
(109km) 

東京宝島推進委員会（第1回）  

伊豆諸島・小笠原諸島の概況 

■町村名 （２町７村） 
     大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、 
     御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
  
■総人口（平成29年1月現在） 
          26,307人  
  
■総面積 
          404.17㎢ （東京都面積の18.4％） 
  
■海域 
     171万k㎡（日本の排他的経済水域の38.0％） 
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■伊豆諸島・小笠原諸島の概況 
6 三宅島 
 人口 ２，５８３人 
 面積 ５５．２１㎢ 
 距離 １８０㎞ 
火山と野鳥が織りなす自然美の島 
 

7 御蔵島 
  人口 ３０３人 
  面積 ２０．５１㎢ 
  距離 １９９㎞ 
野生のイルカと巨樹の森の島 

8 八丈島 
 人口 ７，７０６人 
 面積 ６９．１１㎢ 
 距離 ２８７㎞ 
亜熱帯の自然が広がるひょうたん型の島 
 
9 青ヶ島 
 人口 １６０人 
 面積 ５．９６㎢ 
 距離 ３５８㎞ 
日本一人口の少ない村・複式火山の島 
 

10  父島 
  人口 ２，１２６人 
  面積 ２３．４５㎢ 
  距離 ９８４㎞ 
独自の生態系を有する世界自然遺産 

11 母島 
  人口 ４６８人 
  面積 １９．８８㎢ 
  距離 １，０３３㎞ 

1 大島 
 人口 ８，０１５人 
 面積 ９０．７３㎢ 
 距離 １０９㎞ 
東京に一番近い伊豆諸島最大の島 
 
2 利島 
 人口 ３１５人 
 面積 ４．１２㎢ 
 距離 １３４㎞ 
日本有数の椿油の産地 
 

3 新島 
 人口 ２，２２５人 
 面積 ２２．９７㎢ 
 距離 １５１㎞ 
 
美しい海岸・温泉とガラスアートの島 

4 式根島 
 人口 ５２８人 
 面積 ３．６７㎢ 
 距離 １５７㎞ 
 

5 神津島 
 人口 １，８７８人 
 面積 １８．２４㎢ 
 距離 １７２㎞ 
天上山がそびえる水配り伝説の島 

（注） 
人口：平成２９年１月１日現在住民基本台帳人口 

面積：平成２７年区市町村別面積調「島面積」（国土地理院） 
距離：都庁からのおよその距離 
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■島へのアクセス 

出典：「公益財団法人東京都島しょ振興公社 公式サイト」＜http://www.tokyoislands-net.jp/access＞ 

◇島への交通アクセスは、航路・航空路 
 
◇離島間は、ヘリコミューター（東京愛ら   
  んどシャトル）にて補完 

24時間 
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■各島の「宝物」 

火山島ならではの特徴的な外観 
（日本ジオパーク認定） 

 

大島 

椿の島 

都立大島公園：使用OK（大島町役場） 

地層切断面 

地層切断面：使用OK（東京観光財団） 

三原山：使用OK（東京観光財団） 

都立大島公園（国際優秀つばき園認定） 
 

三原山 

写真提供：大島町役場   

写真提供：（公財）東京観光財団  

写真提供：（公財）東京観光財団   

べっこう寿司：RPI撮影 
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利島 
伊勢海老・サザエなど海産物が豊富 

通年で楽しめるイルカウォッチング 

日本有数の椿油の産地 

椿の花：申請中（利島村役場） 伊勢海老サザエ：申請中（利島村役場） 

イルカ：申請中（利島村役場） 

2/28 × 2/28 × 

2/28 × 

椿の花：使用OK（島しょ振興公社） 

写真提供：東京島しょ振興公社 

サザエ：RPI撮影（＠大島） 

写真提供：利島村 
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写真提供：利島村 



新島・式根島（新島村） 
世界的に珍しいコーガ石を原料とした 

ガラスアート(新島) 国内有数のサーフスポット(新島) 

ユニークな温泉施設(新島) 天然温泉(式根島) 

新島ガラス：使用OK（新島村役場） 新島サーフィン：使用OK（新島村役場） 

地鉈温泉 

0228打合せでは、「くさや」を新島とし

て追加予定でしたが、良い「くさや」の
写真がなかったのでいったん「湯の浜
温泉」にしています。 

良い写真が見つかれば、「くさや」に差
し替えます。 

地鉈温泉：使用OK（新島村役場） 

くさや(新島) 

湯の浜温泉 

湯の浜温泉：使用OK（新島村役場） 

写真提供：新島村役場 写真提供：新島村役場 

写真提供：新島村役場 写真提供：新島村役場 
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神津島 

豊富な海産物 

豊富な水資源と水配り伝説 新日本百名山 天上山 

個性豊かな海岸 

キンメダイ：RPI撮影 赤崎遊歩道：RPI撮影 

多幸湧水(東京の名湧水57選) 

多幸湧水：使用OK（神津島観光協
会） 

水配り像：使用OK（神津島観光協
会） 

赤崎遊歩道 

多幸湧水：RPI撮影 天上山：使用OK（神津島観光協会） 

写真提供：神津島観光協会 

キンメダイ 

写真提供：神津島観光協会 
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国内最大級スポーツクライミング施設 

三宅島 
火山がつくるダイナミックな 
景観や豊かな大自然 

WERIDE エンデューロレース 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ施設：使用OK（三宅村役場） 

エンデューロ：使用OK（三宅村役場） 

アカコッコ：使用OK（三宅島観光協会） 

火山遊歩道：使用OK（三宅島観光協会） 

バードアイランド 

アカコッコ（国指定天然記念物） 

火山遊歩道 

写真提供：三宅島観光協会 

写真提供：三宅島観光協会 

写真提供：三宅村役場 

写真提供：三宅村役場 

三宅村レクリエーションセンター 
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http://www.miyakejima.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/6P2A9255-800x600.jpg
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御蔵島 

豊富な水資源 

都・村によるエコツーリズム 

自然林が残された秘境の島 

スジダイ：申請中（観光部） 

スダジイ 

イルカ：申請中（観光部） 

イルカウォッチング 

2/28 × 2/28 × 

スダジイ：使用OK（島しょ振興公社） イルカ：使用OK（島しょ振興公社） 

御蔵の源水：RPI撮影 

「御蔵の源水」 

写真提供：東京都島しょ振興公社 

写真提供：東京都島しょ振興公社 

9 



八丈島 
バリエーション豊富な温泉 

島焼酎の品揃えは 
伊豆諸島随一 フェニックス・ロベレニー生産国内１位 

黄八丈 

黄八丈：使用OK（観光部） 

みはらしの湯 

みはらしの湯：使用OK（八丈島観光協会） 

島焼酎：使用OK（八丈島観光協会） ロべ：使用OK（八丈島観光協会） 

ロべ：RPI撮影 

写真提供：産業労働局観光部 写真提供：八丈島観光協会 

写真提供：八丈島観光協会 写真提供：八丈島観光協会 

ロべ：RPI撮影 
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青ヶ島 

島特産品の「青酎」 

星空コロシアム 世界的に珍しい複式火山の島 
日本一人口の少ない村 

ひんぎゃ 

             池之沢地区 

丸山：使用OK（青ヶ島村役場） 星空コロシアム：使用OK（青ヶ島村役場） 

ひんぎゃ：使用OK（青ヶ島村役場） 青酎：使用OK（青ヶ島村役場） 

写真提供：青ヶ島村役場 

写真提供：青ヶ島村役場 

写真提供：青ヶ島村役場 

写真提供：青ヶ島村役場    水蒸気が噴出する穴 11 



父島・母島（小笠原村） 
貴重な生き物、多様な固有種が生息 「世界自然遺産」の島 

豊富なアクティビティ 

ホエールウオッチング 

ムニンヒメツバキ：使用OK（小笠原村観光局） 

ムニンヒメツバキ 

南島：使用OK（東京観光財団） 

南島 

ホエールウオッチング：使用OK（小笠原村観光局） 

豊富な南国フルーツ 

パッションフルーツ 

パッションフルーツ：使用OK（小笠原村観光局） 

写真提供：（公財）東京観光財団 写真提供：小笠原村観光局 

写真提供：小笠原村観光局 写真提供：小笠原村観光局 
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