
隠岐島へ配流された後醍醐天皇が通ったと伝えられる
峠。展望台からは雄大な大山が望め、晩秋には雲海の
名所としても有名。近年はこの絶景が世界的に発信さ
れ、カメラマンも多く訪れる。( 根雨駅から 10.0km)

❾ 神秘的な晩秋の雲海・明
あ け ち と う げ

地峠

⓳泉龍寺
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オシドリが運ぶ幸福、そして幸運のまち。

鳥取県 日野町 観光ガイド

 ❶ まちのシンボル・オシドリ
全国で唯一の縁起の良い名前の神社です。神社の
ある金持郷は、伯耆国守護職 金持広親の郷で全
国の「金持」姓のルーツです。1333 年、金持景
藤公は後醍醐天皇を奉じて討幕の軍に参画し大活
躍したと伝えられています。
現在では、そのおめでたい名前にあやかり、金運・
開運を求めて多くの参拝客で賑わっています。

（根雨駅から 4 ㎞）■日野町観光物産館 金持神社
札所（売店）☎ 0859-72-0481

⓫ 金運・開運祈願は金
か も ち

持神社へ！

� 深山に眠る都合山たたら遺跡

⓬ 出雲街道根雨宿 ⓰ たたらの楽
がっこう

校 根雨楽舎
かつて、たたら製鉄でできた鉄
を商っていた「出店近藤」( 現
日野町公舎）内にあり、たたら
製鉄に関する展示を行っていま
す。※春から秋の土日開校（根
雨駅から 400 ｍ）

❻ ツツジの名所・滝山公園と龍王滝
春の桜・ツツジの名所として有名な公園です。特
に、４月中・下旬に開花する約３万本のミツバツ
ツジは、山全体をピンク色に染め、近隣にその類
を見ない素晴らしさです。夏の谷川の涼、秋の紅
葉と四季を通じて楽しめます。公園内にある滝山
神社の境内には、高さ 50m の龍王滝があり、小
泉八雲著「骨董」の中の「幽霊滝の伝説」の舞台
としても有名です。( 黒坂駅から 2km)

標高 400m の高原にある周囲
2.3km の 静 か な 湖「鵜の池」。
キャンプ場もあり、恒例の「鵜
の池マラソン大会」も開かれる
ほか、ハイキングや散策など、
四季の楽しみ方もいろいろで
す。( 根雨駅から 7.0km)

❸ 高原の風が渡る鵜
う

の池

  ⓭ 町歴史民俗資料館(旧根雨公会堂) ❷ 町並み一望、塔の峰公園
根雨の町並みと遠く大山の南壁
が一望できる公園で、春は桜の
名所として親しまれています。
現代彫刻界の異才と称される辻
晋堂作の平和観音像が建立され
ています。( 根雨駅から 700m)

日野川の上流を６人乗りのラフト ( ゴムボー
ト ) で豪快に下ります。スリルとスピード感
を味わいながら、自然のすばらしさを満喫で
きます。(4、5、10 月の土日祝日のみ開催 )
※ 要 予 約（ 日 野 町 教 育 委 員 会 ☎ 0859-72-
2107)

❹ 頂上からは遠くに大山！宝
ほうぶつさん

仏山

❿ 西日本屈指のカヌーのメッカ、カヌーの里

❺ 日野川名物のアユ❽ 日野川の奇勝・寝
ねざめきょう

覚峡 ⓱ 重要文化財など収蔵する長
ちょうらくじ

楽寺

治承年間、高倉宮以仁王を奉じて戦った中央の
武将・長谷部信連公の記念碑。この地に流され、
逆境を乗り越えて延暦寺、祇園神社を建立した
ほか、長楽寺も再建。京都の文化を広めたと伝
えられています。後に能登国（石川県）の地頭、
穴水城主となりました。（根雨駅から 4.5 ㎞）

　  ⓲ 伊藤博文筆による、長谷部信
のぶつら

連公の碑

⓳ 幕末の志士ゆかりの泉
せんりゅうじ

龍寺⓮ 文芸評論家・生田長江の碑

祇園の森に立つ祇園神社（根雨神社）の鳥居へ
続くこの橋は、昭和８年建築。鉄筋コンクリー
ト製ながら、高欄の擬宝珠が景観との調和を見
せます。（根雨駅から４００ｍ）

　⓯ 祇園橋

庄屋の米蔵を改造した美術館。１階は
絵画展示、２階は江戸・明治の古美術
館です。伊藤博文・東郷平八郎・山岡
鉄舟の書、古刀などが楽しめます。（上
菅駅から 1km)☎ 0859-74-0136

　 �「蔵」美術館

■観光全般
　日野町観光協会☎ 0859-72-0332
　日野町観光物産館 金持神社札所（売店）☎ 0859-72-0481
■交通関係
　JR 根雨駅☎ 0859-72-0057
　日野交通タクシー☎ 0859-72-0219
　日ノ丸バス（米子）☎ 0859-32-2121
　日交バス（米子）☎ 0859-33-9111
■日野川くだり（ラフティング）
　日野町教育委員会☎ 0859-72-2107
■史跡・文化財
　長楽寺☎ 0859-72-0558（光明寺）
　泉龍寺☎ 0859-74-0140
　町歴史民俗資料館☎ 0859-72-2107( 日野町教育委員会）
　※その他、文化財については、日野町教育委員会（☎ 0859-
　72-2107）まで。
■宿泊施設
    �日野町交流センター「リバーサイドひの」☎ 0859-77-0333
　日野川の岸辺の宿泊・交流施設です。
　清流を眺め、せせらぎを聞きながらゆったりとくつろげます。
　�朝勝館 ☎ 0859-72-0015
　 根雨のまち中にある落ち着いた雰囲気の旅館。オシドリ観     
     察の際の宿泊に便利です。

越冬のため、秋から春先にか
けて日野川に飛来。根雨のオ
シドリ観察小屋 (11 月～ 3 月）
からは、ピーク時約 1,000 羽
の姿を間近に観察できます。
観察のおすすめは早朝または
夕方。仲睦まじく美しいオシ
ドリは、鳥取県の鳥、日野
町の鳥にも指定されていま
す。（根雨駅から 400m）

根雨の鉄山師・近藤家が明治時代に経営し
ていた「たたら製鉄」の跡。たたら研究の
第一人者・俵国一による、操業時の詳細な
記録が残っており、学術的にも貴重なたた
ら遺跡です。
スマホやタブレット端末に専用アプリ「た
たらのバーチャルガイド」をダウンロード
(https.//okuhino-tatarano.com) す れ ば、
操業時の様子が画面上に再現されるＡＲ体
験も。( 上菅駅から徒歩約 3km)

日野町根雨を通る出雲街道は、
かつて松江藩の殿様が参勤交代
をする重要なルートでした。
本陣の門など、根雨の町並みは
宿場町の風情を今に残していま
す。( 根雨駅下車すぐ）

� 五万石の古城・黒坂鏡山城址
関ヶ原の功により 1610 年、関一政が日野・
会見・汗入のうちの五万石で当地に転封とな
り築城。同時に、アシなどの茂るこの地に城
下町をつくりました。その後池田領となる
も、一国一城令により城は廃され陣屋となり、
1869 年より郡政所に転用されました。現在
も、城址の石垣や井戸などが残っています。

（黒坂駅から 600 ｍ）※ガイド要予約

建物は、昭和 15 年建築の国登
録有形文化財。昔の農具・民具・
生活用品など約 1,800 点の所蔵
資料の一部を展示。（根雨駅か
ら 400m）※見学は要予約（町
教育委員会：☎ 0859-72-2107)

中国地方の百名山のひとつ、宝仏山 ( 標高 1,005m)。
平成 14 年に大山隠岐国立公園に編入され、現在は
登山道が整備されています。登山道入口から山頂ま
では標高差 800 ｍ、登りは 2 時間余りかかります。
山頂からは大山や美保湾が一望できます。※山開き
は 4 月 29 日。（登山道入口まで根雨駅から 400 ｍ）

日野川中流のカヌーの里は、カヌースラロームの適
地。ゆったりと流れる淵や岩が覗く急流など、スリ
ルに富んだコースは西日本屈指のコースとして知ら
れ、毎年大会も開かれています。また選手たちの練
習の場として活用されています。
※利用は要予約（町教育委員会：☎ 0859-72-2107)

日野川の峡谷が一層せまり、
奇勝景観を展開。5 月中旬に
はキシツツジが岸辺に群生
し、岩肌をピンクに染めるの
も見ものです。( 黒坂駅から
約 2km)

日野川は、西日本有数の
アユ釣りのメッカ。６月
のアユ釣りの解禁には太
公望が訪れます。

長楽寺は、長谷部信連公により再建されたと伝
わる曹洞宗の寺。平安後期の作といわれる本尊
薬師如来、脇侍日光・月光菩薩、毘沙門天、不
動明王の５体の仏像は傑作といわれ、国の重要
文化財です。そのほか、十二神将像（町指定文
化財）も収蔵するほか、狩野派絵師・法橋索準
による本堂の格天井絵も見事です。（根雨駅か
ら 5.5 ㎞）※拝観は要予約☎ 0859-72-0558

黒坂にある曹洞宗の寺。幕末、
鳥取藩の勤皇派である河田左久
馬ら「因藩二十士」が幽閉され
たことで知られ、現在も二十士
による書画、詩文などの遺品（町
指定文化財）が保存されていま
す。（黒坂駅から 800m）
※ 拝 観 は 要 予 約 ☎ 0859-74-
0140

日野町出身の文人・生田長江は、
明治・大正時代の指導的な評論
家であり、優れた翻訳家・小説
家・劇作家でもありました。根
雨駅近くの延暦寺境内に長江の
レリーフと自筆文が彫られた、
辻晉堂作の顕彰碑が建てられて
います。（根雨駅から 200 ｍ）

⓴ 福田家の墓 ( お墓さん）
鳥取藩の重臣で、日野郡内で
三千石を領有し、代々黒坂陣
屋を治めた福田家の墓所。
４代目福田筑後久武と８代目
福田丹波久寧の墓２基のほか
に、一段下に家老山上半太夫
の墓があります。（黒坂駅か
ら 800 ｍ）

観光スポットを
ジャンルで色分け

まちの
おすすめスポット

出雲街道と
たたらを学ぶ 自然公園 スポーツ・

アクティビティ 史跡・文化財→

色とりどりの派手な色合いがオス

参拝客の開運を願って毎年元旦に行われる獅子舞遺跡でＡＲを起動すると、当時の様子を再現（右上）

お盆には関家の旗が立つ

ツツジと八重桜の競演も

発電用のダム湖でもある鵜の池

明治初年の建築といわれる鉄山師・近藤家住宅

高台から町を見守る近藤家七代寿一郎が私財で建築

水しぶきを浴びてリフレッシュ！

山頂からの眺めは抜群

多くの国体選手を育てたコース

一級河川・日野川日野川くだりの人気スポット

高さ約 4mの大きな墓石

左から月光菩薩、薬師如来、日光菩薩

信連公屋敷跡に建つ碑 ( 中央 )

志士たちの心を伝える遺品の数々

日野町貝原の出身

緩くカーブを描き、京の風情を感じさせる

庄屋の繁栄を物語る展示

　  ❼ 豪快！日野川くだり（ラフティング）

●の中の番号は、裏面のマップに対応しています。



●古民家「沙々樹」
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