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　青ヶ島港（三宝港）
Aogashima Port
(Sambo Port) 
島の南西に位置する島の玄
関口、岩礁を利用した港で、5
月からは海水浴も楽しめます。
In the southwest of the island, 
this port is the island’s gateway. 
Visitors can also swim here 
starting from May. 

　大里神社
Osato Shrine
外輪山の頂上にある、島の総
鎮守です。社殿の中には鬼と
女の面が奉安されています。
The island’s guardian deity, this 
shrine houses masks 
representing devils and women.

　神子ノ浦展望公園
Mikonoura Lookout Park
神子ノ浦を見下ろす展望台で、
夜は潮風を感じながら満天の
星空を眺めることができます。
This lookout over Mikonoura is 
a popular spot for nighttime 
star-gazing in the salty 
evening breezes. 

　尾山展望公園
Oyama Lookout Park
外輪山の北部、標高400mに
位置する眺望豊かな展望台
で、ハイキングコースの休憩場
所としても人気。
Located in the northern part of the 
crater’s outer rim (elev. 400 m); also 
popular as a rest stop when hiking.

　池之沢噴気孔群
Ikenosawa Fumaroles
地熱蒸気が吹き上げているエ
リア。地熱釜で作る温泉たま
ごやふかしイモは格別です。
Soft-boiled eggs and steamed 
sweet potatoes prepared using 
heat from the fumaroles in this 
area are a special treat. 

　オオタニワタリ群生地
Otaniwatari (bird’s nest 
fern) habitat
オオタニワタリはシダ科の植物
で、毎年3月から5月に芽吹き
のシーズンを迎えます。
Otaniwatari, a member of the 
fern family, produces new fronds 
from March to May each year.

　青ヶ島村ふれあいサウナ
Aogashima Village Community Sauna
池之沢噴気孔群のすぐ近くに
ある地熱を利用したサウナ施
設で、シャワーや休憩室も完
備しています。
This sauna is heated by the volcano’s 
geothermal energy. Facilities include 
showers and a rest area.

　還住の碑
Monument to Kanju (Homecoming) 
大噴火で荒廃した島を半世紀の
年月をかけ復興させ還住を果たし
た先人たちの偉業を讃える碑。
This monument remembers the 
islanders’ forbears and their 
efforts over a 50-year period to 
return to the island. 

　丸山
Mount Maruyama
天明3年（1783年）ごろに起
こった大噴火によって外輪山
のほぼ中央にできた内輪山。
Volcano’s inner rim, directly in 
the center of the outer rim, 
formed by the eruption of 
around 1783.

　神子ノ浦
Mikonoura
かつては島唯一の船着き場だ
ったところで、天明の噴火の際
は避難道にもなりました。
Formerly the island’s only 
landing spot for ships; the 
islanders left from here during 
the Tenmei eruption. 

　東台所神社
Todaisho Shrine
外輪山にある縁結びの神社。
高さ1ｍほどの石碑があり、女
性の線刻が描かれています。
This shrine is for those seeking 
a marriage partner, with a stone 
monument showing the figure 
of a woman.

　青ヶ島村製塩事業所
Aogashima Salt Factory
地熱蒸気を利用して特産の塩を
作っており、製品は島内の商店や
一部の民宿でも販売しています。
Salt, an island specialty, is 
produced here using steam 
from the volcano and sold at 
some shops and minshuku. 

　名主屋敷跡
Site of the nanushi’s dwelling
江戸時代の名主の屋敷の跡
で、今はソテツやオオタニワタ
リなどが群生しています。
Site of the village head’s 
dwelling in the Edo period. 
Today, cycads, ferns and other 
plants grow here.

　池之沢キャンプ場
Ikenosawa Campgrounds
丸山火口のそば、青ヶ島村ふ
れあいサウナにも近く、地熱に
より地面が温かいのが特徴。
These campgrounds near the 
Maruyama crater are known for 
being warmed by the volcano’s 
geothermal energy. 

17　金毘羅神社
Kompira Shrine
森の中にひっそりとたたずみ、
青ヶ島復興に尽力した佐々木
次郎太夫が祀られています。
Dedicated to Sasaki Jirotayu, 
thanks to whose efforts 
Aogashima was restored after a 
major volcanic eruption. 

タマアジサイ
Tama-ajisai (Hydrangea 
involucrata)
苞（ほう）に包まれ玉状になった
蕾が裂けるように開花する。開
花時期は７月～９月。
The beadlike buds surrounded by 
bracts split open when they flower. 
In bloom from July to September. 

サクユリ
Sakuyuri (Lilium auratum 
var. platyphyllum)
ユリの仲間では世界最大といわ
れており、葉・花ともに大きく芳香
も強い。開花時期は６月～７月。
The largest lily among lily family 
plants. Features large leaves and 
flowers and a strong aroma. In 
bloom from June to July.

イチビ
Ichibi (A. avicennae)
繊維を取る植物として栽培され
ていたが、現在では可愛らしい花
とは裏腹に害草として知られる。
Once grown for its fibers, ichibi 
today is considered a weed, 
notwithstanding its pretty flowers. 

オオシマザクラ
Oshimazakura (Cerasus 
speciosa)
伊豆諸島に多く、葉と同時に大
きく純白な花が咲く。開花時期
は３月～４月。
Oshimazakura produces large pure 
white flowers that bloom as the 
same time the leaves appear on the 
trees. In bloom from March to April.

シチトウスミレ
Shichitosumire (Viola 
grypoceras var. hichitoana)
淡青紫色の花が咲き、葉の緑
が濃く、厚み・光沢がある。開花
時期は３月～４月。
Has pale violet flowers and deep 
green leaves that are thick and 
shiny. Blooms from March to April.

ハイビスカス
Hibiscus
色鮮やかで大きくて美しい花。
青い空に赤が映える。開花時
期は６月～10月ごろ。
A plant with large, bright 
blossoms. Its red flowers 
contrast with the blue skies. In 
bloom from June to October.

ツワブキ
Tsuwabuki (Farfugium 
japonicum)
小ぶりながら美しい黄色の花で、
薬効があり食用にもなる。開花
時期は10月～12月ごろ。
With attractive small yellow flowers, 
tsuwabuki has medicinal properties 
and is also edible. Blooms around 
October to December. 

　丸山遊歩道
Maruyama Walking Trail 
内輪山を1周するハイキングコ
ースで、吹き上がる噴気孔を見
ながら約40分で巡ることができ
ます。
Circles the inner rim of the 
volcano, with steam rising from 
the fumaroles below (walking 
time: 40 minutes).
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　青宝トンネル
Seiho Tunnel 
長さ505ｍ、昭和60年（1985
年）に開通した東京都有数の
大トンネル。
Completed in 1985, this 
505-meter-long tunnel is one of 
the longest in the Tokyo 
metropolis jurisdiction. 
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7　大凸部
Otombu
外輪山の北西部にある島で最
も高い場所。360度のダイナミ
ックな眺望が堪能できます。
Northwest on the crater’s outer 
rim, this is the highest point on the 
island, offering panoramic views.

おおとん ぶ

8　池之沢
Ikenosawa
外輪山内のカルデラ地帯の
総称。野鳥や草花も豊富で、
自然の息吹を堪能することが
できます。
Filled with birds and wild flowers, 
Ikenosawa offers a chance to 
enjoy the beauties of nature.

いけ の さわ

9　恋ヶ奥
Koigaoku
池之沢のカルデラ内南東部に
あり、樹齢200年以上といわれ
る杉の大木が生い茂る樹林の
中にあります。
Located in the Ikenosawa 
caldera, this spot is in the 
middle of a forest of cedars over 
200 years old.
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