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御蔵島村
Mikurashima

みどり豊かな自然に恵まれ、ゆとりある
暮らしとすべての人々に親しまれる島

黒崎高尾の海食岸
断崖の高さは 480m で、
日本一の海食岸。

（→ P55）

御蔵島観光資料館
御蔵島の観光も歴史も
ここに集結。

（→ P57）

南郷の大ジイ
太さ日本一を誇る
スダジイは圧巻。

（→ P54）

御蔵島村

御蔵島村役場

御山

フェリーのりば
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　御蔵島は、都心から南に約 200 ｋｍの
海上に浮かぶ、周囲 16 ｋｍの小さな島で
す。黒潮の影響を受けるため、温暖多雨
の気候となっています。御

お や ま

山と呼ばれる
島で最も高い山を中心に島の周りを最高
480 ｍにもなる海食岸が囲んでおり、そ
の独特な島の形は、「お椀を伏せたような
形」と言われています。
　島全体がツゲ、クワ、シイノキなどの原
生林で覆われ、水が豊富でオオミズナギド

リなどの珍しい野生動物も多く生息してい
ます。また、島の周りの海には、イルカが
生息していて、一緒に泳ぐこともできます。
　島の険しい地形や厳しい気象条件によ
り、長く観光とは無縁の島でしたが、人の
出入りが少なかった分、島には古くからの
豊かな自然が残っています。現在の島の
集落は、港の近くに一か所しかなく、そこ
に役場や学校などの公共施設や商店など
がすべて集まっています。

御蔵島村

島 の 概 要

位　置　都心から南に約 200�km　　

【航�路】� 竹芝桟橋�ー�三宅島�ー�御蔵島＜東海汽船株式会社＞�「大型客船」（約7時間40分）
【空�路】〔伊豆大島経由〕���調布飛行場���ー�大島空港＜新中央航空株式会社＞（約25分）
　　　　　　　　　　　�羽田空港　　　　　�　　＜ANA＞（約35分）
� ー�御蔵島＜東邦航空株式会社（ヘリコプター）＞（約30分）
� 〔八丈島経由〕��羽田空港�ー�八丈島空港＜ANA＞（約55分）
� ー�御蔵島＜東邦航空株式会社（ヘリコプター）＞（約25分）

（平成25年 4月1日現在）

面　積　20.58�km2（周囲 16�km）
人　口　305人　　

Mikurashima

アクセス ※天候や時期により、変更の場合があります。

（平成26年3月確認）
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御蔵島エコツーリズム

　御蔵島村では、自然との共存を目指し、
平成 16 年度から「御蔵島エコツーリズム」
を実施し、海・山ともに東京都が認定す
る東京都自然ガイドが同行していないと
立ち入れない区域を定め、自然環境の保
護に努めています。腕利きのガイドさん
ばかりなので、島を訪れた時は、ぜひガ
イドさんに案内してもらいましょう。

御蔵島の山林

　御蔵島は深い森に覆われており、
独自の地形が生んだ気象条件から、
多様な高山植物を楽しむことがで
きます。御山をはじめ、天然記念
物に指定されている鈴原湿原、ツ
ゲの原生林に囲まれた御代ヶ池な
ど多くの見所があります。

日本一を誇るスダジイ

　スダジイは、御蔵島の森を構成する代表
的な常緑広葉樹です。島の南東部にある
南郷地区には、「南郷の大ジイ」と呼ばれる、
日本一幹回りが太いスダジイの巨樹があり
ます。港から車で 40 分ほど行ったところ
に遊歩道の入り口があり、初めての方でも
気軽に歩ける半日コースになっていて、遊
歩道ではオオミズナギドリが木に登って飛
び立った痕跡や巣穴を見ることができます

（東京都自然ガイドの同行が必要）。

▲幹回りが約14ｍある「南郷の大ジイ」

▲�御蔵島唯一の池である御代ヶ池

▲御蔵島最高峰の御山
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黒崎高尾の海食岸

　島南西部にある黒崎高尾の断崖は、
高さが 480 ｍあり、日本一の海食岸を
形成しています。黒潮により数千年か

けて削り取られた断崖は、見るものを
圧倒する迫力にあふれています。
　この海食岸の真上には展望台があり、
東京タワーを超える高さから海をのぞ
くことができます。

御蔵の源水

　御蔵島は、島全体が原生林に覆
われているため、『伊豆諸島一 水
が豊富な島』と言われ、豊かな森
が育んだ水は通常の２倍のミネラ
ルを含んでおり、まろやかで優し
い味がします。
　山の湧水をそのままペットボト
ルで販売していますので、ぜひ一
度ご賞味ください。

▲海上からの海食岸
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稲
い な ね

根神社・三
さ ん ぽ う

宝神社

　集落の最上段にある稲根神社は、島
の神様を祀っています。ここは拝殿で、
本殿は島南側の稲ヶ森にあります。現
在では、集落にある拝殿が本殿の役割
を果たしており、８月の第１土・日曜
日の例大祭は、島一番の祭りとなって
います。
　日曜日の神輿巡行では、拝殿を出発
した神輿が１日かけて里の中を廻りま
す。海の男衆が担ぐ神輿は荒々しく、
荒々しければ荒々しいほど、豊漁・豊
作と言い伝えられています。神輿が急
な坂道を激しくもまれながら進む様子
は圧巻です。
　また、境内には、江戸時代の御蔵島独
立の際に活躍した３人の人物（加藤蔵人、
奥山交竹院、桂川甫筑）を祀った三宝神
社もあります。

バイキング号の錨
いかり

　文久３年（1863 年）、アメリカの商船バ
イキング号が御蔵島の大根ヶ浜で座礁す
る事故が起きました。当時の日本はまだ鎖
国状態でしたが、島民の勇気ある懸命な
救助活動で、500 名近くもの乗員を無事救
出することができました。
　その後、昭和 40 年代に植物学者であっ
た高橋基生により海底に沈んでいた錨が
発見され、バイキング号の所属港であった
アメリカ合衆国マサチューセッツ州ニュー
ヘッドフォード市民と遭難者の子孫が、
感謝と友好を込めた記念碑を御蔵島と
ニューヘッドフォード市双方に作りました。

▲稲根神社内境内にある記念碑▲例大祭での神輿巡行

▲稲根神社
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「いるかいないか」 御蔵イルカの紹介本

　島周辺に生息するイルカのうち、
識別がしやすい 54 頭のイルカを精
巧なイラストと美しい写真で紹介し
ています。特典 DVD が付いており、
自宅で御蔵島のイルカを覚えること
もできます。
　これまでの研究でわかったイルカ
の最新知見、海の中でイルカを「見
分けるコツ」、「撮影のコツ」などなど、
美しい写真、かわいいイラストなど
でわかりやすく紹介しています。

●�価格　1,620円（税込）
�� �（郵送販売可）
　　詳細は、御蔵島観光協会ホームページへ

▲御蔵島観光資料館 ▲島の歴史がわかるパネル

御蔵島観光資料館

　御蔵島観光資料館では、島の歴史や
自然を紹介しています。１階と２階に
展示があり、１階は島の歴史を学べる
コーナーとして、島の暮らしと人々の
写真が展示されています。また、２階
は島の自然について学べるコーナーに
なっていて、島周辺に住むイルカの情

報が充実しています。
　また、観光案内所（観光協会）も併設
されているため、島内の観光案内にも対
応しており、来館者が自由に使えるパソ
コンや無線ＬＡＮも設置されています。

御蔵島観光協会
http : //mikura-isle.com/

▲御蔵島のイルカの情報が満載
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　世界でも数少ないイルカの生息地
である御蔵島でのウォッチングは、
海外のスポットに比べてもより高い
確率でイルカに出会えることでと
ても人気があります。そんなイルカ
ウォッチングに負けず劣らず、種類
豊富な鳥たちがさえずり、荘厳な巨
樹をたたえる森の雰囲気が絶品です。

　私たちの知らない時代を生き抜い
てきた巨樹が語る歴史を、村のガイ
ドさんたちが伝えてくれます。イル
カの海を体験済みの方も、そうでな
い方も、ぜひ一度、生きている御蔵
の森を体験してください。

（K.K さん）

　　　　   役場職員 メッセージ from

御蔵島村役場

● 所在地 〒 100-1301   
 東京都御蔵島村
 字入りかねが沢
● 職員数 28 人
 （平成 25 年 4 月 1 日現在）

島内交通
● 島内バス、タクシーはありません。
 ※宿泊施設の方が、港やヘリポートへ
 　の送迎をしてくれる場合があります。

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

やまや 東京都御蔵島村 04994-8-2157
ラーメンやチャーハン、
盛岡冷麺に日替わり定食
も。おすすめは「かき氷」

美
みんみんあん

々庵 東京都御蔵島村 04994-8-2108
地魚のお刺身、塩焼、
味噌焼、フライが食べ
られます

Camburi
（カンブリ）

東京都御蔵島村 04994-8-2071
居酒屋さん。昼はカフェ。
伊豆諸島の焼酎やカクテ
ルの種類が豊富

ふくまる商店 東京都御蔵島村 04994-8-2292
お土産屋さんながら、昼
はカレー、ハヤシライス、
スパゲティ等の軽食あり

酒好妖怪
「ケフィア」

東京都御蔵島村
保育園の奥、開発総合センター１階 04994-8-2030

島の若者が集う居酒屋。
食事メインの場合は要
事前連絡

食 事 処

名　称 所在地 電話番号

村営宿泊施設　御蔵荘 東京都御蔵島村 04994-8-2555

村営ふれあい広場
バンガロー施設

東京都御蔵島村 04994-8-2022
（観光案内所 8:30 ～ 17:00）

お宿　にしかわ 東京都御蔵島村 04994-8-2106

宿　まるい 東京都御蔵島村 04994-8-2405

民宿　しげを工房 東京都御蔵島村 04994-8-2131

宿 泊 施 設 ※予約方法などは、事前にご確認ください。




