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第８節 阿嘉島 

 取り組み概要 
ツアーの実施時期に合わせて、閑散期の集客やリピーターの獲得に繋げる体験プログラムや受

入体制の構築を図った。体制を作るにあたっては島の受入業者・参加者からの意見を集約させな

がら一緒に作り上げることを目指した。海のプログラムは比較的充実しているので、陸域のプロ

グラム造成に主に取り組んだ。 
 

 造成プログラム一覧 
1 プチ農業(無農薬家庭菜園）＆島料理づくり体験ツアー 

2 自然は勝手にキレイにならない！阿嘉島の保全に繋がるビーチクリーン・フィールドクリーンツアー 

3 島豆腐作り＆プチデジタルデトックスツアー 

 
 実施ツアー一覧 

＜参加者合計：54名＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

プチ農業(無農薬家庭菜園） 

＆島料理づくり体験ツアー 

16/11/19(土) ２泊３日 民宿 ６名 ３名 

17/02/16(木) ２泊３日 民宿 ６名 ７名 

17/03/16(木) ２泊３日 民宿 ６名 ９名 

島豆腐作り 

＆プチデジタルデトックスツアー 

16/12/09(金) ２泊３日 民宿 ６名 ３名 

17/03/17(金) ２泊３日 民宿 ６名 １０名 

自然は勝手にキレイにならない！ 

阿嘉島の保全に繋がる 

ビーチクリーン・フィールドクリーンツアー 

16/12/08(木) ２泊３日 民宿 １６名 ７名 

17/03/04(土) １泊２日 民宿 １６名 １５名 

※表中の( )内は助成対象外の内数 
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 ツアー概要 
１. プチ農業(無農薬家庭菜園）＆島料理づくり体験ツアー 

ツアー紹介文： 

静かな阿嘉島の無農薬家庭菜園で畑作り・植付けなどのお手伝いをしてもらいます。畑から戻っ

たら皆で一緒に島料理を作ります。 
 
行程表： 

（２泊３日行程） 

  時間 行   程 

1 
日 
目 

9:10  集合 
9:25   【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00  泊港よりフェリーにて出発 
11:30  阿嘉港到着、コーディネーターと合流 
11:50  【オリエンテーション】 会場：阿嘉港ターミナル 
12:00  昼食 

   チェックイン 
14:00  【島紹介】 阿嘉島集落散策 
15:00  フリータイム  
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民宿） 

2 
日 
目 

7:30  朝食 
9:00  【モニタープログラム】プチ農業(無農薬家庭菜園）＆島料理づくり体験ツアー 

   ・家庭菜園お手伝い＆ジーマミー豆腐作り 会場：民宿かでな(宿泊先) 
11:30  終了 
12:00  昼食 
13:00  フリータイム 
18:30  夕食 
19:30  【交流会】 
21:30  終了 

 （宿泊：島内民宿） 

3 
日 
目 

7:30  朝食 
   チェックアウト 
   阿嘉港ターミナルへ移動 

10:00   【振り返りゆんたく会】 会場：阿嘉港ターミナル 
   ・意見交換、アンケート記入 

11:00  終了  
11:30  昼食 

   フリータイム 
14:30   阿嘉港よりフェリーにて出発  
16:00  泊港到着、解散 
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（１泊２日行程） 

日 時間 行   程 

1 
日 
目 

9:10  集合 
9:25   【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00  泊港よりフェリーにて出発 
11:30  阿嘉港到着、コーディネーターと合流 
11:50  【オリエンテーション】 会場：阿嘉港ターミナル 
12:00  昼食 

   チェックイン 
13:00  【島紹介】 阿嘉島集落散策 
14:00  【モニタープログラム】  島料理（ジーマミー豆腐）作り体験 会場：かでな 
18:30  夕食 
20:00   夕食交流会 

  （宿泊：島内民宿） 

2 
日 
目 

7:30  朝食 
9:00  【モニタープログラム】 プチ農業（無農薬家庭菜園）体験ツアー 会場：かでな 
12:30  終了 
12:30  各自で昼食 

   フリータイム 
14:30  【振り返りゆんたく会】 (意見交換・アンケート記入) 会場：阿嘉港ターミナル 

   交流会会場へ移動 
16:00  阿嘉港より高速船にて出発  
17:10  泊港到着、解散 

 
実施写真： 

   

 

■成果 

・島の住民を巻き込んだ陸域のプログラムの開発ができた。 

■課題 

・全員が同じ体験内容を実施出来る体制を整え、阿嘉島ならではの要素を組み込めると尚良いか

と思われる。 
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モニターアンケート結果： 

 

 

 

 

 



238 
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２. 島豆腐作り＆プチデジタルデトックスツアー 

ツアー紹介文： 

島に 1 軒しかない豆腐屋さんで島豆腐作りを体験します。作りたての豆乳＆ゆし豆腐で体の中か

らデトックス。夜は都会の喧騒から離れて、パジャマで洗顔指導を受け心のデトックス。星空を眺

めながら、リラックスしたまま就寝です。 
 

行程表： 

  時間 スケジュール 

1 
日 
目 

9:10  集合 
9:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00  泊港よりフェリーにて出発 
11:30  阿嘉港到着、コーディネーターと合流 
11:50  【オリエンテーション】 会場：阿嘉港ターミナル 
12:00  昼食 

   チェックイン 
14:00  【島紹介】 阿嘉島集落散策 
15:00  フリータイム  
18:30  夕食                                           （宿泊：島内民宿） 

2 
日 
目 

7:30  朝食 
   民宿すまいるへ移動 

9:00  【モニタープログラム】 島豆腐作り＆プチデジタルデトックスツアー 
   ・ゆし豆腐＆豆乳作り(試食あり) 会場：民宿すまいる 

11:30  終了 
12:00  昼食 
13:00  フリータイム 
18:30  夕食 
19:30  【交流会】 
20:30  【星空観察】                                       (宿泊：島内民宿） 

3 
日 
目 

7:30  朝食 
   阿嘉港ターミナルへ移動 

10:00   【振り返りゆんたく会】 会場：阿嘉港ターミナル 
   ・意見交換、アンケート記入 

11:00  終了  
11:30  昼食 

   フリータイム 
14:30  阿嘉港からフェリーにて出発  
16:00  泊港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・島の住民を巻き込んだ陸域のプログラムの開発ができた。 

■課題 

・プログラム冒頭の全体行程説明をもう少しわかりやすくする必要があると思われる。 
 
モニターアンケート結果： 
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３. 自然は勝手にキレイにならない！阿嘉島の保全に繋がるビーチクリーン・フィールドクリーンツアー 

ツアー紹介文： 

阿嘉島の自然がキレイなのは、キレイに保とうと頑張っている人がいるから！珊瑚センターで自

然の大切さを学び、ビーチクリーンやフィールドクリーンなど実際に阿嘉島の自然を保全するお

手伝いをして頂きます。 
 
行程表： 

（２泊３日行程） 

  時間 行   程 

1 
日 
目 

9:10  集合 
9:25   【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00  泊港よりフェリーにて出発 
11:30  阿嘉港到着、コーディネーターと合流 
11:50  【オリエンテーション】 会場：阿嘉港ターミナル 
12:00  昼食 

   チェックイン 
14:00  【島紹介】 阿嘉島集落散策 
15:00  フリータイム  
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民宿） 

2 
日 
目 

7:30  朝食 
10:00  【モニタープログラム】 自然学習(座学) 会場：臨海研究所 
11:30  終了 
12:00  昼食 
13:30  【モニタープログラム】 ビーチクリーン 会場：くしばるビーチ 
18:30  夕食 

   交流会会場へ移動 
19:30  【交流会】  
21:30  終了                                        （宿泊：島内民宿） 

3 
日 
目 

7:30  朝食 
   チェックアウト 
   阿嘉港ターミナルへ移動 

10:00   【振り返りゆんたく会】 会場：阿嘉港ターミナル 
   ・意見交換、アンケート記入 

11:00  終了  
11:30  昼食 

   フリータイム 
14:30   阿嘉港よりフェリーにて出発  
16:00  泊港到着、解散 

 

  



243 
 

（１泊２日行程） 

  時間 行   程 

1 
日 
目 

9:10  集合 
9:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00  泊港よりフェリーにて出発 
11:30  阿嘉港到着、コーディネーターと合流 
11:50  【オリエンテーション】 会場：阿嘉港ターミナル 

12:00頃  【島紹介】 阿嘉島集落散策 
12:30頃  昼食 
   臨海研究所へ移動 

14:00  【モニタープログラム】 自然は勝手にキレイにならない！  
   阿嘉島の保全につながる ビーチクリーン・フィールドクリーンツアー 

   ・自然学習(座学)  会場：臨海研究所 
15:30  終了 

   フリータイム 
18:30  【夕食交流会(BBQ)】 

  （宿泊：島内民宿） 

2 
日 
目 

7:30  朝食 
   クシバルビーチへ移動 

9:00  【モニタープログラム】 
   ・ビーチクリーン     会場：クシバルビーチ 

11:30  終了 
12:00  昼食 
13:00  【振り返りゆんたく会】 場所：阿嘉港ターミナル 
14:30   阿嘉港よりフェリーにて出発  
16:00  泊港到着、解散 

 
実施写真： 

   

 
■成果 

・体験プログラムを行うことで海が綺麗になり、参加者の島への理解を深めることが出来た。 

■課題 

・島の理解を高めるため、学習要素を強めることも検討できると思われる。 
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モニターアンケート結果： 
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 島に関するアンケート結果 
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 島の声 

・同じ座間味村でも、阿嘉島は座間味島とは対照的にのんびりゆったりした島なので、それを活か

した行程づくりを意識して取り組んだ。 

・お客さんからは「普段は寝れないことが多いが、滞在中はぐっすり朝まで寝ることが出来た」な

ど、島を満喫したとの声がたくさん聞けたので嬉しかった。 

・今後は荒天時のプログラムや、陸域のプログラムの展開をもっと考えていきたいと思っている。 

・島の方々の声をうまく集約しながら、阿嘉島ならではのツアーや体験プログラムを確立させてい

きたい。 

 

 参加者の声 
・指示が的確であること。また、コミュニケーションをしっかりととっていただけること。全体へ

の目配りができていたと感じました。 

・人との関わりが良かった。2 日間という時間では全ての魅力を満喫したとは思っていないのでま

た訪れたい。 

・シャイな島の方々との距離の取り方や共通点を短時間で見つけるのは難しい。それをわかりやす

く距離を縮めてもらえるともっと島が楽しくなると思います。 

・都会とは違って自然に囲まれて静かで時間もゆったり流れている気分が味わえて新鮮だった 

・普通の旅行とは違い、いろんな人との交流ができたことがとてもよかった。うみがきれいなのは

前提で阿嘉島にきたのでここで出会った方がいい人だったのでプラスαで良かった。 

 
 成果 

「島にある資源を最大限に生かし、エコツーリズムを意識したプログラム造成の基盤ができたと

実感している」というコメントがコーディネーターからあがった。今後も「人の少ない静かな閑散

期だからこその、島の人たちとの交流」を深めていけると、これまでの“マリンレジャー”という

イメージとは違った魅力を発信できるのではないかと思われる。また、島内で意見を集約しなが

ら受け入れを行うことで、島内協力体制や今後の方向性を、改めて確認することが出来た。 
 

 課題 
交流会に参加してくれる方たちが限られているようで、もっといろいろな地元の人と交流がし

たかったという声があがっていた。島の歴史や資源を語れる人などを発掘し交流の輪を広げられ

ると尚良いと思われる。また、複数の民宿を使用しているため、場合によっては、宿の新旧の差が

生じる場合があった。サービスや食事等で差が出ないように島側で調整を行ったが、今後も引き

続きそのように調整していく必要があると思われる。 
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