,800 -0.7% 1-04-04

雲南市　計

奥出雲町　計

飯南町　計
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出雲市 (12) 島根ゴルフ倶楽部 33,209 34,943 -5.0% 1-04-01

出雲市 (13) 湖遊館 55,043 53,388 +3.1% 1-04-01

出雲市 (14) 宍道湖グリーンパーク 25,880 20,438 +26.6% 1-04-99

出雲市 (15) ゴビウス 109,675 115,288 -4.9% 1-02-06

出雲市 (16) 旬鮮市場思ひ出横丁ぶらり - 35,966 - 1-05-99

出雲市 (17) 湯元楯縫割烹温泉ゆらり 285,703 300,833 -5.0% 1-03-01

出雲市 (18) すさのおの郷ゆかり館 91,591 91,208 +0.4% 1-03-01

出雲市 (19) 目田森林公園 9,387 10,199 -8.0% 1-04-07

出雲市 (20) 須佐神社 173,184 89,500 +93.5% 1-02-03

出雲市 (21) 多伎いちじく温泉 161,399 199,219 -19.0% 1-03-01

出雲市 (22) 田儀海岸 6,880 5,296 +29.9%

出雲市 a （田儀海水浴場） 3,184 2,450 +30.0% 1-04-05

出雲市 b （その他） 3,696 2,846 +29.9% 1-01-05

出雲市 (23) キララビーチ（岐久海岸） 166,964 111,285 +50.0%

出雲市 a （海水浴場） 98,480 56,000 +75.9% 1-04-05

出雲市 b （その他） 68,484 55,285 +23.9% 1-01-05

出雲市 (24) 多伎町全域釣り 6,639 6,639 +0.0% 1-04-04

出雲市 (25) キララコテージ 55,738 52,247 +6.7% 1-04-03

出雲市 (26) 道の駅キララ多伎 575,227 543,865 +5.8% 1-06-99

出雲市 (27) マリンタラソ出雲 123,721 121,939 +1.5% 1-04-99

出雲市 (28) 湖陵温泉 19,445 55,620 -65.0% 1-03-01

出雲市 (29) クアハウス湖陵 45,570 45,949 -0.8% 1-03-01

出雲市 (30) いづも大社カントリークラブ 36,374 35,073 +3.7% 1-04-01

出雲市 (31) 日御碕 1,109,000 1,134,000 -2.2% 1-01-05

出雲市 (32) 出雲大社 2,468,000 2,307,000 +7.0% 1-02-03

出雲市 (33) 吉兆館 32,275 22,858 +41.2% 1-02-06

出雲市 (34) 手銭記念館 1,346 2,034 -33.8% 1-02-06

出雲市 (35) 島根ワイナリー 843,400 873,425 -3.4% 1-05-03

出雲市 (36) 稲佐の浜海水浴場 1,000 964 +3.7% 1-04-05

出雲市 (37) おわし浜海水浴場 5,700 5,800 -1.7% 1-04-05

出雲市 (38) 大社町全域釣り 44,500 44,500 +0.0% 1-04-04

出雲市 (39) 古代出雲歴史博物館 231,496 213,996 +8.2% 1-02-06

出雲市 (40) 多伎いちじく館 * 111,060 - - 1-06-99

出雲市 (41) 出雲弥生の森博物館 * 48,037 - - 1-02-06

出雲市 (42) 出雲神話まつり * 100,000 - - 2-01-04

出雲市 (43) 神在月出雲全国そばまつり * 17,000 - - 2-01-01

出雲市 (44) 出雲産業見本市 * 13,000 - - 2-01-01

出雲市 (45) 鰐淵寺紅葉まつり * 31,000 - - 2-01-01

出雲市 (46) その他 516,000 553,403 -6.8% 1-02-03

8,249,766 7,731,678 +6.7%

斐川町 (1) 荒神谷遺跡 58,630 68,303 -14.2%

斐川町 (2) a （荒神谷博物館） 12,894 17,034 -24.3% 1-02-06

斐川町 (3) b （公園） 45,736 51,269 -10.8% 1-02-01

斐川町 (4) 湯の川温泉 56,735 52,237 +8.6% 1-03-01

斐川町 (5) 出雲いりすの丘 ひかわ美人の湯 132,725 126,297 +5.1% 1-03-01

斐川町 (6) 道の駅湯の川 423,782 409,836 +3.4% 1-06-99

出雲市　計

21



イ　観光地点別観光入込客延べ数
＊印：H22年新規調査施設        単位：人

市町村
新
規

H22
入込客延べ数

H21
入込客延べ数

対前年増減 分類コード
観光地・施設名
　　　　（観光地内訳）

斐川町 (7) 出雲キルト美術館 * 9,866 - - 1-02-07

斐川町 (8) 工房おかや木芸・岡清木芸 * 16,003 - - 1-02-11

斐川町 (9) 原鹿の旧豪農屋敷 * 12,939 - - 1-02-12

斐川町 (10) 出雲空港カントリー倶楽部 * 33,298 - - 1-04-01

743,978 656,673 +13.3%

大田市 (1) 三瓶山 570,100 579,500 -1.6%

大田市 a （三瓶観光リフト） 19,804 17,830 +11.1% 1-04-01

大田市 b （北の原キャンプ場） 10,852 11,525 -5.8% 1-04-03

大田市 c （さんべ温泉スキー場） 0 7,672 -100.0% 1-04-02

大田市 d （三瓶自然館） 146,195 135,639 +7.8% 1-02-06

大田市 e （三瓶小豆原埋没林公園） 30,264 35,264 -14.2% 1-02-99

大田市 f （三瓶温泉） 104,341 112,771 -7.5% 1-03-01

大田市 g （その他） 258,644 258,799 -0.1% 1-01-01

大田市 (2) 石見銀山 386,446 560,200 -31.0%

大田市 a （石見銀山資料館） 35,928 53,603 -33.0% 1-02-06

大田市 b （石見銀山龍源寺間歩） 196,495 239,129 -17.8% 1-02-01

大田市 c （河島家） 10,698 14,498 -26.2% 1-02-06

大田市 d （熊谷家） 13,712 20,708 -33.8% 1-02-05

大田市 e （世界遺産センター） 129,613 - - 1-02-08

大田市 f （その他） - 232,262 - 1-02-05

大田市 (3) 大田海岸 13,500 106,200 -87.3%

大田市 a （波根海水浴場） - 8,100 - 1-04-05

大田市 b （久手海水浴場） 4,000 18,800 -78.7% 1-04-05

大田市 c （鳥井海水浴場） 3,000 14,000 -78.6% 1-04-05

大田市 d （福光海水浴場） - 8,200 - 1-04-05

大田市 e （櫛島海水浴場） - 4,100 - 1-04-05

大田市 f （琴ヶ浜海水浴場） 6,500 19,800 -67.2% 1-04-05

大田市 g （仁万海岸海水浴場） - 800 - 1-04-05

大田市 h （大田市全域釣り） - 32,400 - 1-04-05

大田市 (4) 温泉津温泉 106,345 43,752 +143.1% 1-03-01

大田市 (5) 櫛島キャンプ場 523 294 +77.9% 1-04-03

大田市 (6) やきもの館 10,545 14,277 -26.1% 1-02-06

大田市 (7) ゆう・ゆう館 7,979 9,814 -18.7% 1-02-06

大田市 (8) 温泉津ふれあい館 36,555 37,364 -2.2% 1-05-01

大田市 (9) 仁摩サンドミュージアム 78,328 99,560 -21.3% 1-02-06

大田市 (10) 大田市彼岸市「中日つぁん」 * 80,000 - - 2-01-01

大田市 (11) 大田市民のまつり「天領さん」 * 52,000 - - 2-01-01

大田市 (12) その他（イベント等） 83,100 110,939 -25.1% 2-01-99

1,425,421 1,561,900 -8.7%

川本町 (1) ふれあい公園笹遊里 2,863 1,342 +113.3% 1-04-03

川本町 (2) 湯谷温泉　弥山荘 32,185 32,185 +0.0% 1-03-01

川本町 (3) 音戯館 2,364 2,787 -15.2% 1-02-06

37,412 36,314 +3.0%

美郷町 (1) ゴールデンユートピアおおち 50,716 53,277 -4.8% 1-04-99

美郷町 (2) カヌー博物館 5,799 5,527 +4.9% 1-02-06

美郷町 (3) カヌーの里おおち 2,109 2,048 +3.0% 1-04-03

斐川町

川本町　計

大田市　計
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美郷町 (4) 湯抱温泉 2,662 1,859 +43.2% 1-03-01

美郷町 (5) 鴨山記念館 642 728 -11.8% 1-02-06

美郷町 (6) 潮温泉 9,294 9,579 -3.0% 1-03-01

美郷町 (7) グリーンロード３７５ 26,172 24,630 +6.3% 1-06-99

美郷町 (8) 江の川遊覧船 31 281 -89.0% 1-01-04

97,425 97,929 -0.5%

邑南町 (1) 軍原キャンプ場 154 151 +2.0% 1-04-03

邑南町 (2) ほたるの館 2,730 2,018 +35.3% 1-02-06

邑南町 (3) 伴蔵山自然回帰高原 1,428 1,497 -4.6% 1-01-02

邑南町 (4) 邑南町青少年旅行村 8,154 6,178 +32.0% 1-04-03

邑南町 (5) 瑞穂ハイランド 168,000 130,000 +29.2% 1-04-02

邑南町 (6) 水明カントリークラブ 24,464 27,035 -9.5% 1-04-01

邑南町 (7) ハンザケ自然館 5,869 6,031 -2.7% 1-02-06

邑南町 (8) 断魚渓 20,059 23,740 -15.5%

邑南町 a （深篠川キャンプ場） 324 531 -39.0% 1-04-03

邑南町 b （その他） 19,735 23,209 -15.0% 1-01-04

邑南町 (9) いこいの村しまね 62,305 77,039 -19.1% 1-04-99

邑南町 (10) 香木の森公園 95,871 116,763 -17.9% 1-02-09

邑南町 (11) いわみ温泉 54,022 52,290 +3.3% 1-03-01

443,056 442,742 +0.1%

浜田市 (1) 三階山 3,040 2,660 +14.3% 1-01-01

浜田市 (2) 石見海浜公園 752,480 725,200 +3.8%

浜田市 a （アクアス） 470,758 483,779 -2.7% 1-02-10

浜田市 b （海浜公園海水浴場） 102,997 67,447 +52.7% 1-04-05

浜田市 c （海浜公園キャンプ場） 14,971 12,240 +22.3% 1-04-03

浜田市 d （その他） 163,754 161,734 +1.2% 1-04-07

浜田市 石見畳ヶ浦／国府海岸 107,095 74,680 +43.4%

浜田市 a （国府・畳ヶ浦海水浴場） 65,000 21,000 +209.5% 1-04-05

浜田市 b （その他） 42,095 53,680 -21.6% 1-01-05

浜田市 (3) 浜田海岸 68,900 83,710 -17.7%

浜田市 a （浜田海岸海水浴場） 4,520 2,250 +100.9% 1-04-05

浜田市 b （その他） 64,380 81,460 -21.0% 1-01-05

浜田市 (4) 折居海岸 4,450 3,690 +20.6%

浜田市 a （折居海岸海水浴場） 2,540 1,030 +146.6% 1-04-05

浜田市 b （その他） 1,910 2,660 -28.2% 1-01-05

浜田市 (5) 石見安達美術館 587 686 -14.4% 1-02-07

浜田市 (6) しまねお魚センター 181,483 152,594 +18.9% 1-05-01

浜田市 (7) 浜田市全域釣り 109,050 92,920 +17.4% 1-04-04

浜田市 (8) 浜田市世界こども美術館 72,179 52,615 +37.2% 1-02-07

浜田市 (9) 浜田市ゴルフ場 61,320 63,514 -3.5%

浜田市 a （浜田ゴルフリンクス） 24,573 24,425 +0.6% 1-04-01

浜田市 b （浜田ゴルフ&カントリーリゾート） 8,440 10,436 -19.1% 1-04-01

浜田市 c （金城カントリークラブ） 28,307 28,653 -1.2% 1-04-01

浜田市 (10) かなぎウエスタンライディングパーク 23,439 28,548 -17.9% 1-04-99

浜田市 (11) エクス和紙の館 439 - - 1-02-06

浜田市 (12) 美又温泉 102,998 105,056 -2.0% 1-03-01

邑南町　計

美郷町　計
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浜田市 (13) きんたの里 108,892 126,838 -14.1% 1-03-01

浜田市 (14) 旭テングストン 17,765 21,829 -18.6% 1-04-02

浜田市 (15) 旭温泉 77,885 73,854 +5.5% 1-03-01

浜田市 (16) ふるさと体験村 26,766 29,006 -7.7% 1-04-99

浜田市 (17) 三隅公園 14,010 13,200 +6.1% 1-01-99

浜田市 (18) 三隅海岸（田の浦公園含む） 8,500 4,500 +88.9%

浜田市 a （三隅海岸海水浴場） 7,000 3,000 +133.3% 1-04-05

浜田市 b （釣り） 1,500 1,500 +0.0% 1-04-04

浜田市 (19) アクアみすみ 53,534 57,224 -6.4% 1-04-99

浜田市 (20) 三隅発電所ふれあいホール 15,483 24,277 -36.2% 1-02-06

浜田市 (21) 石正美術館 24,989 22,968 +8.8% 1-02-07

浜田市 (22) 道の駅ゆうひパーク三隅 * 33,954 - - 1-06-99

浜田市 (23) 浜っ子春祭り * 21,000 - - 2-01-01

浜田市 (24) 浜っ子夏祭り * 63,000 - - 2-01-04

浜田市 (25) ＢＢ大鍋フェスティバル * 35,000 - - 2-01-01

浜田市 (26) コワ温泉 * 4,368 - - 1-03-01

1,992,606 1,759,569 +13.2%

江津市 (1) 千丈渓 2,616 2,517 +3.9% 1-01-04

江津市 (2) 風の国 69,090 71,701 -3.6% 1-03-01

江津市 (3) 水の国 2,587 2,785 -7.1% 1-02-06

江津市 (4) 江津海岸 64,558 47,548 +35.8%

江津市 a （波子海水浴場） 37,450 22,000 +70.2% 1-04-05

江津市 b （浅利海水浴場） 3,900 2,900 +34.5% 1-04-05

江津市 c （黒松海水浴場） 2,850 1,850 +54.1% 1-04-05

江津市 d （釣り） 18,634 19,037 -2.1% 1-04-04

江津市 e （その他） 1,724 1,761 -2.1% 1-01-05

江津市 (5) 有福温泉 93,362 97,719 -4.5% 1-03-01

江津市 (6) 地場産センター 4,339 5,366 -19.1% 1-05-01

江津市 (7) 菰沢公園オートキャンプ場 1,391 1,389 +0.1% 1-04-03

江津市 (8) ごうつ秋まつり * 18,000 - - 2-01-01

江津市 (9) 江の川祭り * 60,000 - - 2-01-01

315,943 229,025 +38.0%

益田市 (1) 医光寺 8,731 9,716 -10.1% 1-02-03

益田市 (2) 万福寺 4,490 5,443 -17.5% 1-02-03

益田市 (3) 雪舟の郷記念館 4,186 4,509 -7.2% 1-02-06

益田市 (4) 万葉公園 227,208 228,334 -0.5% 1-04-07

益田市 (5) 島根県芸術文化センター　グラントワ 323,083 308,906 +4.6%

益田市 a （石見美術館） 113,958 82,943 +37.4% 1-02-07

益田市 b （いわみ芸術劇場） 144,413 142,227 +1.5% 2-01-10

益田市 ｃ （その他） 64,712 83,736 -22.7% 2-01-99

益田市 (6) 土田海水浴場 - 12,700 - 1-04-05

益田市 (7) 持石海水浴場 54,000 11,100 +386.5% 1-04-05

益田市 (8) 小浜海水浴場 - 2,900 - 1-04-05

益田市 (9) その他遊泳場 - 3,400 - 1-04-05

益田市 (10) 益田市全域釣り 18,900 21,000 -10.0% 1-04-04

益田市 (11) みと自然の森 2,622 2,341 +12.0% 1-01-99

江津市　計

浜田市　計
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益田市 (12) 美都温泉 123,257 120,593 +2.2%

益田市 a （湯元館） 120,809 119,258 +1.3% 1-03-01

益田市 b （その他） 2,448 1,335 +83.4% 1-03-01

益田市 (13) 秦記念館 570 704 -19.0% 1-02-06

益田市 (14) ひだまりパークみと 64,575 62,009 +4.1% 1-04-99

益田市 (15) 匹見峡 16,278 14,242 +14.3% 1-01-04

益田市 (16) メイズ 3,286 3,822 -14.0% 1-04-99

益田市 (17) 裏匹見峡キャンプ場 830 535 +55.1% 1-04-03

益田市 (18) やすらぎの湯 60,669 65,250 -7.0% 1-03-01

益田市 (19) 匹見川釣り 2,400 4,000 -40.0% 1-04-04

益田市 (20) 美濃地屋敷 6,183 7,506 -17.6% 1-02-06

921,268 889,010 +3.6%

津和野町 (1) 津和野郷土館 2,126 1,877 +13.3% 1-02-06

津和野町 (2) 津和野民俗資料館 4,479 5,672 -21.0% 1-02-06

津和野町 (3) 森鴎外記念館 19,913 21,559 -7.6% 1-02-06

津和野町 (4) 三本松城跡観光リフト 13,903 14,406 -3.5% 1-01-02

津和野町 (5) 桑原史成写真美術館 1,193 858 +39.0% 1-02-07

津和野町 (6) 太皷谷稲成神社 644,546 699,772 -7.9% 1-02-03

津和野町 (7) 安野光雅美術館 19,591 22,256 -12.0% 1-02-07

津和野町 (8) 道の駅なごみの里 248,416 260,308 -4.6% 1-06-99

津和野町 (9) 日原天文台（星と森の科学館含む） 2,396 2,289 +4.7% 1-02-06

津和野町 (10) 枕瀬山森林公園キャンプ場 335 327 +2.4% 1-04-03

津和野町 (11) 高津川・鮎つり 20,053 25,709 -22.0% 1-04-04

津和野町 (12) シルク染め織り館 0 444 -100.0% 1-02-06

津和野町 (13) 道の駅シルクウェイにちはら 307,741 325,159 -5.4% 1-06-99

津和野町 (14) その他（安蔵寺山、杣の里　他） 3,676 1,546 +137.8% 1-01-99

津和野町 (15) 森鴎外旧宅 * 29,147 - - 1-02-01

津和野町 (16) SLやまぐち号 * 22,608 - - 1-06-99

1,340,123 1,382,182 -3.0%

吉賀町 (1) 右ヶ谷キャンプ場 - 133 - 1-04-03

吉賀町 (2) 柿木温泉 40,700 42,663 -4.6% 1-03-01

吉賀町 (3) 木部谷温泉 11,737 11,758 -0.2% 1-03-01

吉賀町 (4) 道の駅かきのきむら 46,117 48,889 -5.7% 1-06-99

吉賀町 (5) リバーサイドログハウス村 1,325 920 +44.0% 1-04-03

吉賀町 (6) ゴギの郷ログハウス村 229 256 -10.5% 1-04-03

吉賀町 (7) 水源会館 1,875 1,863 +0.6% 1-02-06

吉賀町 (8) むいかいち温泉ゆ・ら・ら 125,936 112,716 +11.7% 1-03-01

吉賀町 (9) 道の駅むいかいち温泉 * 49,117 - - 1-06-99

277,036 219,198 +26.4%

海士町 (1) 隠岐神社 21,913 16,508 +32.7% 1-02-03

海士町 (2) 後鳥羽院資料館 13,866 10,227 +35.6% 1-02-06

海士町 (3) 海中展望船あまんぼう 3,489 3,985 -12.4% 1-01-06

海士町 (4) 明屋海岸海水浴場 1,884 1,352 +39.3% 1-04-05

海士町 (5) レインボービーチ * 3,356 - - 1-04-05

44,508 32,072 +38.8%

西ノ島町 (1) 国賀海岸 29,286 27,884 +5.0% 1-01-05

海士町　計

吉賀町　計

津和野町　計

益田市　計
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イ　観光地点別観光入込客延べ数
＊印：H22年新規調査施設        単位：人

市町村
新
規

H22
入込客延べ数

H21
入込客延べ数

対前年増減 分類コード
観光地・施設名
　　　　（観光地内訳）

西ノ島町 (2) 黒木御所碧風館 2,513 5,062 -50.4% 1-02-06

西ノ島町 (3) 西ノ島ふるさと館 1,119 940 +19.0% 1-02-06

西ノ島町 (4) 外浜海水浴場 4,597 2,894 +58.8% 1-04-05

西ノ島町 (5) 耳浦（東国賀）海水浴場 439 - - 1-04-05

西ノ島町 (6) 耳浦キャンプ場 271 - - 1-04-03

西ノ島町 (7) マリンパーク弁天 422 753 -44.0% 1-04-03

西ノ島町 (8) ノア隠岐 3,085 3,379 -8.7% 1-04-99

西ノ島町 (9) 海釣り公園センター 1,293 1,695 -23.7% 1-04-04

43,025 42,607 +1.0%

知夫村 (1) 知夫赤壁 11,579 13,036 -11.2% 1-01-05

知夫村 (2) 島津島・長尾海岸 - 866 -

知夫村 (3) a （島津島・長尾海水浴場） - 790 - 1-04-05

知夫村 (4) b （島津島キャンプ場） - 76 - 1-04-03

知夫村 (5) 知夫村全域釣り - 1,822 - 1-04-04

11,579 15,724 -26.4%

隠岐の島町 (1) 隠岐国分寺 8,962 0 - 1-02-03

隠岐の島町 (2) 玉若酢命神社 - 7,799 - 1-02-03

隠岐の島町 (3) 白島 - 20,619 - 1-01-05

隠岐の島町 (4) 隠岐自然館 1,879 1,771 +6.1% 1-02-06

隠岐の島町 (5) 塩浜海水浴場 5,915 4,453 +32.8% 1-04-05

隠岐の島町 (6) 中村海水浴場 4,445 4,970 -10.6% 1-04-05

隠岐の島町 (7) 中村キャンプ場 - 57 - 1-04-03

隠岐の島町 (8) 西郷お魚センターりょうば 32,445 25,441 +27.5% 1-05-03

隠岐の島町 (9) 浄土ヶ浦 - 8,280 - 1-01-05

隠岐の島町 (10) 春日の浜海水浴場 1,510 1,190 +26.9% 1-04-05

隠岐の島町 (11) ミモザキャンプ場 - 120 - 1-04-03

隠岐の島町 (12) グリーンプラザキャンプ場 - 195 - 1-04-03

隠岐の島町 (13) 国民保養センター隠岐の島 - 7,300 - 1-04-99

隠岐の島町 (14) 布施地区全域釣り - 1,280 - 1-04-04

隠岐の島町 (15) 水若酢神社 22,309 23,737 -6.0% 1-02-03

隠岐の島町 (16) 隠岐郷土館 4,815 5,069 -5.0% 1-02-06

隠岐の島町 (17) 五箇創生館 9,110 5,819 +56.6% 1-02-06

隠岐の島町 (18) 隠岐温泉ＧＯＫＡ 14,739 16,282 -9.5% 1-03-01

隠岐の島町 (19) 五箇海岸 - 6,426 - 1-04-05

隠岐の島町 (20) 吉浦キャンプ場 - 298 - 1-04-03

隠岐の島町 (21) 屋那の松原 - 5,180 - 1-01-05

隠岐の島町 (22) 津戸園地 13,590 16,768 -19.0% 1-04-99

隠岐の島町 (23) 遊漁センター - 306 - 1-04-99

隠岐の島町 (24) あいらんどパークキャンプ場 - 38 - 1-04-03

隠岐の島町 (25) 海幸の浜海水浴場 - 181 - 1-04-05

隠岐の島町 (26) 福浦海水浴場 * 2,373 - - 1-04-05

122,092 163,579 -25.4%

28,403,194 27,530,261 +3.2%

隠岐の島町　計

島根県　計

知夫村　計

西ノ島町　計
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