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利島村
Toshima

椿とさくゆりの島

ウスイゴウ園地
展望台もあり、利島で 1 番

早く日の出が見られる。
（→ P24）

宮塚山
山頂までは約 1 時間。
伊豆諸島や富士山などの
パノラマを楽しめる。

（→ P106） 冬には島全体に
椿の花が咲き誇る。

（→ P22）

利島村役場

利島村

利島港
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　利島は、都心から南へ約 140km に位
置し、伊豆大島と新島の間に浮かぶ、 円
錐形のシルエットの島です。島の周囲は
約８km、面積は約４km2 で、東京都の
島しょ地域の中でも一番面積が小さい島
です。
　小さいながら島の中心には宮

みやつかやま

塚山がそ
びえ、斜面の至る所で、島の面積の約８

割を占める椿
つばき

の木々を見ることができま
す。椿油の生産量では全国一を誇り、また、
伊勢海老、サザエなどの漁も盛んです。
　年間を通じて温暖な気候で、島北部の
比較的ゆるやかな斜面に集落があり、全
島民の約 300 人がここに暮らし、港や役
場、商店、民宿などがすべて集まってい
ます。

利島村
Toshima

島 の 概 要

位　置　�都心から南に約 140�km

【航�路】� 竹芝桟橋�ー�伊豆大島�ー�利島�≲東海汽船株式会社≳
� ●�「高速ジェット船」（約２時間25分）
� ●�「大型客船」（約9時間40分）　
【空�路】� 調布飛行場�ー�大島空港≲新中央航空株式会社≳（約25分）ー�利島
� ≲東邦航空株式会社（ヘリコプター）≳（約10分）　　
� 羽田空港ー�大島空港≲ANA≳（約35分）ー�利島
� ≲東邦航空株式会社（ヘリコプター）≳（約10分）　　

面　積　4.12�km2（周囲 7.7�km）
人　口　296人　　

アクセス ※天候や時期により、変更の場合があります。

（平成25年 4月1日現在）

（平成26年3月確認）
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椿の島 - 利島の椿油

　利島は、伊豆諸島の中で最も土地が肥
よくと言われ、作物の栽培や樹木の生育
に適しています。島の約８割が椿林に覆
われ、その本数は約 20 万本とも言われて
います。島の斜面には至る所に椿の段々
畑が広がっており、冬の寒さが続く２月
ごろ、椿の花は島全体を赤く染めるほど
に咲き誇ります。そして、落下した花が
畑を敷き詰めると、まるで“椿のじゅう
たん”のように深紅に彩られた独特の美
しい光景が広がります。
　冬満開に咲いた椿は、夏にはたくさ
んの実をつけ、秋になると熟して種子
を落とします。この椿の実は、農家の
方々の手作業で一粒一粒拾い集められ、
島内にある「利島村椿油製油センター」
へと運び込まれます。
　製油センターでは、集められた実が
丁寧に精製され、良質な椿油が造られ
ます。このように利島の椿油は、島で
収穫された無農薬・自然栽培の椿実を
100％使用し、島内の工場で製造された

純利島産です。　
　島の椿油生産は、250 年ほど前の江戸
時代から行われており、先祖から代々受
け継がれてきた伝統産業です。現在では、
全国の椿油の生産量の約６割を占め、第
１位を誇っています。伝統と実績ある“日
本一”の利島産椿油は、美容品から食用
品まで様々な製品に加工され、高い人気
を得ています。製品は、東京島しょ農業
協同組合利島店などで購入できます。

▲ひしめくように咲く満開の椿
▲利島産の椿油　ぜひ美肌効果を感じてみては！
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椿農家の必需品　トロッコ

　島の 8 割が椿林で覆われてい
る利島の椿農家では、収穫した
椿の実を運ぶためのトロッコが
大活躍します。

▲椿の実　精製され椿油になります

▲“椿のじゅうたん”�落花が一面を覆う光景も美しい

▲先人から代々受け継がれる農作業の風景

▲実際のトロッコ
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￨ビュースポット
   南

み な み が や ま

ヶ山園地

　宮塚山南側の丘に広がる緑地公園です。
園内の展望台から望む景観は「新東京百
景」にも選ばれているほど雄大で、晴れ
た日には遥か三宅島や御蔵島までをも一

望することができます。また、園内には
芝生の広場もあります。
　日が暮れると、利島の空は天然のプラ
ネタリウムとなります。この園地では、
晴れた日には、一面に広がる満天の星空
を眺めることができます。　

▲�南ヶ山園地から望む伊豆諸島の島々

￨ビュースポット
   ウスイゴウ園地

　宮塚山の東側に位置する公園で、利
島で一番早く日の出が見られる場所で
す。「ウスイゴウ」とは、「朝日のさす所」
という意味です。
　展望台のほか、利島で発掘された古
代の住居を模した東屋や銅鏡を模した
池などがあります。園内には花も多く、
椿や「さくゆり」の花が咲く光景は見
事です。 ▲�ウスイゴウ園地
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華麗に咲く「さくゆり」

　６月中旬から７月の初夏には、島の
至る所に自生している、さくゆりがいっ
せいに花開きます。
　さくゆりは、人の背丈まで伸びる世界
最大級のユリ
で、気品あふ
れる純白の大
輪の姿が山の
中に美しく映
え、訪れる人々
の心を和ませ
てくれます。

エンジョイ  ボーリング

　集落にある勤労福祉会館には、ボー
リング場があります。２レーンあり、1
ゲーム 300 円、貸し靴は無料です。島
民のボーリング大会も行われています。

▲�明るく、きれいなボーリング場

▲�満開のさくゆり

BIG な
伊勢海老とサザエ
　特大サイズの伊勢海老やサザエ
は、利島を代表する海産物です。島
の周辺は潮の流れが速いので、そ
こでとれる魚介類は身が締まってい
て、食感も良く美味しいと評判です。
乱獲をせず、大切な資源を守り育て
る漁業の推進により、自然とサイズ
が大きくなるのだそうです。
　 利島では、伊 勢 海 老は 200 ～
600g、サザエは 350g 前後が標準サ
イズとされ、さらに大きなものにな
ると１kg 近いものがとれるそうで
す。（一般的に、伊勢海老は 300g、
サザエは 200g ほどで大サイズとし
て扱われるようです。）TryLet’s
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利島村役場

● 所在地 〒 100-0301
 東京都利島村 248 番地
● 職員数 26 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。

　利島の椿油造りは、約 250 年も続
く貴重な伝統産業です。担い手の高
齢化や後継者不足などの課題があり
ますが、利島にしかない魅力を積極
的に発信し、I ターンや U ターンを
促すなど島の活性化や発展に貢献し
たいと思っています。
　利島では、椿が季節を知らせてく
れます。満開の椿花は冬の寒さを、
たわわな椿実は初夏を告げてくれま

す。利島はいわゆるリゾートの島で
はありませんが、都会の生活にはな
い静かな世界があります。豊かな自
然、山からの雄大な眺め、美味しい
海の幸があります。のんびりとくつ
ろぎたい方は、ぜひ来島して、見て
感じていただきたいと思います。私
も喜んで利島の魅力をいっぱいご案
内させていただきますよ！

　（R.O さん）

　　　　   役場職員 メッセージ from

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

食堂てづか 東京都利島村 30 04992-9-0102 明日葉の天ぷら
（要予約）

永楽屋 東京都利島村 20 04992-9-0334 手打ちそば
（要予約）

食 事 処

名　称 所在地 電話番号

民宿寺田屋 東京都利島村 58 04992-9-0251

民宿しんき 東京都利島村 51 04992-9-0028

民宿かねに 東京都利島村 59 04992-9-0034

利島館 東京都利島村 32 04992-9-0222

民宿かおり荘 東京都利島村 6 04992-9-0038

民宿永楽屋 東京都利島村 20 04992-9-0334

宿 泊 施 設

いずれの食事処も、事前の予約が必要です。

※予約方法などは、事前にご確認ください。




