
三都半島散策の拠点から  見どころポイントへの距離

トイレは  三都半島の以下の場所に 設置されています
●ふるさと村／道の駅・海の駅　　　 ●オリーブ公園／道の駅
●吉野運動公園(三都港平木線沿い）　 ●吉野集落センター(正法寺横）
●池田の桟敷　　   ●亀山八幡宮 　　　●神浦コミュ二テイセンター
●釈迦ヶ鼻園地
●二生公民館 ●三都公民館（但し日曜・祝日閉館）

丸山・竹生 経由　

　⑦ 花寿波

    谷尻地区 畑地            

    

    釈迦ヶ鼻園地　　　  ⑧ 地蔵埼灯台 ⑮ 風穴庵

⑨ 皇子神社社叢

＊ 実測値と異なりますが  …目安として ご活用ください　 数字／ km

 ⑫ 保寿寺庵

⑬ 正法寺・荒魂神社跡
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   ① ふるさと村　　　　　　　　　　  　　⑯ オリーブ公園

                                 ⑪ 愛染寺     　 ⑥ 大坂城築城用残石

   ⑤ 二生公民館・講堂  誓願寺　　         ④ 長崎のしし垣

       吉野地区 田園　　  

    　三都公民館　　　　　　　　　　　　　     ⑭ 薬師堂
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　② 池田の桟敷　　　　⑩ 長勝寺　　　　③ 亀山八幡宮

城 山2.0

とっておき スポット

谷尻ー白浜ー神浦ー吉野   散策コース
13～15キロの… 自然一杯の 変化に富んだ コース    車で行く
のも良し  でも のんびりマイペースのウオーキングが グッド！

家族連れの 魚釣りスポット
三都半島 到る所で OK ですが、  見どころマップの 家族連れ
魚釣りマークの周辺が 安全で 楽しい魚釣りが体験できます。

霊場八十八ケ所札所                          … ⑩⑪⑫⑤⑬⑭⑮
三都半島には 7札所があります。(全長約12キロ）
長勝寺ー愛染寺ー保寿寺庵ー誓願寺ー正法寺ー薬師堂ー風穴庵

日の出と 夕日の絶景スポット
三都半島なら 何処も 絶景ポイントですが 特にオススメは…
日の出／花寿波周辺・地蔵埼灯台／釈迦ケ鼻園地周辺    
夕日／ ⑯周辺 吉野海岸・R436丸山バス停から室生へ

室生・二面地区
花いっぱいの三都半島は この地の すももの花からスタート！
近年 栽培農家が少なくなったとはいえ 白い可憐な花を見ると
季節到来を感じ気分が晴れる。 電照菊も同様 栽培農家が減少
したが 暗闇に明々と輝くビニールハウスは 壮観である。

花いっぱいの三都半島　　　　　　　 …＊マーク地域 
● すももの花 ●電照菊／ 室生地区、二面地区一帯　
●桜／ 浜条地区 城山、二面地区～室生の県道脇、谷尻地区
　       埋立て地、蒲野地区 郵便局前 県道脇
●山桜／ 吉野 段山一帯
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二生公民館／旧二生小学校 講堂　　   … ⑤ 誓願寺 隣
築後約70年の講堂は 何ともレトロで、 懐かしい香りを 感じ
させる建造物です。    一見の価値あり

吉野地区／荒魂神社跡                   … ⑬ 正法寺横 階段登る
正法寺横・小さな石橋を渡るアプローチが ノスタルジーを感
じさせる。石段を登る距離も 都会人には丁度良い。ひと休み
で 振り返ると吉野の田園が一望できる。子供相撲や村歌舞伎
の思い出を残す境内が 子供の頃を思い出し 無性に懐かしい！
　     　　　　　　　… 日本の原風景が 垣間見える スポット

高松東港 小豆島・坂手港まで（フェリーで1時間15分）

制作・デザイン／ 河田 義昭（感性ときめきセミナー）
　　　  　   発行／ 小豆島町 商工観光課
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ファミリーフィッシング

島四国八十八ヶ所霊場／三都半島一覧

花いっぱいの三都半島・花の見どころスポット
　　　　　　　　　　　　（開花時期をご確認ください）
バードウォッチング

参考資料：小豆島ネイチャークラブ「ミニ地球館」／三都半島おもしろマップ
　　　　　株式会社 昭文社／観光小豆島 1998 年発行

※自然豊かな三都半島には、野生動物も生息しています。
　散策の際は、イノシシ・鹿等に注意しましょう。
※時期により草などが生い茂り、通行または立ち入りが
　できない場所があります。

①  小豆島ふるさと村／道の駅・海の駅
88haの敷地内にスポーツ・レジャーを兼ねた施設
を擁する滞在型・参加型 レクリエーションゾーン。
恵まれた自然環境を活かして、手延そうめん館、
オートキャンプ場、ファミリープール、運動場、
体育館、いちご狩り、国民宿舎、ロッジ、食事処
等を備える。　夕陽が見える展望大浴場も好評！
                      　　… 三都半島散策の 西の拠点。

②  池田の桟敷   ③  亀山八幡宮
亀山八幡宮から 約400メートル離れた海岸近くに
ある石垣の桟敷は  毎年10月16日に くりひろげら
れる秋祭りの観覧席となる。　 文化9年（1812）
以前の構築と 推定されている。自然石を野面積み 
にした桟敷の傑作／国指定・重要有形民俗文化財
亀山八幡宮境内のシンパクは、樹齢 400年以上と
推定される島内有数の巨樹／町指定・天然記念物

④  長崎のしし垣
鹿、猪等による農作物の被害に 苦しめられたこと
から、江戸中期～後期にかけて 島全体に構築され
たものである。長崎のしし垣は ほぼ完全な形を残
す貴重な文化遺産／町指定・有形民俗文化財

⑦  花寿波（はなすわ）
蒲野地区の沖合いに、大小2つの島が寄り添うよう
に浮かぶ美しい島がある。明治42年に 大阪の新聞
記者が「 海中に浮かぶ美しい島・花寿波 」と紙上
に紹介したことから、花寿波 と 呼ばれるようにな
った／県指定・自然記念物  (海食地形) 

⑧  地蔵埼灯台
地蔵埼灯台は昭和２６年に三都半島の南端、釈迦
ケ鼻に設置され、行き交う船の安全を見守ってい
ます。あたり一帯は瀬戸内海国立公園の一角を占
める風光明媚な観光スポットで、浜まで降りると
大型船を間近に見ることができます。
野生の鹿や野鳥の宝庫でもあり、ひょっとすると
可愛い鹿のファミリーに出会うかも。

⑨  皇子神社社叢（おうじじんじゃしゃそう）
神浦地区にある権現岬は、標高６０m、円錐形の
丘陵で全体がウバメガシに覆われ、その間にイブ
キ、ネズミモチ、クロマツなどが混在している。
その中でもイブキは約400株を数え、わが国希有
の自生地でもある／国指定・天然記念物

⑥  大坂城築城用残石
久留米藩主田中筑後守支配下の石切丁場として、
徳川幕府による大坂城再築の第一期工事用に採石
された。 海岸近くに その残石が 飾られている　　
／町指定・史跡

⑤  誓願寺のソテツ
二面地区にある誓願寺境内に樹齢千年を超える
大ソテツがある。  樹高7.5mを超え、根元周囲は
8mにもなる／国指定・天然記念物

⑯  小豆島オリーブ公園／道の駅
ギリシャムード いっぱいの オリーブの殿堂。
約9haの敷地内にオリーブ記念館、ハーブガーデン、
クラフト館、宿泊ロッジ、温浴施設等があります。
園内にオリーブや 約120種類のハーブが栽培され
ており、クラフト作成やハーブティーが楽しめる。
風車のある広場からの陽光きらめく眺望は絶景！
                  　　　… 三都半島散策の 東の拠点。
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