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八丈町
Hachijo

花と緑と温泉の島
八丈島歴史民俗資料館
黄八丈を作る道具や、
流人の遺品などの
歴史的資料の宝庫。
（→ P93）

西山
（八丈富士）

八丈島空港

八丈富士や八丈小島の
眺めが迫力満点。
（→ P64）

八丈町役場
八重根港

大坂トンネル
からの眺め

底土港

八丈町

末吉温泉みはらしの湯
太平洋の大海原を見渡せる
露天風呂は気分も眺めも最高。
（→ P112）
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また、八丈島はハイビスカス、ストレチ

八丈島は、都心から南に約 290 ｋｍの

ア、フリージアなどの花や、一年中緑の映

伊豆諸島南部に位置しており、黒潮に浮

えるフェニックス・ロベレニー、ビロウヤ

かぶ南国情緒豊かな花と緑と温泉の島で

す。高知県の室戸岬や長崎県佐世保市と

シなど、国内有数の亜熱帯性植物の栽培

約 70 ｋｍ2 で、島の北西側に伊豆諸島最

ら続いています。

地で、これら植物の栽培は、大正時代か

同緯度（北緯 33 度）に位置し、面積は

島内には温泉も多く、そのすべてが樫

高峰の八丈富士（標高 854.3 ｍ）が、南

東側に三原山（標高 700.9 ｍ）がそびえて

います。富士箱根伊豆国立公園の一部で、
鹿児島県の気温を上回る温暖な地のため

（年平均約 18℃）
、島内のいたるところに、
ヤシ、シダ類の亜熱帯植物が繁茂してい

ます。その樹勢と豊かな色彩は、ハワイに

位

の
置

概

施設があり、無料で入ることができるもの

もあります。

今では地熱発電によるクリーンエネル

れ、毎年多くの観光客が訪れています。

要

都心から南に約 290km

アクセス

立地域、中之郷地域、末吉地域という島

の南東部に位置しています。7 ヵ所の温泉

ギーの島、花と緑と温泉の島として注目さ

も劣らない景観と言われています。

島

八
丈
町

面 積 72.62km 2 （周囲 67.61km）
（平成 25 年 4 月 1 日現在）
人 口 7,990 人

※天候や時期により、変更の場合があります。

【航 路】 竹芝桟橋 ー 三宅島 ー 御蔵島 ー 八丈島 ＜東海汽船株式会社＞「大型客船」
（約 11時間）
【空 路】 羽田空港 ー 八丈島空港 ＜ ANA ＞（約 55 分）
（平成 26 年 3 月確認）
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ふるさと村

植物

大賀郷地域に所在するふるさと村で

“花と緑と温泉の島”八丈町。そのす

は、八丈島の伝統工法により昔の民家

べてが自然からの贈り物です。島内の各

を修復して公開しています。

所にハイビスカスが植えられていて、ほ

伝統的な石垣である玉石垣に囲まれ
た敷地に、母屋をはじめ高倉や牛小屋

ぼ１年中真っ赤な花が咲き乱れ、南国を
感じさせます。

（マヤ）
、便所などが復元してあり、か

また、島の樹木のほとんどが常緑樹で、

つての島の暮らしぶりをうかがうこと

常に山は緑の化粧をしています。

のできる施設です。

春を彩る“ フリージア”

昭和 40 年代まではかやぶきの民家も
多く残っていましたが、昭和 50 年の台
風によりかなりの家屋が被害を受けま

３月頃になるとフリージアの花が咲き、
「フリージアまつり」が開催されます。

した。その後急速に現代的な家屋への
建て替えが進みました。

会場では色とりどりの花が咲き乱れ、観
光客には、無料摘み取りなどのサービス
があります。

▲フリージアまつりの会場

▲ふるさと村の高倉
▲ふるさと村の母屋
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真っ赤な花の“ ハイビスカス”
夏になると島中でよく見かける赤い花が
ハイビスカスです。開花シーズンは、観光
八丈町

での移動中も車窓から真っ赤な花のハイ
ビスカスを眺めることができます。

▲ハイビスカスの花

▲歩道に植えられたハイビスカス

都立八丈植物公園
都立八丈植物公園は、八丈島に広がっ
ている熔岩原の自然林の中に多種類の亜
熱帯植物が繁茂し、いたる所で小鳥のさ
えずりが聞こえる、大きな公園です。
公園内にある温室には、ハイビスカス
やブーゲンビリアなどの花木類、トック

▲公園内にある八丈ビジターセンター

（公園をより利用しやすくするための手助けをする施設。
解説員が常駐しています。）

リヤシやタビビトノキなどの観葉植物、
パパイヤやマンゴーなどの果樹類など、
あわせて 100 種類以上の植物が展示され
ています。

▲公園内にある温室
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▲八丈富士（大坂トンネルより）

￨ 大坂トンネル

八丈小島

ビュースポット

八丈町には人が住む八丈島のほかに、

八丈島には、すばらしい景色を楽し
めるスポットがたくさんあります。な

現在は人が住んでいない八丈小島もあ
ります。

かでも大賀郷と樫立を結ぶ大坂トンネ

八丈小島は、八丈島の北西 7.5km の

ルの大賀郷側からの眺めは、正面（写

洋上に浮かぶ火山島で、面積が 3.1km2、

真の右側）に望む八丈富士、眼下（写

中央部に太平山（標高 616.8 ｍ）を擁し

真中央下側）の横間海岸、海の上（写

ています。電話・水道・医療の施設が

真左側）には八丈小島と、迫力満点の

ないなどの生活上の理由から、昭和 44

パノラマが広がっています。

年６月に島民全員が離島し、無人島に
なりました。
八丈島の展望スポットから見える八
丈小島はよいアクセントになり、素晴
らしい景観を作り上げています。

黄八丈
無形文化財の中でも国が記録作成等
の措置が必要だと選定した、国の「記
▲八丈小島
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録作成等の措置を講ずべき無形文化財」

になっている“黄八丈”は、八丈島で
しま

織られている縞 の絹織物で、古くから
名産に数えられています。
かりやす

つばき

八丈刈安といわれるコブナグサと椿

さかき

あ

く

八丈町

・榊の枝葉の灰汁で黄色を、マダミとい
われるイヌグスの樹皮と灰汁で茶色を、
椎の樹皮と泥づけで黒色をそれぞれ染

▲染色した絹糸を乾かしている様子

め出します。原料の植物は八丈島に豊
富にあるものです。各種の縞や格子な
どの模様が中心に織られています。
八丈島では現在でも、年間に反物で
約 470 反、帯で約 370 本の黄八丈が織
られていて、高級な反物から手頃に手
に入れられる土産物まで、様々な品物
として販売されています。

▲黄八丈

黄八丈を作るために使用されていた
古い道具類は、八丈島歴史民俗資料館
で見ることができます。

体験してみよう！
黄八丈の織物体験

Let’s

Tr y

島内には黄八丈の織物体験ができる工房
もあり、子どもから大人まで体験することが
できます（事前予約制、有料）
。女性のみな
らず、男性にも人気があるとのことです。

八丈島地熱館
東京電力管内の地熱発電所とし
ては唯一商用化された八丈島地熱
発電所に隣接して、八丈島地熱館
は建っています（入場は有料）
。
東京電力が設置・運営していま
したが、平成 25 年８月 31 日から
町営として再出発しました。
八丈島の成り立ちのほか、地熱
そのものや八丈島の地熱発電所の
仕組みなどを分かりやすく紹介し
ています。

▲織物体験の様子

▲八丈島地熱館の外観 ▲体験できる施設もあります
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八丈町役場
● 所在地

〒 100-1498
東京都八丈町大賀郷
2551 番地２

● 職員数

240 人
（平成 25 年 4 月 1 日現在）

島内交通
● 路線バス（町営バス）
八丈町役場を中心に、坂上地域と坂下地域を結ぶ路線や、
空港と町役場を結ぶ循環路線が走っています。
※路線図・時刻表・料金表は、
町営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！
メッセージ from

役場職員

八丈島では現在、地熱発電に力
を入れています。発電の出力を上

黄八丈や島寿司、八丈太鼓など、

げて、ゆくゆくは町全体の電力を

黒潮がもたらした歴史や文化が色濃

まかなえるようにしたいと考えて

く残る島なので、ぜひお越しいただ

います。

き、八丈島を全身で感じてください！

とにかく環境がすばらしいので、
雄大な黒潮の海に包まれた、色鮮
やかな景色の中で、のんびりと「島
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時間」を満喫してほしいです。

八丈島におじゃりやれ！（島言
葉で「お越しください」の意味）
（S.S さん）

食事処
名

電話番号

おすすめ品や
店の様子など

割烹

東京都八丈町三根 765

04996-2-0650

近海で獲れる魚介類を
中心とした活魚料理。

東京都八丈町三根 1672

04996-2-0631

地元の郷土料理を中心
に近海で獲れた新鮮な

東京都八丈町三根 203-2

04996-2-3047

新鮮な海の幸や島料理
を楽しめるお店。おまか

東京都八丈町大賀郷 2521

04996-2-1405

八丈島名物「島寿司」と
本格的「江戸前鮨」が

東京都八丈町樫立 347

04996-7-0041

八丈島の歴史と文化も
感じられる郷土料理の

宝亭

八丈島 郷土料理
梁山泊
くりや

厨

すし処

銀八

いそざきえん

宿泊施設
名

八丈町

所在地

称

魚介類を提供。

せ御膳など。

食べられる人気店。

有名店。

※予約方法などは、事前にご確認ください。

称

所在地

電話番号

八丈シーパークリゾート
（ホテル）

東京都八丈町三根 5392

04996-2-3111

ホテル
リード・アズーロ

東京都八丈町三根 5489-1

04996-2-3121

八丈ビューホテル

東京都八丈町大賀郷 4422-1

04996-2-3221

八丈島民宿 そこど荘

東京都八丈町三根 1307

04996-2-0092

民宿 船見荘

東京都八丈町三根 1754

04996-2-0731
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