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津 山 市
教育旅行
ガイドブック
歴史と文化の息づくまち岡山県津山市で
「主体的・対話的で深い学び」を！！

岡山県
津山市

　岡山県津山市は、古代に美作国の国府が置かれて以来、１３００年もの

長きにわたり、この地域の政治・経済・文化の中心として栄えてきました。

　近世では約４００年前に築かれた津山城を中心に城下町が形成され、

旧出雲街道に沿って城東地区や城西地区に町家や寺社、近代建築が

軒を連ね、歴史的な姿を見て触れることができます。津山市には、歴史を物

語る施設、自然や産業遺産などの、特色ある施設があり、幅広い分野で学

びを楽しむことが出来るのも魅力の一つです。

　当時の歴史文化が脈 と々受け継がれ、今なお生活に息づき、自然と調

和したここ津山市は、子どもたちの心を育む教育旅行に適した魅力あふれ

るまちです。

みまさかのくに

アクセス方法

バスツアー助成等※条件、申請書類などについてはホームページをご覧ください。

交通のご案内 レンタサイクルのご案内

鳥取

京都

神戸

大阪
岡山

高松

尾道
広島

三次

新見

米子
出雲

山陽自動
車道

JR山陽新幹線

JR津山線

JR 因美線

中国自動車道

JR山陰本線

岡山県

松江

米子IC

北房JCT

神戸JCT

三次東JCT 岡山桃太郎空港

広島北IC

姫路

坂出JCT

落合JCT

院庄IC 津山IC

津山

空港 新幹線 高速道路 国道凡　例 鉄道

JR ●津山観光センター
　津山市山下97-１　TEL 0868-22-3310

Tsuyama_Free_Wi-Fi

観光ボランティアガイド

このステッカーのある場所で、Free_Wi-Fiをご
利用いただけます。

津山にお越しの観光客の皆様をおもてなし
の心で元気に明るく楽しくご案内します。
詳細はホームページをご覧ください。

まちの情報を手軽に
ゲットできる“観光アプリ”

ココシル津山

タクシー ●岡山桃太郎空港から乗合タクシーで　約１時間
　・空港乗合タクシーのご利用は
　　TEL 0868-22-1234 勝田交通（株）

（最速時間）

車

バス

●岡山市内（岡山IC）から
　岡山道・中国道で院庄ICへ 約１時間

●岡山駅から
　JR津山線快速で津山駅へ １時間05分

●広島市内（広島北IC）から
　広島道・中国道で院庄ICへ 約２時間30分
●大阪市内（吹田IC）から
　近畿道・中国道で津山ICへ 約２時間

●鳥取・島根方面（米子IC）から
　米子道・中国道で院庄ICへ 約１時間

●大阪駅から津山駅へ ２時間40分
　（超特急バス）
●東京・品川バスターミナルから
　津山駅北口広場へ ８時間50分

申込先：（公社）津山市観光協会
助成金額：宿泊ツアー20,000円、日帰りツアー10,000円
http://www.tsuyamakan.jp/news/detail/?pk=169

申込先：美作国観光連盟
助成金額：宿泊ツアー20,000～30,000円
　　　　  日帰りツアー10,000～15,000円
http://mimasakanokuni.jp/tour/

●京都駅から津山駅へ ３時間15分

最寄りIC
は 、中 国
道津山IC
と院庄IC

あなたのスマホが
音声ガイドに

つやま声ナビ

無料アプリ

お問い
合わせ
津山市 産業経済部 観光振興課　TEL：0868-32-2082
〒708-8501 岡山県津山市山北520　Mail：kankou@city.tsuyama.lg. jp

吹田IC



城下町散策
　津山の城下町は、森蘭丸の弟である森忠政が１６０３年に

美作国１８万６５００石の大名として入府したことに始まります。

津山城の築城とともに形成され、今日でも江戸時代の町割

（都市計画）がほぼ当時のまま残っていることが特徴です。

　城下町を東西約４kmにわたり貫く旧出雲街道沿いに

残る町並み散策や歴史文化スポット見学を通じて、近世か

ら近代にいたるまでの日本の時代の変遷や暮らしを学ぶこと

ができます。

津山城（鶴山公園）

城東むかし町家（旧梶村邸）

津山藩から「札元」を命じられた「藩
札」の発行をしていた豪商、梶村家
の家屋を保存公開しています。江
戸時代に建てられた母屋から明治
時代、大正時代に建てられた部屋
や洋館、昭和初期の蔵など各時代
の生活様式に対応した当時の生
活を伺い知ることができます。

作州城東屋敷

江戸時代の町家を復元した本屋
敷は、大屋根、なまこ壁、出格子
窓、焼き杉などの造りが再現されて
います。屋敷裏の「だんじり展示
館」には、県指定文化財だんじり4
台が展示されており、歴史文化や
当時の商屋について学ぶことがで
きます。

箕作阮甫旧宅

江戸時代に活躍した洋学者・箕作
阮甫（みつくりげんぽ）の生まれ育っ
た家です。江戸時代の姿をとどめて
いるとして国の指定史跡となり、解
体復元ののち公開されています。

旧苅田家住宅

「城下町で酒造業により発展を遂
げた上質な住宅と醸造施設」とし
て、母屋をはじめ10棟が平成28年
（2016）に国の重要文化財に指
定されました。隣接する付属町家
は、令和2年度に古民家をリノベー
ションした宿泊施設としてオープン
予定です。施設見学は要予約。

桜の名所としても知られる津山のシンボル、津山城は、元和２
年（1616）に森忠政によって築かれた平山城です。明治の
廃城令で、建造物は取り壊されましたが、地上４５ｍに及ぶ一
二三（ひふみ）段の石垣をはじめとした国内最大級の城壁が
現存しています。平成１７年（2005）には津山城最大の櫓
（やぐら）である備中櫓が忠実に復元され、江戸時代の優れた
築城や建築技術を見て学ぶことができます。

●開館時間：8：40～19：00（10月～3月は８：４０～１７：００）
●所要時間：約６０分～９０分
●ガイド対応可能人数：最大約20人まではガイド１名で対応
●休館日：１２月２９日～３１日
●問合せ先：0868-22-3310（津山市観光協会）
 0868-22-4572（鶴山公園）

地域や文化、人に触れ、
対話的学びを推進
津山市には１３００年にわたり育まれた歴史・文化・伝統を活かした特色ある学びができる施設が
豊富にあります。各施設において人と人との対話を通し、知識を深めます。

城東地区

城西地区

　城下町の姿を色濃く残している「城東地区」は、歴史的な町並みが我が国にとって価値が高いと判断され、平成25年
（2013）に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されました。
　出雲街道の風情を今に残した町並みを歩きながら、江戸時代に形成された町割や伝統的建造物、出格子窓、なまこ壁、
防火用の袖壁などをはじめ、江戸から大正時代の町家の見学も可能であることから、近世の人々の暮らしを身近に知ることが
できます。

　津山城より西側の「城西地区」は町人地、武家地、社寺地が明確に区分され、当時の町割をよく残しています。地区内には
指定文化財等の文化遺産なども数多く現存し、城下町の成り立ちを学ぶことができます。
　また、大正時代に商業で栄えたこの地域には、「作州民芸館」や「城西浪漫館」といった大正ロマン漂う西洋風の建築物も
残っています。

西寺町

津山藩は城下町の東西の端に各
宗派の寺院を集めて寺町を作りま
した。東の寺町は丘陵上に配置さ
れ、西の寺町は町人町から続く主
要な街道に沿う形で形成されまし
た。高い土塀と豪壮な建築物が並
ぶ寺町は、城下町の防衛施設と位
置づけられていました。

城下町歴史館

江戸時代の武家屋敷を活用して、
岡山県重要有形民俗文化財のだ
んじりを展示しているほか、武家屋
敷の当時の模型や大名行列図の
複製なども展示しています。

城西浪漫館（中島病院旧本館）

大正6年（1917）築の洋風建築
で、バルコニー形式の玄関やドーム
型の優美な屋根が特徴的な建物
です。中島琢之（1885～1956）
が使った大正期の顕微鏡やシャー
レ、病理学の書物などを見学するこ
とができます。

作州民芸館

大正ロマンを感じさせるデザインで
厳格な左右対称が特徴的な建物
で、明治42年（1909）に銀行とし
て建立されました。現在は作州（美
作国の通称）地域の民芸品や郷
土玩具の展示に加え、2019年4
月より「津山まちの駅城西」がオー
プンし、カフェや地元の物産コー
ナーでゆったりと休憩できます。

i つやま声ナビ Navi

i つやま声ナビ Navi

i つやま声ナビ Navi

津山城下町絵図

●開館時間：９：００～１７：００
●休館日：火曜日
　（祝日の場合はその翌日）
●問合せ先：0868-22-5791

●開館時間：９：００～１７：００
●休館日：月曜日
　（祝日の場合はその翌日）
●問合せ先：0868-32-7000

●開館時間：９：００～１７：００
●休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）
●問合せ先：0868-24-6690

●開館時間：９：００～１７：００
●休館日：水曜日
　（祝日の場合はその翌日）
●問合せ先：0868-24-6095

●開館時間：９：３０～１６：３０
●休館日：月曜日
　（祝日の場合はその週の木曜日）
●問合せ先：0868-31-1346 ●問合せ先：0868-24-8413
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ワークシート
ワークシートは、小学生1-2、3-4、5-6年生
向けの３種類のワークシートをご用意しております。

津山まなびの鉄道館

あゆみルーム 〉〉〉

まなびルーム 〉〉〉

国内に現存する扇形機関車庫の中で２番目の規模をほこる「旧津山扇形機関車庫」や収蔵車両を中心と
するさまざまな展示がされています。鉄道遺産を後世に伝えていくことにあわせて、生活に深くかかわっている
鉄道の成り立ちや、仕組みの変遷、社会や地域との発展のあゆみなど、一層理解を深めることができます。
当館では、指導要領に基づいたワークシートを用意しており、ワークシートを活用した、津山の地に遺る価値あ
る鉄道遺産を楽しく学べる複合鉄道学習施設です。

岡山の鉄道の歴史を中心に、日本
の鉄道と当時の出来事を紹介した
年表や、体験展示など、見て、触っ
て学ぶことができます。また、そのほ
かにもさまざまな写真や映像の展示
を行っています。

校外学習で利用できます。津山まな
びの鉄道館の概要を紹介する
DVDの視聴など、オリエンテーショ
ンを行う施設です。オリジナルグッズ
やおみやげを扱う売店もあります。
※飲食可能スペースあり（要相談）

津山城（鶴山公園）や旧津山扇形
機関車庫など、津山の街並みをジ
オラマで表現しています。ジオラマ
では機関車庫の動きが再現されて
おり、必見！また、津山の1日をナ
レーションとともにご案内します。

あゆみルーム前にある飲食可能な
休憩スペース。ベンチが設置されて
おり、休憩しながら現役車両の見
学ができます。

鉄道の構造が理解できる部屋で
す。安全で快適な鉄道が、どのよう
にして正確な運行が行われている
のか、技術や工夫について体験設
備も交えて紹介します。

まちなみルーム 〉〉〉 いこいの広場 〉〉〉しくみルーム 〉〉〉

●開館時間：9：00～16：00　●所要時間：校外学習は約60分　●ガイド対応可能人数：最大約１００人
●休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、12月29日～12月31日
●問合せ先：0868-35-3343

D51形蒸気機関車 DD51形ディーゼル
機関車

DF50形ディーゼル
機関車

キハ52形気動車

●開館時間：９：00～17：00（最終入館時間は16：30まで）
●見学の目安：３０～６０分　●ガイド対応可能人数：最大約100人
●休館日：土・日、年末年始（１２月２９日から１月３日）
●問合せ先：0868-24-8413 ▲沼弥生住居址群 ▲古代の稲作の様子

▲津山城150分の１復元模型 ▲江戸一目図屏風

つやま自然のふしぎ館
世界各地の動物のはく製を中心とした自然史の総合博物館です。化石、鉱石類、貝類、昆虫類、人体標本類等も含んだ、約20,000点が展示されており、
絶滅の恐れのある希少動物や、珍しい動物のはく製が、800点一同に展示されているのは圧巻です。現在ではワシントン条約によって輸入が禁じられている
貴重なはく製を間近で見ることができ、自然環境と命の大切さを実感することができます。

津山弥生の里文化財センター
土器や石器の工夫された展示に加え、土器の整理作業の様子等を見
学することもできます。隣には、「沼弥生住居址群」があり、弥生時代中期
の堅穴式住居と高床式倉庫等が復元された史跡公園となっています。

●開館時間：9：00～17：00（入館は午後4:30まで）
●見学の目安：30分～1時間　●ガイド対応可能人数：最大約100人
●休館日：毎週月曜日、祝日の翌日、12月29日～1月3日、その他
●問合せ先：0868-22-4567

津山郷土博物館
津山の歴史を時代順に紹介しています。展示資料では、200年前の江戸
の町並みの鳥瞰図が必見です。また、そのほかにも、東京スカイツリーに複
製が置かれて話題となっている江戸一目図屏風や津山城の築城当時の
姿を再現した150分の1の復元模型、粘土を焼き固めて作られた古墳時
代の棺、この地域で多数出土している陶棺などがあります。

●開館時間：9：00～17：00　●見学の目安：60分　●休館日：3月・7月・9月は毎週月曜日、6月・11月～2月は毎週月・火曜日、年末年始
●問合せ先：0868-22-3518

i つやま声ナビ Navi

i つやま声ナビ Navi

i つやま声ナビ Navi
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東大の前身 蕃書調所の首席教授となる箕作阮甫
箕作阮甫は、安政３年（1856）に幕府が創設した洋学の研究・教育機関である蕃書調所

の首席教授職に任命されました。蕃書調所は幾多の変遷を経て明治10年（1877）に東京

大学となることから、阮甫は「日本で最初の大学教授」ともいわれています。

宇田川榕菴は日本初の植物学書と化学書を刊行し、オランダ語を翻訳して、細胞や元素・酸素・

水素・酸化・還元など多くの言葉を作りました。好奇心旺盛な榕菴は、コーヒーの研究も行ってお

り、「珈琲」の当て字を考案したのも榕菴なのです。

「珈琲」の当て字を考案した宇田川榕菴

日本の近代化に貢献した
洋学者たちの仕事を学ぶ
未知なる学問に挑み、新しい知識を日本に導入した先人たちの姿に学びます。

蘭学
コラム

津山洋学資料館

「鎖国」体制下で西洋に開かれた
唯一の窓だった長崎の出島をテー
マに、洋学の世界へ誘います。

津山を中心とする美作地域は、江戸時代後期から明治初期にかけて、西洋からもたらされた学問「洋学」を学んだ、優れた学者を輩出しました。津山洋学資
料館は、こうした郷土ゆかりの洋学者たちの調査・研究機関として、昭和53年（1978）に開館しました。常設展示室では、西洋の内科医学から植物学、化
学を日本に初めて紹介した宇田川家三代や、幕末の対米露交渉に尽力した箕作阮甫とその後裔たちの業績を中心に紹介しています。建物は津山市城東
伝統的建造物群保存地区に位置し、隣地には国指定史跡「箕作家旧宅」があります。

●開館時間：９：00～17：00（入館は16：30まで）　●見学の目安：60分　●ガイド対応可能人数：最大約15人（１グループあたり）
●休館日：月曜日（祝祭日の場合はその翌日）、祝祭日の翌日、年末年始（12月29日～1月3日）　●問合せ先：0868-23-3324（館代表）

館内案内

プロローグ室
『解体新書』刊行による蘭学のは
じまりと、宇田川家の業績を紹介し
ています。

展示室【１】
幕末、日本を取り巻く海外情勢が
大きく変化する中で、学術で日本を
支えた箕作家を紹介。

展示室【２】
語学力や文才・画才に長け、好奇
心にあふれた洋学者・宇田川榕菴
のコーナー。

榕菴コーナー

開国後、海外留学や地域医療など
さまざまな分野で活躍した津山の
洋学者たちを紹介します。

津山洋学資料館は、常設展示室を中心に、さまざまなテーマの展示を行う企画展示室、スポット展示コーナー、図書室、閲覧
室などで構成しています。

展示室【３】
美作地方の医師の屋敷にあった、
診察や薬の調合を行った部屋を再
現しています。

復元展示室
洋学に関する約3,000冊の書籍
を閲覧することができます。

図書室

学芸員が展示の解説を行います
学芸員による展示解説を希望される方は、事前に日程や内容についてご
相談ください。

ガイダンス映像「素晴らしき津山洋
学の足跡」（23分）を常時上映して
います。

GENPOホール

児童向け解説
パンフレット

つやま声ナビ対応

i つやま声ナビ Navi

津山洋学資料館は、つやま
声ナビの対応施設です。
スマートフォンでQRコードを
読み取ることで、展示物の音
声ガイダンスを聞くことができ
ます。
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伝統の技と自然を体感し、
協調性と絆を育む
豊かな自然に囲まれながら自然との共生を体感し、
仲間と共に協力して過ごす時間の中には、日々の生活では得られない学びがあります。

作州絣工芸館（作州絣保存会）
作州絣工芸館（作州絣保存会）では、作州絣の保存と伝統的技術の伝承、後継者の育成を図っています。作州絣は津山地域に古くから伝わる綿織物で、
岡山県の郷土伝統工芸品です。作州絣の反物や、それを使った日常使いの小物、洋服、着物などの販売、展示も行っており、実演の見学や体験をすること
もでき、日本の伝統工芸の素晴らしさを学ぶことができます。

黒木キャンプ場
春は桜、夏は川遊び、 秋は紅葉、冬は雪景色と四季折々の豊かな自然を体感することができます。川遊び、サイクリング、キャンプファイヤー、五右衛門風呂
や木工教室等、遊びやイベントも充実しており、それらの施設やレンタル品等も充実しています。炊事棟やバーベキューサイトのみならず、バンガローや研修
棟もあり、団体での研修や宿泊利用に適しています。キャンプ体験を通して、生きる力や人との心の繋がりを育むことができます。

●期間：第１・第２キャンプ場…４月１日～１０月３１日、第３キャンプ場…通年　●受入可能人数：最大約３００人　●問合せ先：0868-42-7615

まほらファーム
まほらファームは、農業の担い手育成やピオーネなどの産地化促進、地産地消や食育の推進などに取り組んでいます。その一環として、いちご狩りやピオー
ネ狩り、さつまいもの収穫など、おいしくて楽しい体験ができます。普段体験することのできない、農業を体験することで、自らの食に対する興味関心を育むこ
とができます。

●営業時間：10：00～16：00（季節によって異なります）　●受入可能人数：最大約50人　●休園日：不定休　●問合せ先：080-6335-6540

●開館時間：10：00～16：00　●体験時間：（コースター作り）90分～120分、（ぼたん作り）30分など　●受入可能人数：最大約２５人
●問合せ先：0868-23-0811

伝統工芸体験

上田手漉和紙工場
津山藩主の御用紙作りとして歴史ある手漉和紙工場。美作地方で採れる原料のミツマタを使い、強くて美しい光沢、加えて野性味のある和紙は全国でも
高く評価されています。横野和紙の数少ない手漉き工場である当工場では、現在も伝統工法を守る紙漉きの見学をすることができ、紙漉き体験もできます。 

●紙漉き体験（土曜日）：10：00～12：00、13：00～16：00　●体験時間：約90分　●受入可能人数：最大約10人　●休業日：日曜日
●問合せ先：0868-27-0960

伝統工芸体験

勝北陶芸の里工房
勝北陶芸の里工房には、県北最大級の登り窯があります。古来からの伝統的な薪を焚く「登り窯」では、土や炎の温度・焼き方などでさまざまな紋様が生ま
れます。専属の指導者による陶芸教室では、ろくろを使った陶芸体験もでき、土に触れながら本格的・伝統的な陶芸の製作手法を学ぶことができます。

●開館時間：水～金…13：00～18：00、 土・日・祝…９：00～18：00　●所要時間：陶芸体験90分から　●受入可能人数：最大約30人
●休 館 日：毎週月曜日及び火曜日（ただし月曜・火曜日が祝日の場合は開館）、年末年始　●問合せ先：0868-29-4010（津山市杉宮７０８）
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教育学習モデルコース

【 半　日 】 【 １泊２日 】

各対象に合わせて、半日・1泊2日のモデルコースをご用意しました。広島からも、兵庫からもアクセスのし
やすい津山市ならではの充実した教育学習を、子どもたちの学びにご活用ください。

❶津山城址見学

❷津山郷土博物館

　

❸城東重要伝統的
　建造物群保存地区

　

❹帰路

校外学習対象

修 学 旅 行 対 象

13：00

14：00

15：00

16：00

徒歩移動
（約 5分）

バス移動
（約４分）

バス移動

観光ボランティアガイドの
案内のもと、城内を見学。

博物館見学ののち、津山
市観光協会にてお土産を
購入。

・街並み散策
・箕作阮甫旧宅見学
・伝統工芸体験
・洋学資料館見学

・街並み散策
・箕作阮甫旧宅見学
・伝統工芸体験
・洋学資料館見学

❶津山城址見学

❷つやま自然のふしぎ館

❸お昼（ザ・シロヤマテラス津山別邸）

❹まほらファーム

❺黒木キャンプ場（宿泊）

　

❻津山まなびの鉄道館

　
❼お昼（鶴山ホテル）

❽城東重要伝統的
　建造物群保存地区

10：00

11：00

12：00

徒歩移動
（約３分）

徒歩移動（約３分）

13：30
バス移動（約 20 分）

15：00
バス移動（約 34 分）

11：00

12：00

13：30

16：00

【2日目】

【１日目】

バス移動
（約 50 分）

バス移動
（約７分）

バス移動

バス移動（約２分）

観光ボランティアガイドの
案内のもと、城内を見学。

フルーツ狩り体験

・キャンプ
・ご飯づくり
・キャンプファイヤー など

鉄道の仕組みなどを見学や
クイズ形式を用いて学ぶ。

❾帰路

【 １泊２日 - 広島発 - 】※２泊３日のうち 【 １泊２日 - 神戸発 - 】※２泊３日のうち

・街並み散策
・箕作阮甫旧宅見学
・伝統工芸体験
・洋学資料館見学

10：00

11：09

16：30

新幹線移動（約１時間９分）

バス移動
（約１時間 55 分）

バス移動
（約 40 分）

バス移動
（約 10 分）

9：00

13：00

17：15

【2日目】

【１日目】

バス移動（約２分）

バス移動（約１時間 23 分）

・キャンプ　・ご飯づくり
・キャンプファイヤー　など

・美観地区見学 ・お昼 など

・遺跡発掘体験
・勾玉づくり体験
・館内見学　など

❼岡山駅発

17：50

新幹線移動（約 35 分）

❽広島駅着

❸黒木キャンプ場（宿泊）

❶広島駅出発

❷新倉敷駅

11：00
❺お昼（鶴山ホテル）

❻城東重要伝統的
　建造物群保存地区

❹津山弥生の里文化財センター

・街並み散策
・箕作阮甫旧宅見学
・伝統工芸体験
・洋学資料館見学

10：00

12：00

12：05

バス移動（約１時間）

バス移動（約 5分）

徒歩移動
（約 5分）

バス移動
（約６分）

バス移動
（約 8分）

14：00

17：00

【2日目 山陽方面】 【2日目 山陰方面】

【１日目】

バス移動
（約 5分）

鉄道の仕組みなどを見
学やクイズ形式を用い
て学ぶ。

❼ザ・シロヤマテラス津山別邸（宿泊）

9：00

バス移動
（約１時間 30 分）

バス移動
（約１時間 30 分）

バス移動（約55分）

バス移動
（約２時間 15 分）

❽岡山城、後楽園
9：00
❽鳥取砂丘、砂の美術館

11：00

18：34

❾倉敷美観地区散策
バス移動（約30分）

14：00
●鷲羽山ハイランド

神戸駅着

❸お昼（ザ・シロヤマテラス津山別邸）

❶神戸出発

❷津山市着

15：00
❻城東重要伝統的
　建造物群保存地区

13：00
❹津山城址見学

❺津山まなびの鉄道館

観光ボランティアガイドの
案内のもと、城内を見学。

11

10

バス移動（約１時間 56 分）

バス移動
（約３時間 30 分）

12：00

18：34

❾水木しげるロード
バス移動（約37分）

14：00
●松江城

神戸駅着11

10
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発行：津山市岡山県 津山市

津 山 市
教育旅行
ガイドブック
歴史と文化の息づくまち岡山県津山市で
「主体的・対話的で深い学び」を！！

岡山県
津山市

　岡山県津山市は、古代に美作国の国府が置かれて以来、１３００年もの

長きにわたり、この地域の政治・経済・文化の中心として栄えてきました。

　近世では約４００年前に築かれた津山城を中心に城下町が形成され、

旧出雲街道に沿って城東地区や城西地区に町家や寺社、近代建築が

軒を連ね、歴史的な姿を見て触れることができます。津山市には、歴史を物

語る施設、自然や産業遺産などの、特色ある施設があり、幅広い分野で学

びを楽しむことが出来るのも魅力の一つです。

　当時の歴史文化が脈 と々受け継がれ、今なお生活に息づき、自然と調

和したここ津山市は、子どもたちの心を育む教育旅行に適した魅力あふれ

るまちです。

みまさかのくに

アクセス方法

バスツアー助成等※条件、申請書類などについてはホームページをご覧ください。

交通のご案内 レンタサイクルのご案内

鳥取

京都

神戸

大阪
岡山

高松

尾道
広島

三次

新見

米子
出雲

山陽自動
車道

JR山陽新幹線

JR津山線

JR 因美線

中国自動車道

JR山陰本線

岡山県

松江

米子IC

北房JCT

神戸JCT

三次東JCT 岡山桃太郎空港

広島北IC

姫路

坂出JCT

落合JCT

院庄IC 津山IC

津山

空港 新幹線 高速道路 国道凡　例 鉄道

JR ●津山観光センター
　津山市山下97-１　TEL 0868-22-3310

Tsuyama_Free_Wi-Fi

観光ボランティアガイド

このステッカーのある場所で、Free_Wi-Fiをご
利用いただけます。

津山にお越しの観光客の皆様をおもてなし
の心で元気に明るく楽しくご案内します。
詳細はホームページをご覧ください。

まちの情報を手軽に
ゲットできる“観光アプリ”

ココシル津山

タクシー ●岡山桃太郎空港から乗合タクシーで　約１時間
　・空港乗合タクシーのご利用は
　　TEL 0868-22-1234 勝田交通（株）

（最速時間）

車

バス

●岡山市内（岡山IC）から
　岡山道・中国道で院庄ICへ 約１時間

●岡山駅から
　JR津山線快速で津山駅へ １時間05分

●広島市内（広島北IC）から
　広島道・中国道で院庄ICへ 約２時間30分
●大阪市内（吹田IC）から
　近畿道・中国道で津山ICへ 約２時間

●鳥取・島根方面（米子IC）から
　米子道・中国道で院庄ICへ 約１時間

●大阪駅から津山駅へ ２時間40分
　（超特急バス）
●東京・品川バスターミナルから
　津山駅北口広場へ ８時間50分

申込先：（公社）津山市観光協会
助成金額：宿泊ツアー20,000円、日帰りツアー10,000円
http://www.tsuyamakan.jp/news/detail/?pk=169

申込先：美作国観光連盟
助成金額：宿泊ツアー20,000～30,000円
　　　　  日帰りツアー10,000～15,000円
http://mimasakanokuni.jp/tour/

●京都駅から津山駅へ ３時間15分

最寄りIC
は 、中 国
道津山IC
と院庄IC

あなたのスマホが
音声ガイドに

つやま声ナビ

無料アプリ

お問い
合わせ
津山市 産業経済部 観光振興課　TEL：0868-32-2082
〒708-8501 岡山県津山市山北520　Mail：kankou@city.tsuyama.lg. jp

吹田IC


