JAPANESE
ジュノー市街
凡例：
道路
上り坂
トレイルと遊歩道
階段
歩道橋
200 フィート（60.96m）
ドック：
A Aj ドック
B フランクリンドック
C インターミディエイトベッセル浮桟橋
D クルーズ船ターミナル
E アラスカ蒸気船ドック
F シードロームドック
PFO ポートフィールドオフィスドック
見どころ：
博物館
公園
トレイルの始点
案内所
図書館
郵便局
トランジットセンター

駐車場
トイレ
1.アラスカ州議会議事堂
2.センテニアルホール・コンベンションセ
ンター
3.ジュノー芸術＆文化センター
4.エリザベス・ペラトロビッチ・ホール
5.シーアラスカ・ヘリテージ・インスティ
テュート
- トリンギット、ハイダ、シムシアン
の文化センター
6. 州知事の家
- 1912 年に建てられた歴史的建造物
7.ウィッカーズハムの家
- 1899 年に建てられた歴史的建造物
8.聖ニコラスロシア正教会
- 1894 年に建てられた歴史的建造物
9.エンプティ・チェア・メモリアル
- 第二次世界大戦中、強制収容された
日本人の記念碑
10. USS ジュノー・メモリアル
- 1942 年、第二次世界大戦の戦闘で沈
没した対空巡洋艦

11.フィッシャーマンズ・メモリアル
- 商業漁業の発展に尽力した人々を偲
ぶモニュメント
12.アーチー・ヴァン・ウィンクル・メモ
リアル
- 議会名誉勲章を受章した最初のアラ
スカ出身者の記念碑
13.アラスカ準州守備隊の像
第二次世界大戦中、アラスカを守った
兵士の像
14.ウィリアム・ヘンリー・スワードの像
- 1867 年のアラスカ購入の交渉に尽力
した人物
15.ウィンドフォール・フィッシャーマン
の像
- R.T. ウォーレン作の実物大ブラウン
ベア
16.ハードロック・マイナーの像
‐ エド・ウェイ作のジュノーの採鉱
の原点を描いた像
17.パッツィ・アンの像
- 1930 年代に愛された、ジュノーで一
番有名な犬。

さらなる情報、イベント、コンベンショ
ンの計画等については、以下まで直接ご
連絡ください。
800 Glacier Ave, Ste 201, Juneau, AK
99801
フリーダイヤル：888-586-2201
電子メール：info@traveljuneau.com
ソーシャルメディアサイト
役に立つ電話番号：
緊急時の警察、消防、救急への連
絡：911
緊急時以外の警察への連絡：907586-0600
メンデンホール氷河ビジターセンタ
ー：907-789-0097
アラスカマリンハイウェイ、オーク
ベイフェリーターミナル：
907-465-8852
キャピタルトランジット：
907-789-6901
NOAA ウェザーサービス：
907-856-3997
サイトもご参照ください：
www.traveljuneau.com
インサイドパッセージ
ピュージェット湾からカナダのブリティ
ッシュコロンビア州を通り、細長く突き
出た形状から「パンハンドル」と呼ばれ
る地域に沿って伸びるインサイドパッセ
ージ（内陸航路）は、人気のクルーズエ
リアです。何世紀にも渡り、パッセージ
を形成する無数の島々が海の危険からク
ルーズ船やはしけ船、漁船、カヤックを
守るシェルターの役割を担っています。
長さ約 500 マイル（804.7km）、幅 100
マイル（160.9km）、1,100 以上の島々を
含む、約 18,000 マイル（28,970km）の
海岸線が続く南東アラスカとも呼ばれる
パッセージ。

南東アラスカ地域には、何百万年にも渡
る自然の歴史が詰まっています。氷河の
浸食によって作り出された壮大な山々
は、米国最大規模のトンガス国立森林公
園の一部です。南東部には息をのむ大自
然の絶景が広がり、クジラやトド、ハク
トウワシが生息するほか、ブラウンベア
の数では北米屈指です。
ジュノーの歴史：
この街がジュノーと呼ばれるようになる
数千年前、ここには Tlingit（トリンギッ
ト、正しい発音はクリンキット）、
Haida（ハイダ）、Tsimshian（シムシア
ン）という 3 つの先住民族が居住し、漁
業が盛んで Dzantik'iHéeni（「ヒラメが集
まる場所」）と呼ばれていました。自然
の恩恵を活用し、彼らは音楽や舞踊、芸
術、織物、物語の口承といった文化を発
展させてきました。
1880 年、トリンギット族の長コーウィ
ーに案内されたリチャード・ハリスとジ
ョー・ジュノーがこの地を訪れ、金の鉱
脈を見つけました。アラスカのゴールド
ラッシュの始まりです。その後 60 年間
に渡り、ジュノーは 1 億 5000 万ドルの
金を産出します。これは現在の価値に換
算すると、70 億ドルに相当します。
この鉱業の成功によって、ジュノーは成
長しました。そして 1906 年には、アラ
スカの州都がシトカからジュノーへ移さ
れました。ここは外国と国境を接する唯
一の州都です。
政府は、主要産業を鉱業から観光へと切
り替えました。それ以来、1900 年代初
頭から現在に至るまで、先住民族の遺産
や金発掘の歴史、壮大な自然の景観とい

う魅力あふれるジュノーは、世界トップ

は深さが 1000 フィート（304.8m）を超

クラスの人気の観光地になっています。

えています。

基本データ

気候
太平洋の影響を受けるジュノーは、高緯
度にも関わらず穏やかな海洋性亜寒帯気
候です。冬季は長期にわたり降水（降
雪）量も多く、アラスカの中では少し寒

ロケーション
ジュノーは、シアトルから北へ約 900 マ
イル／1,448km（2 時間のフライト）、
アンカレッジから南へ 600 マイル／
965.6km（90 分のフライト）、インサイ
ドパッセージにあるガスティノー海峡を
臨む位置にあります。
北緯：58 度 18 分 15 秒
西経：134 度 24 分 30 秒
サイズ
ジュノーの面積は 3,255 平方マイル
（8,430.4km2）で、ジュノー氷河 1,500
平方マイル（3,885km2）と約 500 平方マ
イル（1,295km2）の水域を含みます。ジ
ュノーは、米国で最も広い面積を持つ州
都です。
人口
ジュノー経済開発審議会によると、人口
は 2016 年時点で 32,739 人です。
標高
人口の大半は、海抜ゼロ地点に居住して
います。ジュノーで最も高い場所は
4,228 フィート（1,289m）のマクギニス
マウンテンと 4,829 フィート（1,472m）
のストローラーホワイトです。ダウンタ
ウンには、ジュノーマウンテン（3,576
フィート/1,090m）とマウンテンロバー
ツ（3,819 フィート/1,164m）という 2 つ
の山があります。ガスティノー海峡は比
較的浅い（約 120 フィート/36.58m）の
ですが、ジュノーのすぐ外側にある水路

いのが特徴です。
1 月：最高気温 35°F（1.6℃）／最低気
温 26°F（-3.3℃）
5 月：最高気温 57°F（13.8℃）／最低
気温 42°F（5.5℃）
6 月：最高気温 63°F（17.2℃）／最低
気温 51°F（10.5℃）
10 月：最高気温 48°F（8.8℃）／最低
気温 39°F（3.8℃）
降水量
ジュノーは年間およそ 230 日が雨で、平
均降水量は空港で平均 62.27 インチ
（1,580mm）、場所によっては 55〜92
インチ（1,400〜2,340mm）です。春季は
乾燥しており、9 月と 10 月は最も降水
量が高くなります。年間の平均降水（降
雪）量は、56.5 インチ（4.7 フィート／
1.433m)です。降雪量は平均 93.2 インチ
（2.4m）です。1917～1918 年の冬に
は、455.6 インチ（11.57m）の積雪を記
録しました。
平均日照時間
平均日照時間は、12 月は 6.42 時間、6
月は 18.25 時間です。
交通
ジュノーには、橋の向こうのダグラス島
の道路は含まず、市および州が管理する
道路が 190 マイル（305.8km）ほどあり
ます。

