トカラ列島最北端、
野生牛遊ぶ火山の島─
瀬良馬温泉交流館
トカラ列島の最北端、口之島の南端に
位置する燃岳の麓にある広葉樹林に
囲まれた自然豊かな温泉保養施設で
す。露天・屋内両方の温泉を楽しむこと
ができます。集落からはおよそ 9km
のところにあり、車で 20 分、徒歩では
2 時間かかります。
な お、入 浴される
際は、役 場 出 張 所から鍵を借りる必
要があります。

西之浜漁港

【効能】神経痛、筋肉痛、痔疾、冷え性な
どに効果あり。
【泉質】硫酸塩泉

野生牛
口之島は、日本でも唯一の純血種の黒
毛和牛である野生牛が生息する地域
です。燃岳付近の原生林では多くの野
生牛を見かけます。
また、生息地に入る時は必ず柵をしめ
てお入りください。
野生牛はおとなしく憶病です。刺激を
与えないようにしてください。

平瀬海水浴場
西之浜漁港近くにある、自然海岸を利用した海水浴場で、特に夏場は家族連れなど
でにぎわいます。潮の干満によっては魚と泳ぐこともできます。
トイレ、シャワー施設
完備です。

タモトユリ（鹿児島県天然記念物指定）
口之島の固有種で、他の種類のユリと
違い、花は天を向いて開花し、香りが強
い花です。名前の由来は平家の落人が
種を着物の袂に入れて持ってきた説や
球根を着物の袂に入れて持ち帰ったか
らとも言われています。

口之島タモトユリ展望施設

前之浜より前岳を望む

赤瀬
絶好の釣りポイントである赤瀬。
道路から
海岸へ降りると島の中央にそびえる前岳
の美しい姿を眺めることができます。

カワ
（湧き水）

口之島集落の中心に大きなガジュマル
の木があり、その下に泉があります。
今
でもこんこんと湧く澄んだきれいな水は、
島民の憩いの場となるとともに生活用 口之島フリイ岳展望施設
水としても利用されています。
夏場などは、ひんやりとしたカワのそば 太平洋戦争敗戦後、フリイ岳以南が占領軍下におかれるなど、日本の歴史的にも重
要な意味を持つ場所。晴れた日には屋久島や三島村などを一望できます。
で涼むのもおすすめです。

鹿児島港を出航した村営船「フェリーとしま 2」が最初に到着する十島村の玄
関口。
トカラ列島の最北端に位置し、今も水蒸気を吐き出す燃岳に象徴される
火山島です。島のほぼ中央にそびえる前岳（628m）山麓に広がる原生林から
セランマ温泉辺りにかけて、野生牛（黒毛和牛原種）の姿が見られます。
また、前
岳のやや西に位置する横岳（501m）
には、山項まで舗装道路が延び、トカラの
島々を望むことができます。

【口之島概要】
面 積：13.33km2
周 囲：20.38km
東 経：129 度 55 分
北 緯：29 度 59 分 30 秒
最高点：628.3ｍ

【釣りポイント】
●赤瀬
セリイ岬東の瀬で磯伝いに渡れ、
浅瀬で夜釣りもできます。
●平瀬・丸瀬
セリイ岬西の平瀬は磯伝いで、丸
瀬には、瀬渡し船で渡ります。
●大立神・小立神
鎌倉岬の手前にある岩礁。口之島
屈指のポイントです。
●グノメ岬
「象の鼻」の愛称で呼ばれる洞窟
ポイントです。潮が絶えず流れて
いるので、大物狙いの方におすす
めです。

赤瀬

セリ岬
北緯 30 度線
モニュメント

北緯 30 度線

フリイ岳

フリイ岳展望台

235.0

遊歩道

平瀬
丸瀬
海岸に降りられます。

池原牧場

❷くろしおの宿

発電所

平瀬海水浴場
西之浜漁港
【口之島イベント・祭】フェリー待合所

トイレ
（WC）

向岳

159.0

くちっこ園（子育て支援施設）
山海留学生「口之島寮」

前之浜

❹民宿なかむら
慶元和尚墓

小学校（体育館）

❶民宿ふじ荘

■瀬渡し船問い合わせ先
肥後 栄男（トカラ黒潮丸 /12 名）
TEL:09912-2-2410
http://www22.ocn.ne.jp/~nkkj/

野生牛

海岸に降りられます。

中村 豊次（あさみ丸 /5 名）

コミュニティセンター（役場出張所＜乗船券発売所＞トイレ
（WC）） TEL:09912-2-2425

さとの湯温泉（コミュニティセンター内）

潮見峠

岩屋口

八幡神社

口之島集落
運動場
シチゲー（旧暦 1 月 25～28 日）
なごみの里
（健康広場）
大勝牧場
オシマチ
（旧暦 1 月）
診療所 （介護施設）
ヘリポート
山の神祭り・オツセ様祭り
口之島販売店
❸松元荘
（旧暦 1 月 16 日）
道路柵は、
開けたら必ず
2 月祭り
（旧暦 2 月）
閉め直してください。
グノメ崎
清所（旧暦 2 月 9 日）
彼岸の御岳参り
（旧暦 3 月）
漁のガンタテ
（旧暦 3 月 3 日）
ホトケビラ岳
漁入れ
（旧暦 3 月 4 日）
293.0
本えびすまつり
（旧暦 5 月 3 日）
ホパナ様（旧暦 7 月）
現在は危険なため、通行
盆（旧暦 7 月 12-16 日） タモトユリ展望施設
禁止になっています。
牧内牧場
ハッサクの節句（旧暦 8 月 1 日）
八月祭り
（旧暦 8 月 6 日～）
山の神祭り・オツセ様祭り
前岳
628.3
（旧暦 9 月 9 日）
タモト百合群生地
烏帽子岳
霜月祭り
（旧暦 11 月 1 日）
池
233.5
口之島狂言（新暦８月 15 日）烏帽子崎
無線中継局

タモトが浦

肥後 茂久（のぞみ丸 /6 名）
TEL:09912-2-2412

イセエビ

ここからの眺望は抜群。

日高 司（松風 /12 名）
TEL:090-2088-5408
■ダイビング問合せ先
中村 勝幸（海春丸 /12 名）
TEL:080-5208-9973

戸尻
大立神
トカラヤギ
野生牛生息域。
悪路なので車は低速で。

鎌倉崎

燃岳

横岳

425.0

501.0

野生牛

おどいの鼻

タナギ岳
453.2

ナガヘダ牧場
道路柵は、開けたら必ず
閉め直してください。

メリケンタオ

瀬良馬

［イベント情報］

霜月祭り

タモトユリ

旧暦１１月に行われる祭りで、島内
のお宮に新米で作った酒やサトイ
モを供え、家族の健康と農業の豊
作を祈るまつりです。
トカラ列島で
も由緒ある大祭の一つです。

口之島編

瀬良馬温泉
屋内風呂は、出張所で
カギを借りなければ入
れません。

■宿泊施設（要予約）

■口之島の公共機関（連絡先）
・口之島診療所

TEL 09912-2-2402

・口之島小中学校

❶ふじ荘☎09912-2-2478

❷くろしおの宿☎09912-2-2410

TEL 09912-2-2458

・口之島郵便局

※民宿をご利用される方へ

TEL 09912-2-2109

■口之島出張所（コミュニティセンター） ■十島村の公共機関（連絡先）
・十島村役場

「フェリーとしま２」乗船券の購入や、何か困った
ことなどありましたらご連絡下さい。

TEL 09912-2-2229（FAX 兼用）
口之島出張所長 080-8379-2804

TEL 099-222-2101

❸松元荘☎09912-2-2411

❹民宿なかむら☎09912-2-2416

各民宿とも、基本的には一泊三食
付きで設定されています。
詳細は各宿に問い合わせ下さい。
なお、口之島では食堂などはござ
いません。
なるべく宿を利用され
たほうがよろしいです。

