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三宅村
Miyakejima

真っ青な太平洋に囲まれた
天然記念物の住む三宅島

ひょうたん山
噴火によって

一夜にして現れた山。
（→ P 107）

三宅島観光ガイド
（三宅島観光協会）
観光ガイドコースを
利用してみませんか。

（→ P48）

メガネ岩
年間で限られた日にしか
潜れないダイビングスポット。

（→ P102 ）

三宅村

三宅村役場
　（臨時庁舎）

雄山

三宅島空港

三
池
港

伊ヶ谷港

錆ヶ浜港
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　三宅島は、東京都心から南南西に約
180km の海上に浮かぶ島です。伊豆諸
島では、伊豆大島、八丈島に次いで３番
目に大きな島で、ちょうど、山手線の内
側ほどの大きさです。
　島の中央には雄

お や ま

山があり、噴火によっ
て形成された独特な景観や、国指定の
天然記念物「アカコッコ」などの野鳥
が生息する森などの特色ある自然と、

人々の生活とが共存しています。
　周囲を流れる黒潮の影響により温暖
多雨な気候で、年間降水量は東京都心
の約 2 倍の約 3,000mm です。気温は最
高気温が 30℃以上の日が年間平均約
12.7 日、最低気温が氷点下になる日は
ほとんど無く、夏は涼しく、冬は暖かい、
過ごしやすい気候です。

三宅村

島 の 概 要

位　置　都心から南南西に約 180km������　　

【航�路】� 竹芝桟橋�ー�三宅島�＜東海汽船株式会社＞「大型客船」（約6時間40分）
【空�路】�〔直通〕調布飛行場�ー�三宅島空港＜新中央航空株式会社＞（約50分）
� 〔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�三宅島�＜東邦航空株式会社（ヘリコプター）＞（約20分）

（平成25年 4月1日現在）

面　積　55.5km2（周囲 38km）
人　口　2,722 人　　

Miyakejima

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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火山遺跡

　三宅島は、富士火山帯に属する火山
島で、近年では平成 12 年（2000 年）、
その前は昭和 58 年（1983 年）、昭和 37
年（1962 年）、昭和 15 年（1940 年）と、
約 20 年周期で噴火を続けています。
　噴火の痕跡は島内各所で見ることが
でき、噴火によってできた迫力ある景
観は圧倒されるものがあります。島全
体がまるで火山博物館のようです。
　平成 12 年の噴火後、一時全島避難を
余儀なくされました。しかし、固まっ
た溶岩からも新たな草が芽吹いて再生
していくように、島民の生活も噴火か
らの再生復興を続けています。

火山体験遊歩道

　昭和 58 年の噴火の際に流れ出した溶
岩流の上に遊歩道が敷かれ、自然の驚

異を肌で感じることができます。ここ
では、溶岩に飲み込まれた小中学校を、
そのままの姿で見ることができます。

▲広大な溶岩の中を歩くことができます

沈静化する火山ガスの影響

　皆さんの記憶にも新しいと思
いますが、三宅島の中央、雄

お や ま

山
で平成 12 年に大規模な噴火があ
りました。
　噴火の影響により火山ガスが
発生し、これまで島内ではガス
マスクの携行が義務付けられて
いましたが、平成 25 年７月から
はガスマスク携行の義務付けも
なくなり、また規制区域の一部
解除も行われるなど、以前と比
べて火山ガスの放出量が減少し
てきています。



47

三
宅
村

黒潮の海

　黒潮の影響を受ける三宅島周辺の海
には、世界最北限のテーブルサンゴの
群生が見られるほか、熱帯魚、大型の
回遊魚、ウミガメなどが生息しており、
広大な海の恵みを実感することができ
ます。

釣り

　三宅島周辺の海は、イシダイやメジナ、
ヒラマサ、カンパチなど魚種の宝庫です。
　断崖絶壁からの磯釣りや船釣りが楽し
め、釣り客のリピーターがたくさんいます。
特に、三本岳と呼ばれる大

お お の は ら じ ま

野原島は、憧れ
の大物に出会える絶好のポイントとなってお
り、釣り人ならば一度は行きたい聖地です。

シュノーケリング

　三宅島の豊かな海では、タンクを背負っ
たスキューバダイビングでなくても、シュ
ノーケリングで少し潜ればきらびやかな
熱帯魚に出会うことができます。
　天然のタイドプール（潮だまり）になっ
ている長

ちょうたろういけ

太郎池や、伊
い が や

ケ谷港の大船戸海
水浴場は波も小さく、子どもでも安心して
シュノーケリングを楽しむことができます。
天候によっては 10 月でもシュノーケリン
グを楽しむことができるそうです。

※ 長太郎池は、平成 12 年の噴火の影響で水位が上
がったため、満潮時には注意が必要です。

▲釣り人憧れの三本岳

▲天然のタイドプール長太郎池

▲海中の魚

※海のレジャーを楽しむ際は、ライフジャケットを着用するなど、安全に配慮してください。
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天然記念物の野鳥

　三宅島は別名バードアイランドと呼
ばれ、約 250 種類の野鳥が住んでいる
と言われています。国の天然記念物で
絶滅危惧種であるアカコッコやカラス
バト、イイジマムシクイなど、限られ
た地域でしか見られない野鳥を観察す
ることができます。
　特に、野鳥の生息密度が高い「大

たい

路
ろ

池
いけ

」は、探鳥ポイントの一つになってい
ます。
　大路池に隣接するアカコッコ館には
レンジャーが常駐し、館内にはバード
ウォッチングのできる部屋があり、近
くの水辺に集まる野鳥を直接観察する
こともできます。また、三宅島の自然
や火山についての展示もあります。

アカコッコ

　アカコッコは、国の天然
記念物に指定されている三宅
村の村鳥です。生息地域は伊豆諸島と鹿
児島のトカラ列島、長崎県の男女群島の
みで、日本の島にしか生息していません。
　ツグミの仲間でスズメの倍くらいの大き
さの鳥です。赤いおなかと黒い顔がポイン
トです。三宅島では、森林や畑、民家周
辺など様々な場所で見ることができます。

▲たくさんの野鳥が生息する大路池

▲アカコッコ館で野鳥観察▲アカコッコ館の展示室

三宅島を深く楽しく周遊するには！？

三宅島観光ガイドを利用しよう！
　三宅島観光協会では、三宅島で
の観光をより楽しんでもらえるよ
う、比較的手ごろな価格での島内
観光ガイドツアーを行っています。
所要時間は 2 ～ 3 時間ですので、
帰る日の午前中や大型客船の出発
時間まで島での滞在をより思い出
深いものにできるかもしれません。

観光ガイドコース（例）
①��火山の脅威や火山が作り出した景観を
めぐるコース

②��島の文化・歴史を
めぐるコース

③��お土産・工場見学
コースなど

� �全８コースありま
す。島の人に直接
お話を聞きながら、
観光してみてはい
かがでしょうか。

▲三宅島役所（史跡）

▲メガネ岩
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￨ビュースポット
   伊豆岬灯台

　伊豆岬灯台は明治 42 年に建造された、
珍しい角柱形の純白の灯台です。天気の
良い日は新島、神津島や遠く富士山を望
むこともでき、三宅島の夕景撮影の絶好
のスポットの一つです。

一夜にして干上がった池

　新
しんみょういけ

澪池は昭和 58 年の噴火で水蒸気爆発
を起こしてなくなりました。なくなる前は、
原生林の中に水をたたえる神秘的な池でし
た。自然の偉大さを感じることができます。

こんなところにも三宅島

　三宅島では至る所で火山の痕跡
を見ることができますが、身近な
ところにも利用されていることを
ご存知ですか。三宅島の溶岩は気
泡を多く含んでおり、建築資材と
して利用すると植物が定着しやす
く、壁面緑化に効果があるそうで
す。その特性を利用して、中央自
動車道の談合坂付近の擁壁のパ
ネルなどに使われ壁面緑化に一役
かっているそうです。

▲伊豆岬灯台

▲新澪池の跡

▲三宅島の溶岩▲溶岩を活用した擁壁

あしたば炊きこみごはんの素

　三宅島で採れた
あしたばを利用し
た商品です。「あ
したば炊きこみご
はんの素」を加え、普通にご飯を
炊く要領で炊きこむだけででき上
がります。醤油の香ばしいにおい
と明日葉の香りが食欲をそそりま
す。少し甘めでおにぎりにしても
おいしいです。皇室への献上品に
もなったことがあるそうです。
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　雄大な自然、青い海、火山のパワー
を体験できる島です。シュノーケリ
ングなどの比較的手軽な方法で、色
鮮やかな魚やテーブルサンゴを見る
ことができ、南の海を体験できます。
　また、噴火の跡はこの三宅島でし

か見られないスポットがたくさんあ
ります。写真ではわからない、想像
を超える自然の迫力を、ぜひ島に来
て体験してください。

（A.T さん）

　　　　   役場職員 メッセージ from

三宅村役場

● 所在地 〒 100-1212   
 東京都三宅村阿古 497
 （臨時庁舎）
● 職員数 118 人
 （平成 25 年 4 月 1 日現在）

島内交通
● 村営バス・路線バス（フリー乗車券有り）
● 臨時バス（早朝に到着する定期船にあわせて運行）
　　※�時刻表と運賃は、三宅島観光協会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

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

misaki + cafe 東京都三宅村坪田 2891 04994-6-1451
オーシャンビュー
三宅島の食材を使った
おしゃれなメニュー

いけ吉 東京都三宅村坪田 3135 04994-6-0118 新鮮な魚介を使った
割烹料理屋

ココナッツ
ガーデン

東京都三宅村阿古 531 04994-5-0006 中華料理。ピリ辛南国
チャーハンなど

リターノ 東京都三宅村神着 421-5 04994-2-1245 Island�style 居酒屋

ギャラリーカフェ
カノン

東京都三宅村伊豆 36 04994-2-1239
島の天草を使ったとこ
ろてん、焼き立てパン�
など

食 事 処

名　称 所在地 電話番号

【ホテル】ホテル海楽 東京都三宅村阿古 1878 04994-5-0131

　 【ペンション】
ペンションサントモ

東京都三宅村阿古 575 04994-5-0532

宿 泊 施 設

※�その他、�各地区に食事処や宿泊施設があります。
　三宅島観光協会では、来島目的、予算に応じて宿泊施設等を紹介してくれます。問い合わせは
　三宅島観光協会（TEL :04994-5-1144）へ。

※予約方法などは、事前にご確認ください。




