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大島町
Oshima

人と人、自然とひととが共生した
みどり豊かな快適環境のまち

三原山
伊豆大島の火山活動を
身近に感じられる。

（→ P14）

都立大島公園
椿まつりのメイン会場にも
なっている。動物園もあり
ファミリーで楽しめる。（→ P16）

大島空港

大島町役場

元
町
港

岡田港

大島町

ふるさと体験館
椿油しぼり、椿染めが
体験できる。（→ P16）
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　伊豆大島は、東京都心から約 120km
に位置する、伊豆諸島最大の島です。
　島の中央には、御

ご じ ん

神火
か

様として島民に
親しまれる三原山があり、山頂でのお鉢
巡りでは、噴火口を間近にみることがで
きます。また、噴火と再生を繰り返す島
は、東京都で初めて日本ジオパークに認
定されました。椿やあんこ姿の女性も有

名で、伊豆大島のシンボルとなっていま
す。
　気候は、黒潮の流れを受け、温暖多湿
で、年間平均気温は約 16℃、年間降水
量は約 2,800 ｍｍとなっています。
　東京都心からもっとも近い島として、
夏や椿の咲く時期には多くの観光客でに
ぎわいます。

大島町
Oshima

島 の 概 要

位　置　�都心から南に約120km
（平成25年 4月1日現在）

（平成26年3月確認）

【航�路】� 竹芝桟橋－伊豆大島＜東海汽船株式会社＞
� ●「高速ジェット船」（約1時間45分）　●「大型客船」（約８時間）
【空�路】� 調布飛行場－大島空港＜新中央航空株式会社＞（約25分）
� 羽田空港－大島空港＜ANA＞（約35分）

面　積　91.06km2（周囲52km）
人　口　8,213人　　

アクセス ※天候や時期により、変更の場合があります。
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ジオパーク

　平成 22 年に東京都で初めて日本ジオ
パークに認定された伊豆大島。島には黒
く固まった溶岩の流れや、大きな火口、
黒い砂漠など、生きている火山を感じる
スポットが点在しています。
　伊豆大島ジオパークには様々なジオサイ
ト（地質、地形、歴史などそのジオパーク
を特色づける見学場所や拠点）がありま
す。伊豆大島ジオパークホームページでは、

「三原山とその周辺」と「海岸沿いとその
周辺」に分けて合計 65 か所のジオサイト
とともに、モデルコースも紹介しています。
　特に、活火山であり、噴火と再生を繰

り返す三原山（標高 758m）は、火山が
作り上げた景色と、噴火の中で生きる生
物、再生する植物などを観察できるジオ
サイトとして人気です。また、三原山の
火口のすぐ近くまで行けることも伊豆大

▲昭和６１年（１９８６年）三原山山頂噴火の様子

▲火口南展望所から見る三原山火孔内
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島ジオパークの魅力の一つです。
　（一社）大島観光協会では、独自のコー
ス設定の手伝いをしています。また、大
島ネイチャーガイドクラブでは、大島町認
定ガイドがジオサイトツアーを行っており、
ジオパークの知識を高めながらその魅力を
目の当たりにすることも可能です。

伊豆大島ジオパーク公式サイト
http://www.izu-oshima.or.jp/geopark/
大島ネイチャーガイドクラブ ホームページ
http://www.izu-oshima.or.jp/onc/

三原山の噴火で
『ゴジラ』も生まれた！

　三原山山頂口から噴火口へ向かう途中、
『ゴジラ』の形をした溶岩があります。
　『ゴジラ』（東宝・特撮怪獣映画）の
映画の中では、『ゴジラ』が三原山の火
口からよみがえるシーンが描かれたこ
ともあります。

火山博物館

　世界で数少ない、火山専門の博物館で
す。伊豆大島の三原山をはじめとする世
界の火山について、シュミレータカプセ
ルによる火山地底探検や展示物を見なが
ら、楽しく学ぶことができます。

▲火山博物館の外観

▲「ゴジラ」の形をした溶岩
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ふるさと体験館

　椿油しぼり体験、椿や明日葉の草木染
体験、あしたば摘み取り体験などができ
ます。体験には事前の予約が必要です。
伊豆大島の思い出に、世界に 1 つしかな
い染め物を作ってみませんか。

都立大島公園

　伊豆大島の東部に位置する都立大島公
園には、国内最大規模の椿園、亜熱帯植
物や大島特有の植物を集めた植物園、約
50 種、290 点の動物を飼育・展示した伊豆
諸島唯一の動物園があります。
　また、キャンプやロッジでの宿泊がで
きる海のふるさと村もあり、雄大な太平

洋を目の前に、自然散策や磯遊び、星空
観賞をすることができます。

▲噴出した溶岩をそのまま生かしたサル山

▲大島牛乳100%の濃厚アイスクリーム

▲朝採れ野菜が並びます

ぶらっとハウス

　伊豆大島の採れたて野菜や切り花、大
島牛乳を販売しています。ソフトクリーム
や、大島牛乳を 100％使ったアイスクリー
ムは好評です。大島空港の近くにあります。

▲染め物体験の様子

▲完成した染め物

TryLet’s
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「あんこ」とは
　「あんこ」とは島ことばで「姉・年上の女性」
のことで、お姉さんを意味する「姉っこ」がなまっ
たものだとされています。頭に手ぬぐいをかぶ
り、筒袖の紺絣の着物を、前垂れで着付けます。

伊豆大島椿まつり

　伊豆大島のいたるところに咲く椿にち
なんで、昭和 31 年から毎年１月～ 3 月に
かけて、椿まつりを行っています。伊豆
大島全体が椿まつりのムード一色になり、
約 300 万本の椿が、観光客を出迎えます。
　メイン会場となる都立大島公園では、ス
テージや物産展も開かれており、公園内の
椿を見ながら、まつりを楽しめます。また、
スタンプラリーも行われており、島内観光
をしながらスタンプを集めると抽選でプレ
ゼントがもらえます（平成 25 年度実績）。

▲花ひらく椿

▲都立大島公園内の会場 ▲スタンプラリー

マラソンアイランド   伊豆大島

　大島町では、スポーツアイラ
ンドを目指し、カメリアマラソ
ン大会や伊豆大島ウルトララン
ニング・伊豆大島一周マラソン
の大会を開催しています。海沿
いの道や椿のトンネルなど、伊
豆大島の自然を身近に感じなが
ら、アップダウンなど変化に富
んだ島内周回コースで参加者を
楽しませてくれます。

▲カメリアマラソン

椿油
　椿油はヤブツバキの種子から採れる
植物油で、化粧品や食用品として利用
されています。
　乾燥肌、日焼け後の肌、髪の毛の
トリートメントに
効果があるとさ
れるだけでなく、
健康油として食
用としても利用
されています。
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大島町役場

● 所在地 〒 100-0101
 東京都大島町元町
 1 丁目 1 番 14 号
● 職員数 176 人
 （平成 25 年 4 月 1 日現在）

　椿まつりなどのイベントを通じて、
多くのお客様に来ていただけるよう、
夢や希望のある観光振興を目指して
います。また、イベントなどを通じて、
これからもたくさんのつながりを築
いていきたいと思います。
　大島町は春夏秋冬で四季折々の景
色や生き物などが楽しめます。椿ま
つりでは島内のいたる所であんこさ
んに出会えます。サンセットパーム

ラインのあかはげ丘から見る夕日は、
海と夕日が一体となり格別です！
　平成 25 年 1 月公開の映画「つや
のよる ある愛に関わった、女たちの
物語」では、物語の舞台となってい
ます。映画のロケ地となった「裏砂漠」
は日本で唯一砂漠という地名が付い
ている場所で、ぜひ一度足を運んで
もらいたいです。

（M.S さん）

　　　　   役場職員 メッセージ from

島内交通
● 島内路線バス
● 観光バス
 フリーパスきっぷもあります。
� ※時刻表や運賃は、大島バスホームページをご覧ください。

● タクシー
● レンタカー
● レンタバイク・レンタサイクル

みなさんの来島を
お待ちしています！
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名　称 所在地 電話番号 おすすめ品や
店の様子など

寿し光
こう

東京都大島町元町 1-4-8 04992-2-0888 地元の新鮮な
海の幸が堪能できる。

お食事処
おともだち

東京都大島町元町 1-17-4 04992-2-0026
朝 7時から営業。
地魚料理が
食べられる。

信濃庵 東京都大島町元町 1-6-12 04992-2-1146 そば・うどんの老舗。
明日葉そばが絶品。

食 事 処

名　称 所在地 電話番号

大島温泉ホテル 東京都大島町泉津字木積場 3-5 04992-2-1673

ホテル白岩 東京都大島町元町 3-3-3 04992-2-2571

ホテル赤門 東京都大島町元町 1-16-7 04992-2-1213

宿 泊 施 設 ※予約方法などは、事前にご確認ください。

（出典：スポーツ祭東京2013　伊豆諸島・小笠原おでかけガイド（平成25年、スポーツ祭東京2013実行委員会））




