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運輸・緊急の連絡先

TEL

TELTEL名称

松江警察署

松江北消防署

松江南消防署

松江市立病院

松江赤十字病院

松江保健所

安来警察署

安来市消防本部

安来市立病院

松江保健所（安来エリアも管轄）

出雲警察署

出雲消防署

島根県立中央病院

島根大学医学部附属病院

出雲保健所

出雲市立総合医療センター

雲南警察署

雲南消防署

雲南市立病院

雲南保健所

0852-28-0110

0852-31-9119

0852-22-1191

0852-60-8000

0852-24-2111

0852-23-1313 ※0852-33-7638

0854-22-0110

0854-22-0119

0854-32-2121

0852-23-1313 ※0852-33-7638

0853-24-0110

0853-21-6926

0853-22-5111

0853-23-2111

0853-21-1190 ※0853-24-7017

0853-63-5111

0854-45-0110

0854-40-0119

0854-47-7500

0854-42-9623 ※0854-47-7777

名称

大田警察署

大田消防署

大田市立病院

県央保健所

浜田警察署

浜田消防署

浜田医療センター

浜田保健所

益田警察署

津和野警察署

益田広域消防署

益田赤十字病院

益田保健所

隠岐の島警察署

浦郷警察署

隠岐島消防署

隠岐島消防署島前分署

隠岐病院

隠岐島前病院

隠岐保健所

0854-82-0110

0854-82-0650

0854-82-0330

0854-84-9800 ※0854-84-9810

0855-22-0110

0855-22-1229

0855-25-0505

0855-29-5537 ※0855-29-5967

0856-22-0110

0856-72-0110

0856-31-0240

0856-22-1480

0856-31-9535 ※0856-25-7011

08512-2-0110

08514-6-0121

08512-3-0119

08514-6-1119

08512-2-1356

08514-7-8211

08512-2-9701 ※08512-2-9900

緊急時連絡先

住　所会社名

運輸会社 ※掲載：（一社）島根県旅客自動車協会会員

0852-20-5200

0852-26-9339

0852-52-2081

0852-76-2845

0852-22-3681

0852-60-1111

0852-66-3613

0852-61-5552

0854-38-0631

0854-22-2672

0853-53-6010

0853-31-5777

0853-63-1261

0853-25-2062

0854-49-8430

0854-54-1047

0855-82-2252

0855-95-0554

0855-28-3901

0855-24-8381

0856-24-0076

0856-22-1100

0856-23-6937

0856-77-0073

08512-2-1281

08514-6-0016

08514-2-0020

FAX 大型貸切車両数

0852-20-5201

0852-26-0239

0852-52-2205

0852-76-2870

0852-25-4334

0852-60-1126

0852-66-3646

0852-61-5553

0854-38-0135

0854-23-1051

0853-53-6020

0853-31-5778

0853-63-8220

0853-21-8608

0854-49-8432

0854-54-1045

0855-82-2880

0855-95-1235

0855-24-8203

0855-24-8382

0856-24-0074

0856-24-0077

0856-23-7397

0856-77-1448

08512-2-4358

08514-6-0018

08514-2-1200
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一畑バス㈱

いづみ観光バス㈲

㈲いやタクシー

はつみ交通㈱

松江一畑交通㈱

松江市交通局

㈲クリーンサービス

仁多観光(株)

㈱伯太観光

安来市場運送㈲

㈲出雲観光タクシー

㈲スサノオ観光

西尾自動車㈱

中国ジェイアールバス㈱

奥出雲観光

奥出雲交通㈱

大和観光

西日本トータルサービス㈱

㈲ぜん

㈲浜田交通

石見交通㈱

㈱イワミツアー

第一観光バス㈱

六日市交通

隠岐一畑交通㈱

隠岐観光㈱

隠岐海士交通㈱

〒690-0823 松江市西川津町1656-1

〒690-0045 松江市乃白町468-1

〒699-0101 松江市東出雲町揖屋611-5

〒690-1406 松江市八束町二子166-1

〒690-0821 松江市上東川津町1238

〒690-0038 松江市平成町1751-21

〒699-0406 松江市宍道町佐々布1849

〒690-2104 松江市八雲町3098-1

〒692-0322 安来市伯太町上小竹193

〒692-0017 安来市下坂田町105-1

〒699-0722 出雲市大社町北荒木854-3

〒693-0029 出雲市築山新町3-10

〒691-0001 出雲市平田町1627

〒693-0008 出雲市駅南町1-8（島根支店）

〒699-1104 雲南市加茂町南加茂877-11

〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成211-4

〒696-0704 邑智郡美郷町都賀本郷125-2

〒696-0103 邑智郡邑南町矢上62-1

〒697-0003 浜田市国分町1819-22

〒697-0005 浜田市上府町イ306-2

〒698-0021 益田市幸町2-63

〒698-0021 益田市幸町2-63

〒698-0025 益田市あけぼの西町5-7（島根営業所）

〒699-5514 鹿足郡吉賀町立河内125

〒685-0013 隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の上2-1

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷544-15

〒684-0403 隠岐郡海士町大字海士2494
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観光についてのお問い合わせ先

担当課名市町村名 住所

市町村関係

観光協会

県関係

TEL FAX

観光文化課観光係

国際観光課国際観光係

商工観光課

観光課

観光振興課

商工観光課

産業振興課

観光振興課

産業振興課

産業振興課

商工観光課

商工観光課

観光交流課

観光交流課

商工観光課

企画課

商工観光課

交流促進課

観光定住課

地域振興課

0852-55-5214

0852-55-5632

0854-23-3110

0853-21-6588

0854-40-1054

0854-54-2504

0854-76-2214

0854-83-8192

0855-75-1214

0855-72-0636

0855-95-2565

0855-52-7494

0855-25-9530

0856-31-0331

0856-72-0652

0856-77-1437

08512-2-8575

08514-2-0017

08514-7-8777

08514-8-2211

〒690-8540 松江市末次町86

〒690-8540 松江市末次町86

〒692-8686 安来市安来町878-2

〒693-8530 出雲市今市町70

〒699-1392 雲南市木次町里方521-1

〒699-1592 仁多郡奥出雲町三成358-1

〒690-3513 飯石郡飯南町下赤名880

〒694-0064 大田市大田町大田口1111

〒699-4692 邑智郡美郷町粕淵168

〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271-3

〒696-0192 邑智郡邑南町矢上6000

〒695-8501 江津市江津町1525 ※2021年5月以降移転予定 

〒697-8501 浜田市殿町1

〒698-0024 益田市駅前町17-１ 益田駅前ビルEAGA3階

〒699-5605 鹿足郡津和野町後田口64-6

〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市750

〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町下西78-2

〒684-0404 隠岐郡海士町大字福井1365-5

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町浦郷534 ※2021年4月以降移転予定

〒684-0100 隠岐郡知夫村1065

0852-55-5634

0852-55-5550

0854-23-3061

0853-21-6585

0854-40-1059

0854-54-1229

0854-76-3950

0854-82-9150

0855-75-1218

0855-72-1136

0855-95-0223

0855-52-1365

0855-23-4040

0856-23-4655

0856-72-1650

0856-77-1891

08512-2-3302

08514-2-0358

08514-7-8025

08514-8-2093

担当課名 住所 TEL FAX

島根県観光振興課

日比谷しまね館

島根県大阪事務所

島根県なごや情報センター

島根県広島事務所

公益社団法人 島根県観光連盟

0852-22-5292

03-5860-9845

06-6364-3605

052-262-4858

082-541-2410

0852-21-3990

〒690-8501 松江市殿町1

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル「日比谷シャンテ」B1F

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル2F 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル4F

〒730-0032 広島県広島市中区立町1-23 ごうぎん広島ビル6F

〒690-8501 松江市殿町1

0852-22-5580

03-5860-9846

06-6364-3854

052-262-4877

082-541-2412

0852-22-5580

観光協会名 TEL 観光協会名 TEL

一般社団法人 松江観光協会

安来市観光協会

一般社団法人 出雲観光協会

一般社団法人 雲南市観光協会

一般社団法人 奥出雲町観光協会

一般社団法人 飯南町観光協会

一般社団法人  大田市観光協会

美郷町観光協会

川本町観光協会

一般社団法人 邑南町観光協会

江津市観光協会

0852-27-5843

0854-23-7667

0853-53-2112

0854-42-9770

0854-54-2260

0854-76-9050

0854-88-9950

0855-75-1330

0855-74-2345

0855-95-2369

0855-52-0534

一般社団法人 浜田市観光協会

一般社団法人 益田市観光協会

美都町特産観光協会

匹見町観光協会

一般社団法人 津和野町観光協会

吉賀町観光協会

隠岐観光協会

一般社団法人 隠岐の島町観光協会

一般社団法人 海士町観光協会

一般社団法人 西ノ島町観光協会

知夫里島観光協会

0855-24-1085

0856-22-7120

0856-52-3160

0856-56-0310

0856-72-1771

080-2922-1506

08512-2-1577

08512-2-0787

08514-2-0101

08514-7-8888

08514-8-2272

松 江 市

安 来 市

雲 南 市

出 雲 市

飯 南 町

奥出雲町

大 田 市

美 郷 町

邑 南 町

川 本 町

浜 田 市

江 津 市

益 田 市

津和野町

隠岐の島町

吉 賀 町

西ノ島町

海 士 町

知 夫 村

※は、しまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」専用番号です。
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運輸・緊急の連絡先

TEL

TELTEL名称

松江警察署

松江北消防署

松江南消防署

松江市立病院

松江赤十字病院

松江保健所

安来警察署

安来市消防本部

安来市立病院

松江保健所（安来エリアも管轄）

出雲警察署

出雲消防署

島根県立中央病院

島根大学医学部附属病院

出雲保健所

出雲市立総合医療センター

雲南警察署

雲南消防署

雲南市立病院

雲南保健所

0852-28-0110

0852-31-9119

0852-22-1191

0852-60-8000

0852-24-2111

0852-23-1313 ※0852-33-7638

0854-22-0110

0854-22-0119

0854-32-2121

0852-23-1313 ※0852-33-7638

0853-24-0110

0853-21-6926

0853-22-5111

0853-23-2111

0853-21-1190 ※0853-24-7017

0853-63-5111

0854-45-0110

0854-40-0119

0854-47-7500

0854-42-9623 ※0854-47-7777

名称

大田警察署

大田消防署

大田市立病院

県央保健所

浜田警察署

浜田消防署

浜田医療センター

浜田保健所

益田警察署

津和野警察署

益田広域消防署

益田赤十字病院

益田保健所

隠岐の島警察署

浦郷警察署

隠岐島消防署

隠岐島消防署島前分署

隠岐病院

隠岐島前病院

隠岐保健所

0854-82-0110

0854-82-0650

0854-82-0330

0854-84-9800 ※0854-84-9810

0855-22-0110

0855-22-1229

0855-25-0505

0855-29-5537 ※0855-29-5967

0856-22-0110

0856-72-0110

0856-31-0240

0856-22-1480

0856-31-9535 ※0856-25-7011

08512-2-0110

08514-6-0121

08512-3-0119

08514-6-1119

08512-2-1356

08514-7-8211

08512-2-9701 ※08512-2-9900

緊急時連絡先

住　所会社名

運輸会社 ※掲載：（一社）島根県旅客自動車協会会員

0852-20-5200

0852-26-9339

0852-52-2081

0852-76-2845

0852-22-3681

0852-60-1111

0852-66-3613

0852-61-5552

0854-38-0631

0854-22-2672

0853-53-6010

0853-31-5777

0853-63-1261

0853-25-2062

0854-49-8430

0854-54-1047

0855-82-2252

0855-95-0554

0855-28-3901

0855-24-8381

0856-24-0076

0856-22-1100

0856-23-6937

0856-77-0073

08512-2-1281

08514-6-0016

08514-2-0020

FAX 大型貸切車両数

0852-20-5201

0852-26-0239

0852-52-2205

0852-76-2870

0852-25-4334

0852-60-1126

0852-66-3646

0852-61-5553

0854-38-0135

0854-23-1051

0853-53-6020

0853-31-5778

0853-63-8220

0853-21-8608

0854-49-8432

0854-54-1045

0855-82-2880

0855-95-1235

0855-24-8203

0855-24-8382

0856-24-0074

0856-24-0077

0856-23-7397

0856-77-1448

08512-2-4358

08514-6-0018

08514-2-1200
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一畑バス㈱

いづみ観光バス㈲

㈲いやタクシー

はつみ交通㈱

松江一畑交通㈱

松江市交通局

㈲クリーンサービス

仁多観光(株)

㈱伯太観光

安来市場運送㈲

㈲出雲観光タクシー

㈲スサノオ観光

西尾自動車㈱

中国ジェイアールバス㈱

奥出雲観光

奥出雲交通㈱

大和観光

西日本トータルサービス㈱

㈲ぜん

㈲浜田交通

石見交通㈱

㈱イワミツアー

第一観光バス㈱

六日市交通

隠岐一畑交通㈱

隠岐観光㈱

隠岐海士交通㈱

〒690-0823 松江市西川津町1656-1

〒690-0045 松江市乃白町468-1

〒699-0101 松江市東出雲町揖屋611-5

〒690-1406 松江市八束町二子166-1

〒690-0821 松江市上東川津町1238

〒690-0038 松江市平成町1751-21

〒699-0406 松江市宍道町佐々布1849

〒690-2104 松江市八雲町3098-1

〒692-0322 安来市伯太町上小竹193

〒692-0017 安来市下坂田町105-1

〒699-0722 出雲市大社町北荒木854-3

〒693-0029 出雲市築山新町3-10

〒691-0001 出雲市平田町1627

〒693-0008 出雲市駅南町1-8（島根支店）

〒699-1104 雲南市加茂町南加茂877-11

〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成211-4

〒696-0704 邑智郡美郷町都賀本郷125-2

〒696-0103 邑智郡邑南町矢上62-1

〒697-0003 浜田市国分町1819-22

〒697-0005 浜田市上府町イ306-2

〒698-0021 益田市幸町2-63

〒698-0021 益田市幸町2-63

〒698-0025 益田市あけぼの西町5-7（島根営業所）

〒699-5514 鹿足郡吉賀町立河内125

〒685-0013 隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の上2-1

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷544-15

〒684-0403 隠岐郡海士町大字海士2494
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観光についてのお問い合わせ先

担当課名市町村名 住所

市町村関係

観光協会

県関係

TEL FAX

観光文化課観光係

国際観光課国際観光係

商工観光課

観光課

観光振興課

商工観光課

産業振興課

観光振興課

産業振興課

産業振興課

商工観光課

商工観光課

観光交流課

観光交流課

商工観光課

企画課

商工観光課

交流促進課

観光定住課

地域振興課

0852-55-5214

0852-55-5632

0854-23-3110

0853-21-6588

0854-40-1054

0854-54-2504

0854-76-2214

0854-83-8192

0855-75-1214

0855-72-0636

0855-95-2565

0855-52-7494

0855-25-9530

0856-31-0331

0856-72-0652

0856-77-1437

08512-2-8575

08514-2-0017

08514-7-8777

08514-8-2211

〒690-8540 松江市末次町86

〒690-8540 松江市末次町86

〒692-8686 安来市安来町878-2

〒693-8530 出雲市今市町70

〒699-1392 雲南市木次町里方521-1

〒699-1592 仁多郡奥出雲町三成358-1

〒690-3513 飯石郡飯南町下赤名880

〒694-0064 大田市大田町大田口1111

〒699-4692 邑智郡美郷町粕淵168

〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271-3

〒696-0192 邑智郡邑南町矢上6000

〒695-8501 江津市江津町1525 ※2021年5月以降移転予定 

〒697-8501 浜田市殿町1

〒698-0024 益田市駅前町17-１ 益田駅前ビルEAGA3階

〒699-5605 鹿足郡津和野町後田口64-6

〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市750

〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町下西78-2

〒684-0404 隠岐郡海士町大字福井1365-5

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町浦郷534 ※2021年4月以降移転予定

〒684-0100 隠岐郡知夫村1065

0852-55-5634

0852-55-5550

0854-23-3061

0853-21-6585

0854-40-1059

0854-54-1229

0854-76-3950

0854-82-9150

0855-75-1218

0855-72-1136

0855-95-0223

0855-52-1365

0855-23-4040

0856-23-4655

0856-72-1650

0856-77-1891

08512-2-3302

08514-2-0358

08514-7-8025

08514-8-2093

担当課名 住所 TEL FAX

島根県観光振興課

日比谷しまね館

島根県大阪事務所

島根県なごや情報センター

島根県広島事務所

公益社団法人 島根県観光連盟

0852-22-5292

03-5860-9845

06-6364-3605

052-262-4858

082-541-2410

0852-21-3990

〒690-8501 松江市殿町1

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル「日比谷シャンテ」B1F

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル2F 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル4F

〒730-0032 広島県広島市中区立町1-23 ごうぎん広島ビル6F

〒690-8501 松江市殿町1

0852-22-5580

03-5860-9846

06-6364-3854

052-262-4877

082-541-2412

0852-22-5580

観光協会名 TEL 観光協会名 TEL

一般社団法人 松江観光協会

安来市観光協会

一般社団法人 出雲観光協会

一般社団法人 雲南市観光協会

一般社団法人 奥出雲町観光協会

一般社団法人 飯南町観光協会

一般社団法人  大田市観光協会

美郷町観光協会

川本町観光協会

一般社団法人 邑南町観光協会

江津市観光協会

0852-27-5843

0854-23-7667

0853-53-2112

0854-42-9770

0854-54-2260

0854-76-9050

0854-88-9950

0855-75-1330

0855-74-2345

0855-95-2369

0855-52-0534

一般社団法人 浜田市観光協会

一般社団法人 益田市観光協会

美都町特産観光協会

匹見町観光協会

一般社団法人 津和野町観光協会

吉賀町観光協会

隠岐観光協会

一般社団法人 隠岐の島町観光協会

一般社団法人 海士町観光協会

一般社団法人 西ノ島町観光協会

知夫里島観光協会

0855-24-1085

0856-22-7120

0856-52-3160

0856-56-0310

0856-72-1771

080-2922-1506

08512-2-1577

08512-2-0787

08514-2-0101

08514-7-8888

08514-8-2272

松 江 市

安 来 市

雲 南 市

出 雲 市

飯 南 町

奥出雲町

大 田 市

美 郷 町

邑 南 町

川 本 町

浜 田 市

江 津 市

益 田 市

津和野町

隠岐の島町

吉 賀 町

西ノ島町

海 士 町

知 夫 村

※は、しまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」専用番号です。
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