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 小笠原村
Ogasawara

自然共生アイランド

アカガシラカラスバト
小笠原国有の種で、
国の指定天然記念物。
運が良ければ島内で見られる。

（→ P79）

千尋岩（ハートロック）
海から見るとハート形に
見える千尋岩。
頂上からの眺めは最高。

（→ P80）
ロース記念館
ロース岩で作られた記念館
母島の古い写真や
民具の展示がある。

（→ P93）

母島

父島

小笠原
村役場 二

見
港

小笠原村

小笠原村
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小
笠
原
村

　小笠原村は小笠原諸島に属し、南は日
本最南端の沖ノ鳥島、東は日本最東端の
南鳥島などの 30 余りの島々から成り立っ
ています。これらの多くの島のうち、一
般の人が住んでいる島は父島と母島で、
父島は、東京の都心から約 984km、母島
は約 1,033km の距離にあります。
　小笠原村（父島）の緯度は沖縄とほぼ同じで、
亜熱帯に属しており、一年を通じて温暖多
湿な気候が特徴で、年平均気温は 23℃です。
　小笠原村は、文政 13 年（1830 年）まで
は無人島で、最初に住んだ人たちは欧米
人と太平洋諸島民でしたが、安政7年（1860

年）ごろ、日本からの本格的な移民が始
まりました。太平洋戦争中は多くの島民が
強制的に島を離れることとなりました。戦
後のアメリカ合衆国統治を経て、昭和 43
年（1968 年）、23 年ぶりに日本に返還され、
島民の帰島が進みました。
　平成 23 年 6 月には、小笠原諸島が世界
自然遺産に登録され、より一層自然と共生
した村づくりが進められています。また最
近では、平成 25 年末に海底噴火によって
新島が現れ、小笠原諸島を構成する島の
一つである西之島と一体化したことがメ
ディアで紹介されています。

 小笠原村

村 の 概 要

位　置　都心から南に約 1,000km　　

【航�路】� 竹芝桟橋�ー�小笠原諸島（父島）＜小笠原海運株式会社＞
� 「おがさわら丸」（約25時間30分）
� 父島�ー�母島＜伊豆諸島開発株式会社＞「ははじま丸」（約2時間10分）

面　積　104.41km2（周囲約 52km（父島））
人　口　2,509 人　　

Ogasawara

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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エコツーリズム

　大小 30 余りの島々で構成される小笠原諸
島は、大陸と一度も陸続きになったことがな
いため、独自の進化を遂げた固有の生き物
やその生態系を見ることができます。
　小笠原村では、世界自然遺産に登録され
た貴重な自然を、人類共通のかけがえのな
い財産として将来に引き継いでいくため、村
民をはじめ地元 NPO や東京都、国とともに
協力しながら、エコツーリズムに取り組んで
います。

▲森林生態系保護地域

▲下船時に外来種の上陸を防ぐ▲地元ガイドによる案内
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動植物

アカガシラ
カラスバト
　アカガシラカ
ラスバトは「あ
かぽっぽ」の愛
称で呼ばれ、国
の天然記念物に
指定されていま
す。
　小笠原諸島全
体で 100 羽程度
しか生息が確認
されず、絶滅危惧種となっていますが、運
が良ければ、ハイキングやトレッキング中
に遭遇することもあります。

タコノキ
　村 の 木 に も
なっている小笠
原の固有種で、
名前のとおり、タ
コの足のような
根が特徴です。
　古くから、葉
は伝統工芸のタ
コノ葉細工とし
て利用され、実
は味噌や黒砂糖
と炒めて食べることができます。

戦跡

　太平洋戦争時、父島は本土にある大
本営と硫黄島間の通信の取り次ぎや物
資の中継点として、重要な役割を果た
しており、母島とともに守備隊が置か
れていました。終戦間近、激戦地硫黄
島から最期の通信を受け取ったのは、
父島の守備隊でした。
　島内には、当時の日本軍が築いた防空
壕や大砲などの戦争の跡が数多く残って
おり、その悲惨な歴史と平和の大切さに
ついて、実感することができます。

父島

▲軍用車の跡

▲防空壕の跡地

▲アカガシラカラスバト

▲タコノキ
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￨ビュースポット
   三日月山展望台

　三日月山展望台（通称：ウェザーステー
ション）は、島の北西端にある三日月山
に建てられた展望テラスで、海に沈む雄
大な夕日を見るこ
とができます。
　晴れた日には母
島の姿を見ること
ができ、1 月～ 4 月
はホエールウォッ
チングも可能です。
また、夜はスター
ウォッチングにも最
適な場所です。

千
ち ひ ろ い わ

尋岩（ハートロック）

　千尋岩は、標高 250 ｍ近い断崖絶壁で、
海から見ると赤土の部分がハート形に見え
るため、ハートロックとも呼ばれています。
　ガイド同行のトレッキングツアー（有
料）に参加すれば、ハートロックの頂上
部まで登ることができ、眼下には太平洋
の大パノラマが広がっています。

各種センター

　父島には、自然や絶景以外に、雨な
どの天候不良時にも楽しむことのでき
る見所がたくさんあります。

小笠原ビジターセンター

　ここを訪れれば、小
笠原の歴史と自然につ
いて知ることができま
す。パネルや映像だけ
でなく、帆走時代の姿
を復元したカヌーなど
も展示してあります。

小笠原水産センター

　東京都の水産試験施設で、資源保護や
養殖漁業の研究などを行っています。小笠
原近海に生息し
ている魚介類を
見学できるほか、
アカバ（アカハタ）
という魚の歯磨き
も体験できます。

小笠原海洋センター

　アオウミガメの保護増殖を目的とした施
設です。アオウミガメの飼育をしており、
身近に観察することができます。
　また、展示館
でウミガメに関す
る調査報告や標
本の展示も行っ
ています。

▲水平線に沈む夕日

▲展望台からの眺め

▲ビジターセンター内
　の展示

▲水産センターの外観

▲海洋センターの外観
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北港

　母島で現在、人が
居住している地域は
南部の沖港周辺の地
域です。昭和 19 年の強制疎開までは、母
島にも沖港周辺の沖村と北部に位置する
北港周辺の北村の２村がありました。北
村でも 450 人以上が生活していましたが、
今ではこの地域には居住者はおらず、わ
ずかに小学校跡地の石垣や北港にその名
残があるのみとなっています。
　現在の北港は、遊歩道の出入り口となっ
ているほか、シュノーケリングが楽しめる
場所にもなっています。

都道最南端

　母島には都道の最南端があります。
北緯 26 度 37 分、東経 142 度 11 分の小
笠原村母島南崎がその最南端となって
います。
　観光スポットの南崎や小富士などへ
向かう遊歩道の出入り口になっていて、
駐車場もあります。

▲都道最南端の表示（写真右側は遊歩道の入口）

▲南崎

▲北港

母島
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　村の重点施策は空港の整備です。
自然環境との折り合いを付けなが
ら、小さくても毎日の足として村民
のための空港を早く実現させたいで
す。仕事柄、年配の方が内地に医療
サービスを受けに行く大変さを考え
ると、なおさらそう思います。
　小笠原村は、わずか 100 年余りの

間に移り住んできた人たちばかりの
村です。人間としてフランクな人や
個性的な人が多く、住民と触れ合う
と楽しいと思います。
　もちろん、色々なメディアで紹介
されているように、固有種をはじめ
自然もいっぱいです。

（M.H さん）

　　　　   役場職員 メッセージ from

小笠原村役場

● 所在地 〒 100-2101 
 東京都小笠原村父島字西町
● 職員数 121 人
 （平成 25 年 4 月 1 日現在）

島内交通
● 村営バス
    父島に扇浦線と大村～奥村循環線の２つの路線があります。
    なお、母島に村営バスはありません。

� ※�最新の時刻表は小笠原村ホームページをご覧ください。

● タクシー（父島のみ）
● レンタカー
● レンタバイク・レンタサイクル
● 有償運送（母島のみ）

� ※�有償運送とは、自家用自動車による乗合タクシーのことで、公共交通機関がない地域において、法律で認められた
� 　�交通手段です。�詳しくは小笠原母島観光協会（TEL：04998-3-2300）へ。

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

くつろぎの宿
てつ家

東京都小笠原村父島小港 04998-2-7725

ホテル
ホライズン

東京都小笠原村父島扇浦 04998-2-3350

ポートロイド 東京都小笠原村父島東町 1 04998-2-3733

南
なん

　風
ぷう

東京都小笠原村母島元地 0120-188-887

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））

父

　島

母

　島

父

　島

母

　島

名　称 所在地 電話番号 おすすめ品や
店の様子など

チャーリーブラウン 東京都小笠原村父島東町 04998-2-3210 地元でも
人気のレストラン

波
ぱ く ぱ く

食波食 東京都小笠原村父島東町 04998-2-3060 リーズナブルな
定食が充実

丸　丈 東京都小笠原村父島東町 04998-2-2030 島の魚を使った
郷土料理が自慢

喫茶 KOA 東京都小笠原村母島
元地クラブノア母島 04998-3-2442 母島の海を眺めながら

ホッとひと息

食 事 処

、




