
 

 

 

平成 29年度 

奄美群島アイランドホッピング検討事業 

報 告 書 

(概要版) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

鹿児島県大島支庁 

 
 



平成２９年度 

奄美群島アイランドホッピング検討事業 

1 

１．はじめに 

1-1 本事業の目的と概要 

奄美群島の観光振興は、国、県、特別行政団体の奄美群島広域事務組合とともに群島内の基礎自治体

が、観光の低迷期にあっても観光推進体制の整備、エコツアーガイドの人材育成、都市部やメディアへ

の情報発信等の地道で継続的な取組を進めてきた経緯がある。 

奄美群島の来訪者増加の主要な要因として、ＬＣＣのバニラエアによる平成 26 年７月の奄美大島～

成田便および平成 29 年３月の奄美大島～関空便の就航や奄美群島交流需要喚起対策特別事業等の旅客

運賃低減等の官民各主体による取組を挙げることができる。加えて、平成 28年度に国内 34番目の国立

公園として奄美群島国立公園が誕生し、平成 30年度登録予定の「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西

表島」の世界自然遺産等の自然保護への動きや NHK の大河ドラマ「せごどん」に代表される TV をはじ

めとする各種メディアの露出度の増加による全国的な「奄美群島」の認知度の向上も来訪者が増加した

要因であると考えられる。 

奄美群島および各島の来訪者動向を踏まえ、顕著な増加傾向が見られる奄美大島の来島者を奄美群島

内の他の島に波及させることを目的に、鹿児島県大島支庁では平成 28年度より、群島内の島々を訪れ、

観光を楽しむための「奄美群島のアイランドホッピング」の検討に取り組んでいる。 

 

本事業では、平成 28 年度事業の成果を受け、奄美大島以外の各島の公共交通接続と交通拠点施設の

現状確認および課題抽出、奄美大島を起点とする海路と空路を組み合わせた旅行商品造成のための実証

事業(モニターツアー)、空路と海路利用者の意向把握アンケート調査、交通事業者と観光推進団体およ

び行政機関の関係者による課題解決へ向けた議論の継続により、奄美群島のアイランドホッピング実現

へ向けた各種の検討を行うものとする。 

本事業の検討作業として、以下の１～４の項目を実施する。 

１．平成 28 年度事業の課題にもとづく補足調査及び奄美群島各島現地調査 

２．奄美群島アイランドホッピング実証事業（モニターツアー） 

３．空路、海路利用者のニーズ把握アンケート調査の実施と結果の分析 

４．奄美群島アイランドホッピング検討会及び交通事業者分科会の開催、先進地視察 
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２．昨年度事業の課題と補足調査、各島の現地調査結果 

2-1 昨年度事業で把握された課題 

平成 28 年度事業では、奄美群島のアイランドホッピングについて、検討会をはじめとする各取組を

通し、分野別の課題把握および、課題の解決方策と実施時期についての整理を以下のとおり行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 議論の前段階の課題
H28
事業

短期 中期 長期

・現状の把握のための意見収集調査（アンケート等） ●
・アイランドホッピングの定義 ●
・交流人口の拡大、地域を振興 ● ● ●

1) 交通手段に関するもの
H28
事業

短期 中期 長期

・喜界航路の充実したサービス提供（モニターツアーアンケート等を元に） ●
・モニターツアーを踏まえた生活航路を使った新しい観光のスタイル提示 ●
・移動手段そのものの魅力や移動中の楽しみの発信 ●
・移動時の待ち時間のコンテンツを増やす ●
・船中でも楽しめて移動すること自体を楽しめる方策の検討 ●
・レンタカー利用者と事業者への調査によるニーズ把握 ●
・船からの乗り継ぎの路線バス(古仁屋行)の名瀬のまちなか経由表示 ●
・乗り継ぎの待ち時間の過ごし方提案 ●
・乗り継ぎポイント別の快適性、利便性を改善、強化 ● ●
・交通拠点の快適性の向上、飲食物販機能の充実と強化 ● ●
・オフシーズンの群島内乗り放題サービスの検討 ● ●
・船舶とレンタカー利用者の利便性向上(港の共用駐車場） ● ●
・関係者を交え軽微なものの改善策を検討、観光動向を踏まえ中長期的に実施 ● ● ●

2) 島や島旅の魅力向上に関するもの
H28
事業

短期 中期 長期

・交通手段を組み合わせた旅程づくりと要点の把握 ● ●
・島コーディネーターや旅行者の目線を取り入れたメニューづくり ● ● ●
・他のフェリー等事例の収集と具体的な改善策を関係者で検討 ● ●
・フェリーの清潔感の向上、明るい雰囲気づくり ● ●
・トレイルロード整備と連携した島内交通の利便性向上 ● ●
・鹿児島から乗船後のフェリー内の楽しみ方について関係者で検討 ● ● ●

3) 情報発信に関するもの
H28
事業

短期 中期 長期

・交通手段を組み合わせ、魅力が伝わる観光の検討と情報発信 ● ●
・対象別の情報発信の検討 ● ●
・露出したメディアの二次利用の検討 ●
・乗り場の案内や掲示板等の整備、サインの整備 ● ●
・奄美群島のアイランドホッピングのプロモーション方策と実施主体を検討 ● ● ●
・フェリーの船旅の楽しみ方や快適性を高めるアイデアの発信方法の検討 ●

4) 世界自然遺産登録に関するもの
H28
事業

短期 中期 長期

・登録の進捗状況とあわせたアイランドホッピング方策の検討 ● ●

5) 関係者間の意思疎通や合意形成に関するもの
H28
事業

短期 中期 長期

・交通事業者を核とする関係者を交えた連携体制整備 ●
・連携体制にもとづく定期的な情報交換、継続的な合意形成 ● ● ●
・鹿児島県、沖縄県の関係部署を中心に連携方策を検討 ● ●



平成２９年度 

奄美群島アイランドホッピング検討事業 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度事業で確認した既往調査では、以下のような課題が示されているが、本事業の検討会を

はじめとする各取組の中で課題解決に着手しているものも見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既往調査では、アイランドホッピングに関する記述は少ないが、「奄美大島および奄美群島に立ち寄り、

島づたいに南下しながら沖縄に至る考え方（アイランドホッピングによる周遊ルートの構築）/「沖縄・奄美群島の観

光資源を連携させた新たな旅行需要創出調査」(内閣府沖縄総合事務局運輸部 2012 年 3 月)」として、沖縄

県への東京、関西方面からの入域観光客を対象に、石垣島や宮古島のように比較的気軽に行ける離島と

して奄美群島の着地型旅行商品の販売が提示されている。周遊ルートは平成 28 年度事業および本事業

において、詳細な検討を実施し、ルートの考え方の再考とあわせた検討を実施する。 

・鹿児島県、沖縄県の関係部署を中心に連携方策を検討 ● ●

6) その他の利便性や快適性、質的向上に関するもの
H28
事業

短期 中期 長期

・地域の意向を踏まえた観光やルート整備と情報発信 ●
・奄美エリア全体での滞在時間を延長する観光の意識醸成 ● ●
・既存サイト利用や機能強化によるネット手配の可能性検討 ●
・ウィラートラベル等の他の主体との連携方策の検討 ● ●
・各島の適正な受け入れキャパシティの把握 ●
・質的な向上を視野に入れた関係者の意識醸成 ● ●
・世界自然遺産登録の進捗状況とあわせたWi-Fiの整備 ● ●
・シーン別の課題整理、解決策の実施とハード、ソフトの改善プロセス検討 ● ●
・既存イベントを確認しリピーター化につながる方策を検討 ● ●

課題１．航空機と船舶の運賃割引の継続実施及び期間と内容の拡大

　→奄美群島交流需要喚起対策特別事業の継続実施、奄美沖縄交流割引の実施中。

課題２．奄美群島間及び各島内の交通の利便性向上

　①出発時刻、乗り継ぎの改善

　→空港～名瀬の路線バスは30分間隔で発車。ルートも一部変更(赤木名経由)済み。

　②レンタカー、バス、タクシー等の充実

　→繁忙期はレンタカーの供給が困難な場合がある。(事業者数は増加)

　③空港や港における分かりやすい案内や利用しやすい設備の充実

　→分かりやすい案内表示は未解決課題。

課題３．観光シーンの充実と適切なプロモーションの展開

　①自然以外の奄美群島の新たな観光シーンを創出

　→あまみシマ博覧会の開催、エリアごとの着地型体験メニュー等を開発、実施中。

　②（プロモーションについて）ターゲット、内容、発信媒体を適切に展開

　→アイランドホッピングについてはPR動画制作済み、他の情報発信も検討中。

課題４．周辺地域との連携の強化と受け入れ体制の充実

　①奄美群島と沖縄を周遊する旅行商品やプロモーション活動はない

　→周遊する旅行商品は奄美群島内のみ、奄美～沖縄間の航空路線は1日1往復だがH30年7
月のJACの新規路線就航で変化が生じる可能性がある。

　②（世界自然遺産登録に向けて）自治体や旅行業界、交通事業者による協議や連携体制の構築・強化
が必要

　→アイランドホッピング検討会、交通事業者分科会を継続開催中。

　③周辺地域とも連携を強化していくことにより、さらなる交流人口の拡大に繋がると考えられる

　→検討会へのOCVB委員の参加済み、沖縄県観光担当部署の参画を打診中。

「平成27年度 奄美群島交流需要喚起対策特別事業効果検証調査」（一般財団法人運輸総合研究所 平成28年９月）
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なお、平成 28 年度事業から抽出された課題は、網羅する分野が広範で多岐にわたり、規模や内容が

様々であるため、すべての課題を本事業の中で解決することは困難な状況にある。 

 

このような課題の現状に際し、本事業の「第２回 奄美群島アイランドホッピング検討会」において、

委員、オブザーバーおよび事務局を含む全関係者が、「検討会の大きな目的は奄美大島の来島者の増加

の効果を奄美群島内に波及させること」という事業目的の明確化と共有を行い、そのために取り組むべ

き課題解決の方策を本事業で検討するものとした。 

2-2 補足調査の結果 

旅行先としての島や島嶼への人気上昇にともない、国内各地の島に特化した旅行ガイドも刊行されて

いる。「地球の歩き方 JAPAN 島旅（株式会社ダイヤモンド・ビッグ社）」は、国内の島々をシリーズとし

て紹介する代表的な旅行ガイドだが、平成 30年 3月時点で、五島列島、奄美大島(奄美群島１)、利尻・

礼文、天草、壱岐、種子島、小笠原(父島・母島)、隠岐、佐渡の９カ所の島が取り上げられている。 

島や島旅を取り上げている書籍媒体は、旅行ガイドのみならず雑誌の特集等にも散見される。以下は、

平成 29年の春～夏にかけて首都圏の大型書店で販売されていた「島」「島旅」「奄美」を特集の文言とし

て掲載していた主要な雑誌である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの旅行ガイドや雑誌等の書籍類、旅行関連サイト等に掲載されている情報は、島々の代表的な

観光名所のみならず、島の住民が日常的に利用する商店や飲食店、公共施設や地域で親しまれている場

所等もあり、島の生活に触れる旅を提案する傾向が強いものが多い。 

しかし住民が訪れる店や場所は、島外から広域交通を利用して訪れる観光客とって、島内の公共交通

への乗継が必要であったり、レンタカーでなければアクセスが困難だったりするものも多く、奄美群島

の場合、各島に到着後の島内の公共交通を主とする地域交通への乗り継ぎ情報を一括して発信している

情報媒体等も見当たらない現状にある。 

上記の現状を踏まえ、奄美群島の有人８島の空路、海路と島内の路線バス等の乗継状況把握を目的に

補足調査を実施した。インターネットによる各島の公共交通アクセス情報に関する補足調査は、九州の

交通ポータルサイトである「九州のりもの info(九州のりもの info.com 運営協議会、国土交通省 九州

運輸局)」および各社、各地域の交通関連サイトを中心に情報の掲載状況や各島に到着後の公共交通機

雑誌名 出版社 発売日

旅の手帖　5月号 交通新聞社 4月10日

BRUTUS　(845) マガジンハウス 4月15日

天然生活 地球丸 4月20日

Discover Japan　７月号 エイ出版 6月6日

ＢＥ－ＰＡＬ　７月号 小学館 6月9日

ことりっぷマガジン 13号 昭文社 6月15日

&Premium　８月号 マガジンハウス 6月20日

OZmagazine TRIP スターツ出版株式会社 6月28日

Hanako　(1136) マガジンハウス 6月29日

Ｐｅｎ(ペン)　7月15日号 CCCメディアハウス 7月15日

もうすぐ世界遺産　【奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島】

海辺の暮らし、里山の暮らし

奥に満ちる。

夏の旅へ　【奄美大島】

特集見出し

この夏、島へ行きたい理由

神々の宿る島へ。

旅に行きたくなる。人生を変える楽園へ。【与論島】

南の島で大冒険　【奄美群島】

旅をしたくなる。　【奄美】

ただいま!南の島へ。　【奄美】
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関への乗継タイミングについて、確認を行った。 

その結果、代表的な九州の交通ポータルサイトへの群島内の公共交通情報の掲載にバラツキがあり、

個々の事業者や自治体のサイトへのリンクエラーも見られる状況が確認された。 

乗継状況は、空路の場合、路線バスが島内交通拠点に乗り入れていない与論島を除く何れの島も空港

から路線バスへの乗り換えは概ねスムーズだが、生活航路のフェリーと路線バスの乗継は、早朝に入出

港する奄美大島(名瀬港)と夜遅く入出港する喜界島(湾港、早町港)は、良好とはいえない。 

一方、増加傾向が続く奄美大島や与論島への来訪者とともに、平成 30 年度に登録が予定されている

世界自然遺産による観光客の増加が見込まれる状況にある。また平成 30 年７月に開設予定のＪＡＣの

新規路線「奄美群島アイランドホッピングルート」や平成 31 年２月までの社会実験が行われているフ

ェリー波之上の屋久島寄港等、奄美群島の島内外の公共交通は今後の乗継等の複雑化が想定される。こ

れらの状況を鑑みて、奄美群島に特化し、群島全体の公共交通機関の情報を網羅する専用サイト等の交

通アクセスに特化した分かりやすい情報発信の機能整備は喫緊の課題といえる。 

情報発信は、来島前と来島後の利用を想定したインターネットサイトと来島後に交通拠点や観光施設

等の配布が可能な紙媒体の２系統の手法をもって実施することが望ましい。 

2-3 各島の現地調査結果 

平成 28 年度事業では、ＬＣＣによる来島者が増加している奄美大島を中心に現状と課題を把握した

が、本事業では、奄美大島の来島者の受入れ先となり得る奄美群島の各島について、交通拠点を主要な

対象として現地調査を行った。 

現地調査実施の背景として、昨年度事業で把握された課題とともに、奄美群島内外の交通機関からの

乗継利便性や観光の快適性向上の観点から奄美大島の交通拠点施設について、本事業の第１回奄美群島

アイランドホッピング検討会において意見や課題の指摘があった。この指摘に対し、奄美群島の他の

島々の交通拠点施設も同様の課題が存在することが推測されたため、現状把握と課題抽出を目的に現地

調査を実施した。 

昨年度事業と今年度の第１回検討会から抽出されたハード施設に関する委員発言を以下に示す。 

【ハード整備と運営】 

・鹿児島新港のフェリーターミナルは非常に綺麗だが、奄美のターミナルは利用者の快適性を考えて

いない。もう少し快適性のある内装等に改善できないか？ 

・現在のターミナルは、昔ながらの暗いイメージが現在も変わっていないので、人が集まり、船に乗

りたくなる結節点としてターミナルを整備することで、かなり印象が変わってくる。 

・奄美のターミナルを指定管理者制度で民間事業者に任せて、面白い人が集まるような企画を打ち出

すなど、民間の視点を導入してはどうか？ 

・世界遺産トレイルでは、車道や小さな集落等の道を使うため、地元市町村による年間を通じた管理

体制、案内板や地図の整備等の課題が出てくる。 

・宿泊の荷物は先に送り身軽に歩くので、荷物の先送りの仕組みをどうするのか？も課題。 

現地調査は、ハード施設関連の委員意見およびインターネットによる補足調査結果を踏まえ、航空機

と生活航路のフェリーが就航している奄美群島内の喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島の各交通拠点
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において、交通機関の結節状況、施設設備の現状と利便性や快適性について確認を行った。 

調査に際し、各島の行政機関の観光担当者、観光推進団体、路線バスを中心とする公共交通事業者へ

のヒアリングもあわせて行い、各島の関係者の感じている課題把握と意向を確認した。 

来訪者が増加傾向にある加計呂麻島は、フェリー乗下船時の交通拠点施設である瀬戸内町古仁屋の

「せとうち海の駅」の現地調査と関係者へのヒアリング調査を実施した。 

また、平成 29年 10月時点で世界自然遺産奄美トレイルのルートが確定済みの奄美大島の住用、徳之

島の伊仙町、沖永良部島についてもルートの現地状況を確認した。 

（１）各島の現地調査による把握事項と課題 

各島の現地調査は、交通拠点施設の乗継状況、観光の快適性という絞り込んだ調査対象について実施

したが、課題はソフト、ハードの多岐にわたり、調査を行った各島に共通するものと島ごとの個別課題

とに大別することができる。 

①各島に共通する現状と課題 

1) フェリーターミナルの飲食物販の提供：古仁屋港の海の駅以外は、開店時刻の差はあるものの、

フェリーの入出港時刻前に店舗が開店し、入出港時刻以外は閉店している。「フェリーターミナルの

店舗」という条件を抜いて考えた場合、「この場所でなければ買えない、この場所で買うべき」という

観光客の購入動機につながるものが少なく、全体的に商品の新奇性と店舗の魅力に欠ける。店舗の開

店および営業時刻は、ターミナルの利活用方策につながる課題だが、乗下船以外で島内で求められる

観光関連やビジネス系の機能(仮眠休憩を含む簡易な宿泊、Free wi-fiの導入によるコワーキングス

ペース等)の導入も検討する必要がある。鹿児島のフェリーターミナルも同様の課題が見られる。 

2) 補完港入出港時の旅客輸送：早町港(喜界島)、平土野港(徳之島)、伊延港(沖永良部島)はメイン

港湾の代替え港（補完港）として荒天時等のフェリー入出港に利用されているが、メイン港湾に対し

島の逆側に位置し、徒歩移動が困難な距離にある。補完港の入港は 30分前に決まるため、旅客輸送の

何らかの仕組みや手段(公共交通の臨時便、乗り合いのジャンボタクシー等)の整備が求められる。 

3) 交通拠点の案内表示の設置：主要な交通拠点、観光施設の案内表示整備は、奄美群島全体の喫緊

の課題である。特に、喜界島(早町港)、徳之島(空港、平土野港)、沖永良部島(空港・和泊港・伊延港・

知名港)、与論島(与論港フェリーターミナル)は、中心市街地からの距離が遠く、初来島者はアクセス

経路が分かりづらいため、道路標識とともにマップ等の紙媒体の整備も必要である。 

4) 主要交通拠点としての空港施設整備：喜界島、沖永良部島の空港は施設規模も小さく、保安検査

場内外の待合いスペースも狭小であり、搭乗前の混雑が著しい。空港は島のメインエントランスでも

あるため、今後、施設の拡張、飲食物販や観光案内等の機能強化を含めた改修等も望まれる。 

5) 旅客の乗下船と荷役の効率化：フェリーの定時運航の大きな阻害要因として、荷役作業の遅延が

挙げられる。名瀬港は岸壁利用やコンテナヤードの位置関係等が具体的な課題と推察され、亀徳新港

(徳之島)、和泊港(沖永良部島)は、フェリーの乗下船時の旅客と荷役の動線交差という物理的な課題

が見られた。 

名瀬港の課題は今後の港湾施設整備において建設部署との協議が必要であり、亀徳新港、和泊港は、

旅客と荷役の動線交差を回避するためのボーディングブリッジの導入が求められる。 
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6) 若年層のフェリー利用：群島の各島を巡るパッケージツアーは、島間移動に船舶が組み込まれて

いるが、農業体験やインターンシップで来島する殆どの学生が船舶を利用していることが現地調査か

ら把握された。農業体験を主催する「村おこし NPO 法人 ECOFF」は、沖永良部島へのアクセスに沖縄

から船舶利用のルートを指定しており、同 NPOの農業体験は奄美大島、喜界島、沖永良部島、与論島

で受入れを行っているため、奄美群島における農業体験やインターンシップの受入れ拡充は、若年層

のフェリー利用者の獲得につながる可能性がある。アイランドホッピングの１つのターゲットとして

学生の需要喚起へ向けた情報発信等に取り組む必要がある。 

②現地調査にもとづく各島に共通する現状と課題の一覧表 

 

 

 

 

 

 

③各島個別の現状と課題 

1) 加計呂麻島(古仁屋)：古仁屋の中心市街地近くに整備された「せとうち海の駅」は、飲食物販等

の機能が整備され、観光交流拠点としての機能が集約されている。今後、施設の改修も予定されてい

るが、施設内の飲食店の営業時刻が昼食時のみであり、物販も 16時までと短い。古仁屋の中心市街地

に近い立地上の優位性を鑑みると夕食の提供可能な営業時間の延長による夜間営業とあわせた観光

拠点としての機能拡充も求められる。古仁屋の中心市街地の観光全体の魅力向上とあわせた施設運用

の検討が望まれる。 

2) 喜界島：喜界島に就航しているフェリー航路は奄美海運が担っており、日、月曜はフェリー寄港

がない。フェリーの入港時刻は、上り便(鹿児島行)が 20：30若しくは 22：20、下り便(奄美大島、徳

之島、沖永良部島行)が 04：30であり、夜間と早朝に偏っているため観光利用において非常に不利な

状況にある。喜界島におけるフェリーを使った観光は、夜間や早朝のフェリー入出港時、ターミナル

に近接した仮眠・休憩施設整備と施設の管理運営体制の構築が求められる。 

特に、湾港旅客待合所と補完港の早町漁港の待合施設は、いずれも老朽化しており交通拠点施設と

しての利便性が良好とは言い難い。観光拠点としての快適性や魅力も乏しく、湾港旅客待合所に隣接

し遊休状態の湾港環境緑地内施設の利活用とあわせたフェリーターミナル機能の再構築が望まれる。 

3) 徳之島：徳之島空港は、観光案内所の機能強化や飲食物販等の充実化が見られる一方、亀徳新港

待合所は施設２階が遊休状態であり、１階の待合所の照明の暗さや雑然とした印象を受ける内部空間

のレイアウトと相まって観光拠点としての快適性や魅力が乏しい。亀徳新港のフェリー入港時刻は、

上り便(鹿児島行)が 16：30、下り便(沖縄行)が 09：10 と朝夕のため、フェリー入出港時以外は売店

も営業しておらず、利用者も無く閑散としている。施設は亀津の中心市街地近くに立地しているため、

港を核とするまちづくりや賑わいの創出等も今後、検討する必要がある。 

また、亀徳新港の補完港であり、奄美海運の定期フェリーが寄港する平土野港(天城町)の待合所は、

加計呂麻島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

海の駅 × × ○ ○

－ × × × 宿泊施設

○ × × × △

－ × ○ △ ○

△ × × × ×5) 旅客の乗下船と荷役の効率化

6) 若年層のフェリー利用 農業体験等の受入れ拡充

1) フェリーターミナルの飲食物販の提供

2) 補完港入出港時の旅客輸送

3) 交通拠点の案内表示の設置

4) 主要交通拠点としての空港施設整備
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小規模で飲食物販機能は無いものの、基本的な施設機能が担保され施設内の清潔感や照明の明るさ等

に大きな課題は見られないが、最寄りのバス停から 600m程度離れており、公共交通アクセスは無く、

広大な埠頭の奥に位置しており、案内表示がないため施設の場所が分かりづらい。 

4) 沖永良部島：和泊港旅客ターミナルは、施設２階に待合所や授乳室とともに売店がある。待合所

の空間は広く清潔感があり、寛ぐ利用者も見られた。和泊港は路線バスのアクセスは無いが、和泊町

の中心市街地からタクシーによるデマンド運行がある。タクシー会社への予約が必要だが、￥100/人

と安価であるため、予約方法の広範な周知による利用者確保が望まれる。 

和泊港の補完港の伊延港と奄美海運の定期フェリーが寄港する知名港は、公共交通アクセスが無く、

待合所の施設も荒天時に高波を受けることから、コンクリート造の柱と天井のみになっている。補完

港の利用頻度にもよるが、伊延港のフェリー入時に和泊港からの公共交通によるアクセスや旅客輸送

の方策等の仕組み作りも求められる。知名港についても路線バスのバス停や近接する宿泊施設からの

アクセスおよび、防波堤沿いの道路の有無も非常に分かりづらいため、案内表示の整備が必要である。 

5) 与論島：与論島は２つの港湾にフェリーが寄港するが、２つの港湾の呼称が(与論供利港、与論港、

茶花港、新港、江が島)と様々で住民の年齢層によっても呼称が異なる。「与論供利港」以外の港湾は

Google マップ上の記載が無いため、観光客が増加傾向にある昨今、早急な改善や対応が求められる。 

与論島の港湾は外海に面しており岸壁直近のターミナル整備が困難である。与論供利港から与論港

フェリーターミナルまでは約 400m の距離があり、岸壁から施設の存在が分かりづらい。ターミナル

施設は広く、飲食機能や授乳室等も整備されており、大きな課題は見られない。一方、与論島の港湾

は、フェリー乗下船時の長いタラップの昇降を回避する新たな設備機能の検討や、乗下船時の荷物の

預け入れ対応(有料)の広範な周知とともに、費用補助等の仕組みも再検討する必要がある。 

与論島の殆どの宿泊施設が空港や港へ宿泊客の送迎を行っているため、島内の路線バスは、利用者

がいないことを理由に交通拠点への運行を行っていない。これは与論島の島内交通の特徴だが、一方、

宿泊施設の作業の効率化を阻む要因でもある。現在の来島者増加傾向を鑑み、宿泊施設の負担軽減を

視野に、島内の宿泊施設や交通事業者を中心に意識を変えていく取組も必要と考えられる。 

④現地調査にもとづく各島個別の現状と課題の一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港へのデマンドタクシー
と予約方法の周知

２つのフェリー港の名称
の明確化

－
送迎に費やす宿泊施設
の作業負担把握と軽減
策の検討

仮眠・休憩施設の管理
運営体制の構築

港を核とするまちづくり
や賑わい創出等の検討

伊延港、知名港の公共
交通アクセスの検討

フェリーターミナルの案
内表示と施設利用の促
進

遊休施設の利活用とフェ
リーターミナル機能の再
構築

平土野港待合所への公
共交通アクセスの課題
解決

伊延港、知名港の案内
表示の整備

フェリー乗下船時の昇降
の改善方策(ソフト、ハー
ド)の検討

加計呂麻島 喜界島 徳之島

－
早町港の案内表示の整
備

－

沖永良部島 与論島

海の駅の飲食店の営業
時間の延長、夜間営業

中心市街地の古仁屋の
観光全般の魅力向上

－

フェリーターミナルの仮
眠・休憩施設整備

亀徳新港フェリーターミ
ナル２階空間の有効活
用
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３．奄美群島のアイランドホッピング実証事業 

3-1 モニターツアーの目的と概要 

実証事業として、奄美群島に就航している航空機、船舶を組み合わせ、奄美大島と群島南部の２島を

訪れるモニターツアーを実施した。モニターツアーの実施目的は、以下のとおりである。 

１．奄美大島を起点に群島南部で航空機と船舶を組み合わせた旅程の要点や課題の把握 

２．今後の旅行商品造成へつなげるためのモデルルートの検証 

３．群島内の着地型体験プログラムを旅行商品として販売する際の課題の把握 

モニターツアーは奄美大島から沖永良部島と与論島を訪れる旅程とし、航空機と生活航路のフェリー

を使ったアイランドホッピングの課題と魅力を確認するとともに、荒天時の代替えプランも検討した。 

ツアー参加者は５名程度を上限とし、参加者を対象にツアー内容に関するアンケート調査により観光

客の視点からの課題と魅力の抽出を試み、今後の奄美群島のアイランドホッピングの推進に有効な知見

の把握を目的に実施した。 

（１）奄美群島アイランドホッピングモニターツアーの実施 

モニターツアーは、奄美大島を起点に沖永良部島と与論島を訪れる 3泊 4日の旅程を検討した。旅程

およびコンテンツは、アイランドホッピングとして移動に時間のかかる船舶を使うため、時間に追われ、

過密な旅程になりやすい通常の大型団体旅行を対象とするのではなく、少人数で地域資源を深く楽しむ

ＳＩＴ※(Special Interest Tour)客層を想定し、ＳＩＴツアーに知見のある東京都内の旅行代理店とと

もに旅程の検討とモニターツアーの催行を実施した。※ＳＩＴ：特別な目的や明確なテーマを持った観光旅行の１分野。 

①奄美大島と沖永良部島、与論島のモニターツアー 

『奄美群島アイランドホッピング モニターツアー 奄美大島から、沖永良島～与論島～沖縄へ』 

奄美群島の沖永良部島でケイビングを体験し与論島で絶景！百合ヶ浜を楽しむ旅 

●日程：２０１７年１１月２３日（祝・木）～２６日（日）の３泊４日  ●定員：上限５名 

●実施場所：奄美大島、沖永良部島、与論島  ●旅行代金：￥58,900（奄美大島集合、那覇解散） 

3-2 モニターツアーから把握された課題と魅力 

モニターツアー参加者のアンケート結果および不参加者と旅行会社の意見からは、フェリーを使った

奄美群島の観光の課題や魅力とともに、奄美群島のアイランドホッピングのルートの考え方の柔軟性、

多様性が必要であることが分かった。「生活航路のフェリー」という海路の移動手段に対し、一般利用者

が抱く「船酔い」等の根強いマイナスイメージの払拭あるいは、船酔いに有効な方策の周知とあわせた

フェリーの大きさや揺れ対策についての丁寧な説明等も求められている。 

（１）ツアー内容に対する満足度と課題 

満足度については、14 項目中、「非常に満足」が７項目、「満足」が６項目、「やや満足」が１項目で

あった。また、期待したものとの比較では「期待したものより楽しかった」という結果であった。 

買い物や特産品への興味は高く、地元で人気のパン屋や住民が買い物で利用するスーパーの満足度は

高く、空港やフェリーターミナルの売店等は評価が下がっていた。土産物は少量を小分けにしたパック
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等、地域らしい特産品を少量で色々買うことができる工夫が求められる。 

また、大島紬の行程見学と機織り体験は非常に喜ばれたが、受入れ人数が少人数に限定されるもので

あり、今回の参加者の好みに合致していたことで評価が高まったと考えられる。 

（２）交通手段および交通拠点に対する満足度と課題 

参加者は船が苦手で乗船前に船酔いを心配していたが、フェリー移動は、燃料の匂いが感じられず、

揺れも少なかったため満足度が高くなっている。船内のレストランの食事の満足度も高く、温かい料理

の提供に対する評価が高いが、時間のかかる料理であることを周知しておく必要もある。 

航空機の移動は、プロペラ機に乗り慣れている参加者だったこともあり、特筆すべきことはない。 

（３）ツアー料金について 

参加者の回答は「おおよそ１０万円程度」であったが、不参加者の意見を見ると「パッと見の旅行代金（現地

集合解散）はけして安いといえず、ツアー内容の価値が伝わりづらい」という指摘があり、行程の長さと移動の多

さがツアー内容の特別感を上回るインパクトとなってしまったことがうかがえる。行程を検討する際、基点を沖縄

に変えるなど、移動距離を短く滞在時間を長くするとともに、フェリーによる島間の移動で、交通費を低減させる

工夫が必要と考えられる。 

（４）アイランドホッピングの魅力と課題について 

与論島は、平成 26年７月に三才ブックスより刊行された「死ぬまでに行きたい! 世界の絶景 日本編」

に掲載された透明度の高い海の画像が「絶景」と称され注目を浴び、潮の干満で現れる「百合ヶ浜」の

人気と相まって来島者数が増加傾向にある。一方、沖永良部島はジャガイモやサトウキビ、花卉栽培等

の農業を基幹産業としており、農業ボランティアとして島内の農家に 10 日～２週間程度滞在する学生

等の若年層の来島がある。特色ある観光コンテンツとして、島内のダイビング事業者が鍾乳洞を使って

案内するケイビングが挙げられる。 

不参加者の意見にある「船移動が 2 回あるのが難・船酔いが心配」、「1 島あたりの滞在が短いのなら

クルーズ船利用などのほうがいい」、旅行会社の意見の「フェリー自体を楽しむということに価値付け

をすることの難しさ」を見ると、生活航路のフェリーの持つネガティブイメージの払拭やクルーズ船と

の楽しみ方の差別化等は今後解決すべき課題といえる。現状として、フェリーの入港時刻が沖永良部島

(上り 14:10、下り 11:30)、与論島(上り 11:50、下り 13:40)と日中であることは優位性ととらえること

ができる。移動手段以外としてフェリー乗船を有効活用し楽しむためには、船内のハード整備も必要で

はあるが、時間と費用がかかるため、船内の観光コンテンツの提供や船内の飲食物販の充実化といった

ソフト的な取組が、魅力を高めるために手始めに着手すべきものと考えられる。 

モニターツアー参加者の自由回答では「乗船時間が長い場合、3 時間以上ならクルーによる船内案内

でフェリー運行の素晴しさを説明する会などが欲しい。」という意見が見られ、フェリーの移動に親し

みを持つことができる取組が望まれる。 

また、船内で提供が求められるサービスの回答では「どんな楽しみ方があるのかツウな情報の提供」

という意見があり、フェリー乗船前～下船という移動のシークエンスごとのフェリー旅のコツの紹介と

あわせた、フェリー下船後の各島で何が楽しめるのか、どこへ行くとその島らしさを味わうことができ

るのか、といった地域に根差した情報発信が求められていることが分かる。 
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４．空路、海路利用者のニーズ把握アンケート調査結果 

4-1 空路、海路利用者アンケート調査の目的と概要 

平成 26 年７月のバニラエアの就航により、奄美大島の入込客数は年々増加の傾向にある。具体的な

数値と前年比の増加率は以下のとおりである。 

 

 

 

しかしながら、奄美大島を訪れる観光客が、群島内の他の島々へ積極的に足を運ぶ状況には至ってい

ないため、本事業では、奄美空港における空路利用者と名瀬港における海路利用者を対象に、奄美群島

のアイランドホッピングの意向把握を目的とするアンケート調査を実施した。 

このアンケート調査では、奄美空港発のＪＡＬ羽田、伊丹便の搭乗者とバニラエアの成田、関空便の

搭乗者を調査対象に設定し、関東、関西それぞれのＦＳＣ注１）とＬＣＣの利用者の実態把握をあわせて

行うことを目指した。 

また、海路利用者は、観光目的の来訪者の帰途として想定した日曜日の名瀬港発鹿児島行きフェリー

乗船客を調査対象に設定し、フェリー利用者の意向把握を視野に調査を行った。 

※注１）FSC：Full Service Carrier（フルサービスキャリア）の略称。LCC に対し、従来からある航空会社の意味。 

（１）空路利用者アンケートと海路利用者アンケートの調査概要 

空路利用者アンケートは、８月(オンシーズン)と 11 月(オフシーズン)の金曜日と日曜日の各２日、

奄美空港セキュリティゲート内で調査を実施した。調査票の設計は、平成 28年度事業のものを踏襲し、

調査項目の一部に過去の類似調査(平成 26 年８月～10 月奄美市が実施)の設問を反映させ、調査結果の

比較対照が可能な形をとった。 

●調査日：平成 29年８月 18日(金)、20日(日)、11月 12日(日) ※１、11月 17日(金)※２ 

●調査精度を高めるため調査員の対面型とし、合計 308名のサンプルを収集。 

※１：11 月調査においては、調査員の確保が困難であったため、日曜日と金曜日の順番を逆に実施。 

※２：11 月 17 日の調査において、ＪＡＬ伊丹便は修学旅行利用のため、回答者が 8 名であり、予定のサンプル

数（20 人）に未達であった。 

海路利用者アンケート調査は、本事業から実施する調査であり、調査票の設計は、「フェリー船内での

過ごし方」「フェリー船内で快適に過ごすための施設や機能」の２問を加え、フェリー利用者の意向把握

を行った。上記以外は空路利用者アンケートと同様とし、利用交通手段別に比較対照を可能とした。 

●調査日：平成 29年８月 20日(日)、11月 12日(日) 

●調査方法は、名瀬港フェリーターミナルで乗船前のフェリー利用者にアンケートを配布し、鹿児島

港の下船時に回収する方法とし、合計 48名のサンプルを収集。回収率は約 80％であった。 

  

(人)

H25年 H26年 H27年 H28年 H29年

入込客数 370,360 393,654 422,527 431,740 473,704

対前年比 － 6.29% 7.33% 2.18% 9.72%



平成２９年度 

奄美群島アイランドホッピング検討事業 

12 

4-2 空路利用者アンケート調査結果より 

（１）自由記述のコメントから（８月、１１月調査） 

【課題や苦情】 

・ ホテルが取れないために来られなかったりした。計画変更した。 

・ 加計呂麻のフェリーが出ない（欠航）ことを直前に言われた。事前情報が欲しい。 

・ コンビニが少ない、街灯が無く、夜暗い、トイレが少ない。 

・ 徳之島に 19年前に通っていたバスが今はない。奄美は宿が取れにくくなっている。 

・ 居酒屋に子供が食べられるメニューがあればいいな。 

・ 船便の時間が不便。（真夜中だったり早朝だったり、時間をつぶせるところがない） 

・ １人で入れる飲食店の情報が欲しい。 

・ クレジットカードが使える店が増えればよい。 

・ 加計呂麻の情報が欲しい。 

・ フェリーの情報、瀬戸内町のバス時刻表がネットに出ていない。 

・ コンビニが少ない 

・ 街灯が無く、暗い 

・ バスの本数が少ない 

・ コンビニが遠い、飲食店の閉店時間が早い 

・ 船の中で芸能・食事、遊覧船があったら良い 

・ 釣りに来たが全然釣れなかった 

・ 飲食店の閉店時間が早い、思ったより大きな島だった、ビッグダディで奄美を知った 

【魅力、他】 

・ こういうものだという感じ。何もないところが良い。 

・ 不便もありだと思います。 

・ 0円のフリーペーパーが良かった。 

・ 不便なことは承知で来島したので、特に問題はなかった。 

・ 不便なのが良いところ。 

空路利用者アンケート調査の自由記述で指摘された課題は、「交通関係（情報発信の不備、利便性）」、

「宿泊予約」、「夜間の街路環境（暗い）」、「店舗関連（飲食店の営業時間、コンビニの不足）」等、平成 28年度に

比べ、具体的な課題の指摘が多く見られた。「奄美大島で入手したい奄美大島以外の島の情報」に関する

回答でも同様の傾向が見られ、「全島マップ（車で何分か、大きさ、距離など）」、「観光サイトがバラバラなので、

一つにまとまっていると見やすい。」といった具体的な課題に対する解決方策が提示されている。 

これらの回答から、個人旅行で来訪しレンタカー若しくは公共交通を利用して、島内観光をする際に

感じる情報発信の不備や欲しい情報の入手方法の不明等が来訪者の増加にともない、より一層、鮮明に

なった感が強く、奄美群島のアイランドホッピングの推進とともに、群島全体の観光振興を考えるうえ

で早急な整備や改善が求められる。 

魅力に関する自由記述は、不便さを地域の特徴ととらえたものが多いなかで、空港をはじめ交通拠点

や店舗で配布されているフリーペーパー「夢島」を評価するものが見られた。 

今回のアンケート調査の自由記述では他地域と比較したコメントは見られなかったが、来訪経験のあ

る離島や島嶼地域に、沖縄および沖縄の離島、伊豆諸島、小笠原諸島、屋久島、五島列島等が挙げられ

ており、他の島と比較されることを念頭に置いた早急な課題解決が望まれる。 

特に、平成 30年度に予定されている「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登

録の結果次第で、来訪者数が大きく増加する可能性があり、沖縄との比較は必至と考えられる。 

魅力として挙げられている「不便さ」を沖縄との差別化要素ととらえた場合、「不便さ」と一括りにされ
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た要素が具体的にどのようなものであるのか等、今後の奄美群島のアイランドホッピングの魅力向上と

もあわせて、考えていく必要がある。 

4-3 海路利用者アンケート調査結果より 

（１）自由記述のコメントから（８月、１１月調査） 

【課題や苦情】 

・ 奄美は名瀬港からしか乗船できないので古仁屋港からも乗船できるように希望します。 

・ 1人の空間が夜間ほしい。 

・ ゆっくりとした船旅が結構好きです。ただ、２等と１等、特等との価格差が大き過ぎて１等、

特等が空室の場合が多いです。（どこのフェリーにも共通しています。） 

海路利用者アンケート調査の自由記述のコメントは、「船内で快適に過ごすための機能や施設」の FA

とも共通する課題を示唆するものが多く、「船内空間の質的向上（良好な睡眠環境、景色を楽しめる座席）」、

「情報提供（生物のガイドブック）」といったものが具体的な課題として指摘されている。 

一方の魅力に関する記述では、「ゆっくりとした船旅が結構好き」という船舶移動を好む意見が寄せられて

おり、このような客層は一定数存在するものと推察されるが、船旅を好む客層をいかに確保、拡充して

いくのか、が今後の課題と位置づけられる。 

船旅を好むとした回答では、「２等と１等、特等との価格差が大き過ぎて１等、特等が空室の場合が多い」と

いう課題も指摘されているため、利用者の少ない時期の乗船客を対象に、安価なアップグレードの実施

等の顧客サービスも検討することが望まれる。 

奄美群島内の移動交通手段として、船舶と航空機の比較の結果では、「安価である」ことも船舶が選ば

れる１つの理由と考えられ、奄美大島から他の島への普通運賃を比較すると、最も遠い与論島では航空

機が船舶の約４倍、最も近い喜界島でも約 3.4倍の差が見られる。 

移動手段と移動時間、正規料金については、以下のとおりである。 

行き先の島 

交通手段 
喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島 

船 舶 
H29 年８月片道運賃 

・約２時間１０分 

・￥３,１００ 

・約３時間２０分 

・￥２,４８０ 

・約５時間４０分 

・￥４,０３０ 

・約７時間５０分 

・￥５,２６０ 

航空機 
片道普通運賃 

・約２０分 

・￥１０,７００ 

・約３５分 

・￥１４,９００ 

・約４０分 

・￥１８,９００ 

・約４５分 

・￥２２,０００ 

費用と移動時間を勘案した場合、島外の観光客が航空機に比べ移動時間が長い船舶を選択するために

は運賃の安さの他に「時間がかかっても船舶を利用したい」と思わせる動機や「船舶でなければ楽しむことがで

きない魅力」が必要であり、船内の飲食物販からイベント開催、新たなサービス料金の設定等の仕組みづ

くりによるコストをかけない方策とともに、仮眠施設の設置等の簡易な施設整備、鹿児島から沖縄まで

を視野に入れた広範な取組が求められるほか、快適性を向上させるために現行の法制度の緩和（24時間

以上の航路において客室の座席が和室でなければいけない等の制約）についても、検討課題ととらえる

必要がある。 
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５．奄美群島アイランドホッピング検討会 

5-1 検討会と分科会の実施目的と開催概要 

平成 28年度事業の検討会から得られた主要な成果は以下のとおりであった。 

１．奄美群島のアイランドホッピングの定義の確定 

～ 奄美群島の複数の有人島をゆったりと周遊しながら移動すること自体も楽しむ旅 ～ 

２．将来的な協議会設置を視野に入れた交通事業者を中心とする観光振興に関する定期的な議論や 

情報交換の場の継続的な開設と体制整備 

３．抽出された課題の分野別の分科会の設置と課題解決へ向けた議論や具体的方策の検討 

４．奄美群島のアイランドホッピング実現のための要点の把握 

1) 奄美群島のアイランドホッピング全体のダイレクションの設定により奄美群島の価値を高める。 

2) 現行の６艘の船舶の魅力を高める。 

3) 生活航路に「観光」という新たな視点と役割を加え、魅力を高めるための意識転換を図る。 

これらの成果を踏まえ、奄美群島における生活航路を活用した観光魅力を向上させるために、快適で

効率良い奄美群島のアイランドホッピングの実現を目指し、船舶、航空機、鉄道や島内の交通事業者と

観光関係者の意思疎通と課題の共通理解の促進を視野に「奄美群島アイランドホッピング検討会」およ

び「交通事業者分科会」を開催した。 

また、本事業および検討会、交通分科会では、以下の各項目を目指すべき成果とした。 

１．平成 28 年度事業で示された各種課題への試行的な解決方策の実施 

２．各調査等から抽出された課題を踏まえた旅行商品造成へ向けたプラン検討 

３．交通事業者分科会の設置による実務的な課題解決体制の試行的整備 

（１）奄美群島アイランドホッピング検討会と交通事業者分科会の開催概要 

奄美群島アイランドホッピング検討会は全４回の開催とし、奄美群島に就航している船舶、航空会社

に加え、島内の交通事業者、観光推進団体、島外の鉄道系旅行事業者と沖縄の観光推進団体関係者およ

び行政機関の観光関連部署の担当者を委員やオブザーバーとして構成した。 

平成 28 年度事業で、多くの委員より設置の必要性が指摘された交通事業者間の情報交換と合意形成

を目的とする交通事業者分科会について、２回の開催とし、試行的な開催および先進地視察を実施し、

設置の必要性の確認を兼ねて、会議開催を行った。 

①平成 29 年度 奄美群島アイランドホッピング検討会（全４回）の開催概要詳細 

第
１
回 

■開催日：平成 29年７月 19日(水) 14：30～16：30／会場：AiAiひろば２階 多目的ホール 

・平成２８年度事業成果のふりかえりと今年度事業の概要説明 

・奄美群島の空路、海路の乗り継ぎと利便性の補足調査報告 

・他地域の先進事例紹介 

第
２
回 

■開催日：平成 29年９月 27日(水) 15：30～17：30／会場：大島支庁別館３階会議室 

・交通事業者分科会の開催報告 
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・解決に着手する課題の整理 

・各島の補足調査（現地調査）結果の説明 

・８月の空路と海路利用者アンケート調査速報説明 

第
３
回 

■開催日：平成 29年 12月 15日(金) 15:30～17：30／会場：奄美会館２階大会議室 

・前回までの決定事項と現時点の取組状況説明 

・今年度実施項目の報告と今後へ向けて 

第
４
回 

■開催日：平成 30年２月６日(火) 15:00～17：00／会場：奄美会館２階大会議室 

・11月月の空路と海路利用者アンケート調査速報説明 

・交通事業者の本年度の取組結果の報告 

・前回（第３回）検討会委員発言の整理と提案事項説明 

②平成 29 年度 奄美群島アイランドホッピング交通事業者分科会（全２回）の開催概要詳細 

第
１
回 

■開催日：平成 29年９月 27日(水) 13：00～15：00／会場：大島支庁別館３階会議室 

・交通事業者に関わる課題説明 

・先進地視察について説明 

第
２
回 

■開催日：平成 29年 10月 20日(金) 11：30～14：30／会場：宝山ホール第４会議室 

・先進地視察の報告 

・第１回交通事業者分科会からの課題解決方策と今後の実施項目の確認 

5-2 検討会と分科会から抽出された課題と解決方策の検討および試行 

平成 28年度事業で抽出された多岐にわたる課題を受け、平成 29年度の第１回検討会では議論を進め

るにあたり、以下の事業目的を確認した。 

検討会の大きな目的は、奄美大島の来島者増加の効果を奄美群島内に波及させること 

上記の事業目的のもと、第１回検討会において平成 28 年度事業で示された課題について意見収集を

行い、第２回検討会において着手すべき課題を整理した結果、多くの意見が寄せられた以下の課題解決

へ向けた議論により、現状を踏まえた課題解決方策を探り、実施可能な具体策を試行するものとした。 

１．生活路線と地域交通(二次交通)の観光利用  

２．情報発信の実施 

３．世界自然遺産登録後を見据えた取り組み 

（２）課題解決の具体的方策と試行 

第１回検討会の意見を[生活路線と二次交通の観光利用] 、[情報発信の実施]、[世界自然遺産登録後を

見据えた取り組み]、[その他の課題と求められる取組]に分類し、[その他の課題と求められる取組]以外の３項

目について、現時点で考えられる具体的な解決方策を設定し、着手が容易な「各島の宿泊施設別収容人

数と部屋数の把握」、「船内の環境美化(貼り紙類)の検討」、「SNS、既存サイトへの情報掲載」、「楽しみ方の抽

出」について、以下のような試行的な取組を実施した。。 

①各島の宿泊施設別収容人数と部屋数の把握 

奄美群島の各島の宿泊施設の収容人数と部屋数の把握について、本事業で現地調査を行いその結果を
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「2-3 各島の現地調査結果(P11～)」として取りまとめた。 

②船内の環境美化(貼り紙類)の検討 

フェリー会社３社の協力のもと、船内の廊下や客室、売店、階段の踊り場、非常扉等に多数貼られて

いる終了したイベント等のポスター類や脈絡のない販促チラシ等の掲示物について、雑然とした船内を

印象付けるおそれがあり、各社内で掲載基準や掲載場所を検討するなどの取組を実施中である。分科会に

おいて実施した、先進地視察等を参考に今後も継続的な船内環境の美化の協力を依頼するものとした。 

③SNS、既存サイトへの情報掲載 

奄美群島への広域交通および地域交通情報に特化したサイト整備の必要性が指摘されているが、現時

点で費用をかけずに実施可能な交通情報の発信方策として、既存サイト「九州のりもの info.com」への

リンクを現地調査時に各島の関係者に依頼したが、奄美大島をはじめいずれのバス事業者も平成 29 年

9月の現地調査以降、ポータルサイトへのリンクやエラーの改善が見られない。広範な情報発信に対する

奄美群島全体のバス事業者の意識の低さと重要性に対する認識不足は深刻な状況である。 

増加傾向の観光客の影響でホテルの予約が取りづらい状況にあるが、民泊や小規模宿泊施設の情報が

ないため、保健所が許認可を出している宿泊施設を「あまみっけ」サイトへの情報掲載依頼を実施した。 

④楽しみ方の抽出 

奄美群島のアイランドホッピングの「楽しみ方」は、本事業の「海路利用者アンケート調査結果より

(P40～)」で、「船内の過ごし方」「船内で快適に過ごすための機能や施設」の質問で確認したが、現状の

過ごし方は、「睡眠」、「食事」、「家族や友人とおしゃべり」、「飲酒」、「読書」、「船からの風景を眺める」

という状況であり、船内を楽しむ要素の選択肢が少なく非常に限定的であることが再確認された。 

一方、快適に過ごすために、「景色を展望できる客席」、「充電用コンセント」、「映画の上映」、「デッキのベンチ」

を望む回答が多く、「子供が遊べる部屋」、「シマ唄のミニライブ」も比較的多い状況となっている。２等客室の

椅子席設置や食事ができる椅子とテーブルの増設を望む回答も見られたが、客室の椅子席は法的な制約が

あるため、現行法の見直し等が必要になり、改善に時間を要することが懸念される。 

船内のハード整備が必要なものも少なくないが、充電用コンセントは、現状でも利用している乗船客があり、

利用許可や安価なテーブルタップの導入等で課題解決の可能性を検討する必要ある。航空機や鉄道では駅

や新幹線車内、空港の待合所や一部航空機内に電源コンセントが整備されており、長距離移動時の充電

用コンセントは不可欠な設備となっている。奄美群島の生活航路においても早急な改善が求められる。 

映画上映やシマ唄のミニライブ等は、著作権や放映権の問題やイベント実施時のフェリー会社との調整等の

課題がある。あわせて関係者の旅客輸送に対する意識を変える継続的な研修や視察等も必要である。 

上記のアンケート調査結果および検討会と分科会の議論を踏まえ、フェリー会社の協力のもと船内の

観光客を対象とする取組について、以下のような試行や検討を行った。 

1) フェリー船内の観光客向け取組：フェリー船内の観光情報の提供はフリーペーパーの配布等に

留まっていたため、積極的な観光情報の発信と乗船客が試聴を楽しむ取組として、鹿児島県が制作し評価

が高い観光情報動画（BIRD'S EYE VIEW OF KAGOSHIMA）の船内モニター放映を継続中である。 

動画上映は、奄美海運のフェリー(あまみ、きかい)船内で先行実施し、他の２社も年度内に同様に

実施するものとした。動画上映は個室の客室では常時放映し、ロビーのモニターでも同様に実施して
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いる。 

本年度制作中のフェリーの奄美に特化した PR 動画や世界自然遺産の紹介動画とともに、沖縄県制作の世

界自然遺産プロモーション動画等も船内上映の可否を確認し、今後の取り組みとして進めるものとする。 

2) フェリー船内での奄美群島の島々紹介企画の検討：船内で群島内の関係者による特産品販売と

島の紹介の実施へ向けた具体策を検討した。この結果、奄美大島の事業者が製造販売している特産品に

ついて、１社のフェリー船内の売店で販売へ向けて調整を行っている。 

（３）その他の課題および意見に関する解決方策の検討 

①新機軸の観光プロジェクト 

1) 現行の交通手段の組み合わせによるアイランドホッピングルートの検討：モニターツアーを

もとに奄美大島の来訪者を徳之島へ送客するための日帰り旅行プラン「徳之島エクスカーション」を検討した。

このプランは奄美大島に寄港するクルーズ船客へのオプションをはじめ島内外の旅行会社へパッケ

ージとしての販売や、奄美大島の居住者が離島割引を使い安価に徳之島を楽しむ旅行商品への展開が

考えられ、売り込み先および売り込み方法として、クルーズ船会社やホールセラー※へ平成 31年度の

商品向けに販売することなどが検討会で議論された。 

留意点として、平成 30 年７月、ＪＡＣの奄美群島アイランドホッピングルート開設により、徳之島

～奄美大島間の航空機の時刻が変更になる可能性があり、新規路線就航後、必要な修正を行い、本格的

な売り込みに着手することが望ましい。あわせて徳之島の観光受入れ体制整備も必要であり、今後も取組

を継続する必要がある。※パッケージツアーを企画し、卸売りをする会社や組織 

『徳之島エクスカーション』プラン概要 

■旅程 

 

８：００ 名瀬出発 

 名瀬から瀬戸内町古仁屋へバス移動 

 瀬戸内町古仁屋「海の駅」にてフェリー乗船 

 フェリー[奄美海運]で徳之島(天城町平土野港)へ移動 

 昼食会場へバス移動 

 徳之島産食材を中心とする弁当で昼食～シマぐち漫談ミニライブ 

 島内の牛農家へバス移動 

 闘牛農家のお話と闘牛に出場する牛の見学 

 島内の農産物直売所へバス移動 

 農産物直売所で買い物 

 徳之島空港へバス移動 

 徳之島空港から奄美空港へプロペラ機で移動 

１８：１５ 奄美空港から名瀬港へバス移動 

2) フェリー波之上の屋久島寄港：「船旅活性化モデル事業(国土交通省)」を導入し、平成 30年 3月

～平成 31 年 2 月までの社会実験として、フェリー波之上の上り便で名瀬港出港後、屋久島に寄港する。

旅客輸送のみの運航予定で、関東や関西発の群島巡りの旅行商品のツアー客層に対し、奄美大島、屋久島

の世界遺産ルートの乗船を期待している。 

3) レンタカー会社と連携したフェリー旅の商品造成の検討：他地域ではフェリー乗船客を対象と

したドライブプランやレンタカープランが造成、販売されている。青森(青森県)と函館(北海道)間を
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運航している津軽海峡フェリーは、レンタカー会社とタイアップした商品造成(津軽海峡フェリー利用者限定

プラン)を行っており、奄美群島における同様の商品造成について、検討会および分科会で検討を行った。 

津軽海峡フェリーの商品内容は、フェリー利用者はレンタカー料金が 30％オフになり、レンタカー

会社のサイト上でキャンペーンを行っていた。当初、平成 29 年 3～7 月上旬までのプランだったが、

利用件数が 20％程度増加したため、11月から再度、商品販売を実施している。 

この商品検討では、奄美大島は、フェリーの入港時刻が早朝でありレンタカー会社も多いことから、

徳之島のレンタカー会社ＦＣに対し、津軽海峡フェリーのような商品展開を提案し、検討中である。 

留意点として、レンタカー会社のサイト上で商品販売を行うにあたり、数万円程度の費用が発生し、

津軽海峡フェリーでは乗船券による乗船証明を行っているが、奄美群島のフェリーの場合、乗船券が

下船時に回収されるため、フェリー会社からの乗船証明が必要となる。 

4) 奄美群島アイランドホッピングルート：ＪＡＣが平成 30年 7月 1日から開設予定。南下し沖縄

で折り返して奄美方面に北上する運行を考案中で、JALPAK が羽田発でアイランドホッピングルート(徳之島、

沖永良部経由)を経て那覇へ行く 5 日間の商品を 1 月 26 日から販売開始した。他の旅行代理店の類似若

しくは更に面白い商品が出てくることが期待される。 

5) ＬＣＣとフェリーを組み合わせた旅行商品造成可能性の確認：バニラエアのヒアリングでは、

ANA 系列の旅行代理店のビッグホリディは ANA を商材とする旅行商品が中心のため、H.I.S 等であれ

ばフェリーとＬＣＣの組み合わせによる旅行商品造成の可能性は考えられるとのことであった。今後、

生活航路を使った旅行商品の販売先として OTA 注２）も含めた旅行代理店の検討を継続する。 

※注２）ＯＴＡ：Online Travel Agent（オンライントラベルエージェント）の略称。実店舗を持たずインターネット上だ

けで取引を行う旅行会社の意味。 

6) 島ごとの地域交通(二次交通)の情報発信：平成 30年度事業において、大島支庁が紙媒体の情報

発信案を考え交通事業者の意見を聞きながら検討する。サイトは交通事業者分科会で検討し、先進地

視察のフェリー太古の船内に設置している冊子による観光情報の提供方法を参考に、交通に特化した

サイトと連動した紙媒体で、航空機やフェリー、路線バスの時刻等の情報提供を検討する。 

7) 自然遺産トレイルとの連携：今後のルート整備状況を踏まえ、連携の可能性を検討する。 

②旅行代理店との連携 

1) 現行の商品販売を強化促進するための取組：観光振興の観点から奄美群島内の旅行代理店への

着地型観光の旅行商品プランとして本事業の成果を提供し、販売につなげてもらうことも考えられる

ため、「徳之島エクスカーション」のプランを奄美大島と首都圏、沖縄の旅行代理店に資料を提供した。今後

も旅行代理店の意見を把握しながら旅程の修正等を行い資料提供を行うものとする。 

2) 旅行代理店の意見収集による旅行商品造成の課題や障壁の把握：奄美群島の空路と海路を組み

合せた旅行商品について、平成 30年 3月 23日、東京・霞ヶ関で開催された「第８回船旅活性化企画

セミナー（船旅素材商品説明会）」において、営業方策の確認を行った。旅行代理店側から提示された

課題は、「早朝と夜間のフェリーの入出港時刻」「移動時間の長さと運賃」であった。団体旅行の運賃は、人数

規模などにより異なるため個別対応となるが、旅行代金の低減は、奄美大島の自治体が実施している

「奄美大島への旅行支援事業(奄美満喫ツアー助成、旅行商品造成支援、バス等ツアー支援、イベン

ト・コンベンション支援、学生スポーツ・ゼミ合宿助成、学校研修旅行（修学旅行）支援 等)」の各
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種の費用補助の情報提供を積極的に周知することも要点と考えられる。 

③利用客の動向からの課題 

1) アンケート調査結果の反映：男女別の２等和室について、席数に限りがあるが３月から女性専用室、

女性専用席の予約のできる席数を増設した。アンケート調査結果を今後の課題として解決に取り組み、島の魅

力の向上につなげるものとする。 

2) カード決済：クレジットカード決済は、近い将来の実現を目指し、フェリー会社が利用可能性を調査

および調整中である。 

3) 島ごとの交通結節点(空港、港等)の待ち時間の過ごし方や周辺の見どころ紹介：「島ごとの地

域交通(二次交通)の情報発信」とともに平成 30年度事業内で内容を検討する。各島の観光推進団体へ

検討案の提示を行い、各島からの情報提供を募るものとする。 

4) フェリー旅の楽しみ方等の情報発信：「島ごとの地域交通(二次交通)の情報発信」と同様、平成

30 年度事業内で実施するが、平成 28 年度事業の島外講師や委員意見等も踏まえ、発信する情報とともに

発信方法についても検討することが望まれる。 

④ハード整備と運営 

1) 名瀬港のターミナルの改装や改築時に検討会の意向を反映させる体制整備：今後、建設担当部

署を交えた最適な情報交換の体制整備と交通事業者の意向を施設整備に反映させる仕組みを検討する。 

2) 各島の乗下船施設および設備の整備：奄美群島内の各島において、フェリー乗下船客の安全と定刻

入出港の確保を目的に、整備が必要な施設について、本事業の中でも調査結果として明確化し、必要性を示

していく。 

⑤推進体制整備 

1) 課題解決に必要な費用や運営体制の確認：「島ごとの地域交通(二次交通)の情報発信」と同様、

平成 30 年度事業において、紙媒体の情報発信やサイト整備とその後の維持で必要となる費用および運営方

法等の検討や確認を行う。 

2) 沖縄の取り組み等を参考に奄美で実施可能なものを検討：沖縄県が実施している受入れ体制の

整備を目的とするロードマップ等の作製を検討する必要がある。明確な目標値を立て、それを達成するため

に課題を挙げ、いつまでに誰がどう解決していくのか？を明確にする等の整理が必要である。 

5-3 分科会による先進地視察 

平成 28年度事業では、交通事業者を中心に他地域の視察を要望する意見があったため、本事業では、

他地域の生活航路と航路運航事業者を視察先とする先進地視察を実施した。 

●実施日：平成２９年１０月１９日（木） １３：００～１９：３０ 

●実施場所：野母商船株式会社本社(長崎県長崎市)、野母商船福岡支社 (福岡県福岡市)、 

フェリー太古船内 

（１）視察の目的 

本視察は、平成 29 年度奄美群島アイランドホッピング検討事業の一環として、検討会のメンバーか

ら構成される交通事業者分科会委員（フェリーを運航している船舶会社、奄美群島に就航している航空
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会社、島内の地域交通事業者等）を対象に実施した。視察の目的は、奄美群島と共通する生活航路の課

題に対し、他地域の航路運航事業者が実施している解決策や具体策の収集により、生活航路を使った観

光推進の際の課題と解決方策を把握し、奄美群島の交通事業者の課題解決のための具体的な取り組みに

つなげることである。視察先と航路運航事業者は、長崎県五島市の福江島(五島列島)～福岡県博多間の

定期航路でフェリー太古(シップ・オブ・ザ・イヤー2014受賞)を運航している野母商船株式会社（長崎

県長崎市）とした。選定理由は、九州圏で生活航路のフェリーが毎日運航している島嶼地域であること、

平成 30 年度の世界遺産登録(文化遺産)を目指していること、就航地域と連携した様々な取り組みをフ

ェリーで実施する等の高い先進性が挙げられる。 

（２）視察参加者の意見 

視察参加者の意見は以下のとおりである。 

●フェリー太古の船内で、フェリーの通過時刻と航路上の見どころ、下船後の情報等を１冊の冊子とし、フェリ

ー乗務員が各島の自慢や見どころも紹介しており、その冊子がフェリー船内の各室内に設置され船内で情

報提供がなされている。それらを参考に交通面に特化したサイトと連動した紙媒体で、航空機やフ

ェリー、路線バスの時刻等を上手く見ることができるようなものを検討したい。 

●長崎港は名瀬港内と同様、非常にコンパクトにまとめられて、一日中、人の出入りが頻繁にある港。観光地化

されており、長崎県はそのような面に非常に注力していると思った。ターミナルも非常にきれいに手入れさ

れ、様々な設備等が要所に配置され参考になる。名瀬港の整備でも是非、行政関係者が参考にして分か

りやすい待合い所を作ってほしい。 

●フェリー太古は女性目線で社員が非常に熱心に討議しながら船のコンセプトを作っており、細部からも色々

な利用者の立場に立って船を建造していることがうかがわれ、奄美航路の事業者も参考にしたい。 

●フェリー会社と船が離発着する地元の市町村がタイアップし、各港の状況がインターネットからも

船内からも見ることができ、地元とタイアップした情報発信が常に行われていることは非常に良い。 

●フェリー太古の寄港先では待合所（仮眠施設）が各港に配備され、女性、男性用に分けて設置され

ている。奄美航路の名瀬港、喜界島は鹿児島から出た船が早朝到着するので、是非、名瀬港と喜界島の 2

港については待合所に休憩所を作っていただくことを行政にお願いしたい。 

●船会社としては、まだまだ勉強するところがあると感じたので、今後、このアイランドホッピング事業を

受入れ、我々もソフト面を含めて改善していくところは改善したい。 

●奄美航路、加計呂麻島を含めた 6 航路について、鹿児島県交通政策課と県の旅客船協会がＰＲ動画を

作成中で平成 30 年 3 月までに完成予定。完成した動画を船内でも常時流し、インターネットでも見ることが

できる体制で進んでいる。皆様に利用してもらいたい。 

●視察では、フェリー太古の社長が半年近く世界を周って同じ規模の船に乗り、色々な勉強をしたと

言っていた。各社員の意見を聞きながら船の設計に携わっていった。船に対する社員の愛着が非常に強い

のは、このように船に関わっているからだと感じた。 

●フェリー太古の船内各所に防犯カメラが設置され、盗難が殆ど無くなったと聞いた。盗難があった場合、

警察を呼ぶなどで従業員が苦労することが多いが、カメラの設置でそのような負担が軽減されるのであ

れば設備投資として有効である。 

●長崎港は、ビルメンテナンス会社が指定管理を受託し、面白い企画が行われるようになったと聞い

た。名瀬港も民間の発想で色々なイベントを絡めるなど明るくすることを検討してほしい。 
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６．調査を終えて 

6-1 奄美群島のアイランドホッピングの課題と今後へ向けて 

本事業で実施した各種の調査や奄美群島のアイランドホッピング検討会および交通事業者分科会の

議論から得られた成果とともに、奄美群島のアイランドホッピングを推進するための要点について示す。 

（１）補足調査と現地調査より 

補足調査は、加計呂麻島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島における広域交通(航空機、船舶)か

ら地域交通(路線バス)への乗継と地域交通のインターネット上の情報発信の状況確認を行った。 

補足調査結果を踏まえ現地調査として、古仁屋、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島に赴き、交通

拠点施設(空港、港のターミナル)の観光利便性と快適性の確認および基礎自治体の観光担当と観光推進

団体に対し、生活航路の観光利用等に関するヒアリングを実施した。 

補足調査と現地調査より、奄美群島のアイランドホッピングの推進において、奄美大島および各島の

交通拠点の利便性と快適性を高める施設整備と各島の受入れ体制強化が必要であることが把握された。

地域交通の情報発信は、交通ポータルサイト(九州のりもの info等)へのリンクの徹底が求められる。 

現地調査で把握された課題は、各島共通のものと各島個別のものに大別でき、各島共通の課題は以下

のとおりであった。 

１．フェリーターミナルの飲食物販の提供 

２．補完港入出港時の旅客輸送 

３．交通拠点の案内表示の設置 

４．主要交通拠点としての空港施設整備 

５．旅客の乗下船と荷役の効率化 

６．若年層のフェリー利用 

これらの課題解決では、各島における行政機関と地域の関係者による連携体制の整備が要点となる。 

大島支庁は、平成 26年度より奄美群島観光振興会議を開催してきたが、群島内の各島や各エリアで、

まちあるきの実現や観光推進団体のＤＭＯ組織整備に結実している。奄美群島観光振興会議の成果であ

る各島の取組が、空路や海路を軸に繋がることは、奄美大島の来島者が各島を訪れる機会創出に効果的

であり、島間の交流の活発化が期待できる。 

奄美群島のアイランドホッピングは、奄美大島で先行的に取組を進めてきたが、今後、奄美群島全体

でアイランドホッピングの気運を高めるために、各島の関係者の合意形成と住民意識の醸成、収益化へ

向けた当事者意識の喚起について各島の状況を踏まえ、きめ細かで継続的な取組が不可欠となる。 

（２）奄美群島のアイランドホッピング実証事業より 

実証事業では、奄美大島を起点に移動手段に航空機と船舶を組み合わせ沖永良部島と与論島を訪れる

３泊４日の旅程を企画・検討し、各島で「あまみシマ博覧会」等で実施している着地型体験プログラム

を組み合わせたモニターツアーを催行した。あわせて、ツアーに興味を示したが参加しなかった人たち

の不参加理由の確認とモニターツアーを催行した旅行代理店へのツアーに関する意見収集を行った。 

実証事業で得られた成果として、奄美群島のアイランドホッピングでは、奄美大島以外を起点とする
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柔軟なルート設定が必要であることが分かった。現行の生活航路と航空機を組み合わせた場合、考えら

れるルートは以下のとおりであった。 

１．鹿児島および奄美大島を起点とする北部ルート（奄美大島、喜界島、徳之島 など） 

２．沖縄を起点とする南部ルート（与論島、沖永良部島 、徳之島など） 

３．隣の島に一足延ばす短時間で手軽なルート 

これらのルートは、平成 30 年７月に就航予定のＪＡＣの新規路線（奄美群島アイランドホッピング

ルート）やマルエーフェリー(波之上)の屋久島寄港等の交通事業者による新たな動向と相まって、さら

なる旅程の多様性やこれまでになかったルート開発に期待が持てる。 

平成 28 年度と本事業において実施した旅程の検討は、奄美大島を起点とするものを中心に取り組ん

できた経緯があるが、与論島では多くの個人旅行者が大都市部から沖縄を経由し奄美群島に入っている

ため、沖縄経由のアクセスのさらなる検討が必要といえる。 

「島巡り」等の名称で販売されている旅行商品は、３～７日で奄美群島全島や３～４島を訪れるもの

が主流であり、「アイランドホッピング」という旅行のイメージも長い日数で多くの島を巡るものであ

ったが、主要な１島と隣の島を訪れる軽微なアイランドホッピングも今後、旅程やコンテンツを企画し、

旅行会社への周知と営業活動が必要である。 

また、事業目的である「奄美大島の来島者増加の効果を奄美群島内に波及させる」ための旅行商品造成

を進めるために、沖縄を介したルートづくりの検討とあわせて、以下３点の要点を把握した。 

１．情報発信とあわせた各島の観光受入れ体制の整備や強化の推進 

２．事業等から抽出されたルートの適切な販売方法と販路の開拓 

３．奄美群島のアイランドホッピングの魅力を伝えるプロモーションの検討および継続的な実施 

（３）空路と海路利用者のニーズ把握アンケート調査より 

本事業では、空路利用者および海路利用者を対象としたアンケート調査を実施し、航空機とあわせて

船舶の利用者の意向把握を行った。 

その結果、奄美群島全島を巡る観光のイメージが強い「アイランドホッピング」に日中の２時間程度

の船舶移動と航空機の組み合わせで気軽に隣の島を訪れるスタイルを加え、イメージの確立を図る必要

があることが把握された。その際、奄美群島の各島から隣の島への送客を目的とするプロモーションと

各島の受入れ体制の早急かつ積極的な整備が必要である。 

情報発信では、各島の「宿泊施設・観光施設・飲食店・島内交通手段」の情報が求められているため、

観光目的の来訪者が多い島で重点的に上記内容の情報発信を進めることが必要であり、「空路と海路に

よる島間の移動時間と各島内の移動時間や距離が分かる全島マップ」等の整備、現行の観光情報サイト

をまとめて情報を見つけやすくする情報発信方法の改善が求められる。 

海路利用では、「睡眠・食事・飲酒・読書・船からの風景を眺める」等の限定的な船内の過ごし方の中

で快適性を高めるために、フェリー船内空間の質的向上（良好な睡眠環境、景色を楽しめる客席の増設、

デッキのベンチ設置等）や船内の充電用無料コンセント増設等のハード整備をともなう課題解決をはか

る必要がある。 

乗船時間を楽しく充実させるソフト面の取組として、実施時期や曜日限定の船内イベント（シマ唄の

ミニライブ、奄美群島に因む映画上映等）、船内売店やレストラン等における各島の事業者や自治体と
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の連携によるＰＲキャンペーン（特産品や季節の農産物販売、郷土料理や食材の提供等）を検討し試行

しながら定着させる方策と関係者の理解促進が望まれる。 

インバウンド旅行者も増加傾向にあり、生活航路による周遊観光の利便性向上に向けたフェリー予約

～乗船手続きのオンライン化や簡略化の強化、カード決済が可能な島内店舗や宿泊施設の拡充をあわせ

て進め、鹿児島～沖縄間の島嶼部に特化したフリーパス等の検討も今後、取り組むべき課題といえる。 

（４）奄美群島アイランドホッピング検討会および交通事業者分科会より 

検討会および分科会では、「5-2 検討会と分科会から抽出された課題と解決方策の検討および試行」

に示した事業成果とともに、多岐にわたる具体的な課題が明確になった。それらは施設整備に関連する

ハード系のものと旅行商品造成や魅力向上等のソフト系のものに加え、何れの課題解決においても要と

なる体制整備と運営に関連するものに大別できる。 

【ハード系の課題】 

１．定時運航のための港湾施設整備（バース、荷揚場、ボーディングブリッジ） 

２．旅行の快適性を高める施設整備（仮眠施設、休憩施設） 

３．船内の快適性を高める施設整備（フリーWi-Fi、客室と座席、電源コンセント） 

【ソフト系の課題】 

１．乗下船予約手続きのオンライン化および簡略化 

２．アイランドホッピングプランの検討（北部ルート、南部ルート、お手軽ルート） 

３．アイランドホッピングの広範かつ積極的な周知（ブランドロゴと運用規定、プロモーション） 

４．情報発信サイトおよび紙媒体の整備（交通情報サイト、交通情報をからめた観光情報） 

【体制整備と運営の課題】 

１．検討会や分科会の意見を他の関係者と共有するための体制と運営方法の確立 

２．群島全体の意思疎通と事業のフィードバックのための各島の参画方策の検討 

３．事業ビジョンの明確化および事業の進捗管理計画整備と役割分担 

４．情報発信サイトの維持管理および運営体制の整備 

５．各島におけるアイランドホッピングへの理解促進と魅力向上のためのワーキング体制構築 

（５）奄美群島のアイランドホッピング実現のための要点と方策 

本事業は、増加傾向にある奄美大島の観光客を奄美群島内に波及させることを目的に、各調査の実施

と検討会や分科会による議論と試行を重ねてきた。その結果、平成 28年度事業と今年度事業において、

奄美群島のアイランドホッピング実現へ向けた成果や今後の見通しが明らかになってきている。 

一方、平成 30 年度に予定されている世界自然遺産登録後の観光振興を視野に、鹿児島～奄美群島～

沖縄までを網羅するアイランドホッピングの推進体制の構築、事業ビジョンの明確化と進捗管理および

役割分担を示すロードマップづくり、各島の観光受入れ体制整備と観光魅力の抽出は、奄美群島全体で

アイランドホッピングという観光形態を周知、推進する新たな課題と位置づけられる。 

奄美群島の観光振興では、沖縄県との連携交流は重視すべき要点であり、平成 29年度の「奄美・沖縄

交流拡大事業キックオフイベント」の動きを踏まえ、奄美群島のアイランドホッピング事業においても

沖縄県との連携体制の確立に取り組むことが今後の主要な課題となる。奄美群島の特質を活かしながら

沖縄との差別化を図る具体策を検討し、奄美という地域の明確な特徴付けを視野に入れた今後の事業展

開が望まれる。 



平成２９年度 

奄美群島アイランドホッピング検討事業 

24 

さらに、検討会や分科会で抽出された意見を港湾施設等のハード整備に反映させ、事業成果の検証ま

でを行う体制構築は早急に取り組むべき事項といえる。仮眠施設や休憩施設はターミナルの観光魅力の

創出や港を核とした賑わいづくりを視野に、「観光まちづくり」として特徴ある整備を行うことで、機能

が集積された現状の交通拠点施設が「行ってみたい！」と感じる魅力的な施設となる可能性をはらんで

いる。 

奄美群島において、世界自然遺産登録後の継続的で良質な観光振興を考えるにあたり、ＦＳＣの新規

路線就航とあわせた生活航路の観光利用の充実化や魅力向上は喫緊の課題である。これまでの検討では、

アイランドホッピングの魅力として既存の事物の見直しや課題の抽出を中心に実施してきたが、ハード

整備までを視野に入れた取組を進めるにあたり、新たなコンセプトによる方向性の提示や各島に行きた

くなる魅力と仕組みづくりを並行させ、奄美群島のアイランドホッピングの質的向上の一端を担う施設

整備に着手すべきである。 

（６）奄美群島のアイランドホッピング実現と充実化へ向けた体制の構築 

平成 28 年度から協議や検討、調査や試行を重ねてきた奄美群島アイランドホッピング検討事業より

抽出された成果を実現、推進させ、生活航路と空路による奄美群島の観光を充実させるために、交通と

観光に関わる官民の関係者に加え、施設整備に携わる関係者の協力や参画が必要な状況にある。 

また、奄美群島全体でアイランドホッピングを推進するために、群島内の１２市町村との合意形成に

基づく連携体制構築が要点の１つと考えられる。今後の奄美群島アイランドホッピングでは、以下の各

点に注力した体制づくりに取り組む必要がある。 

■ 検討会を基盤とする(仮称)奄美群島アイランドホッピング協議会の設置 

■ 交通事業者分科会の本格開催による継続実施 

■ 施設整備に関する関係者の参画と意見交換体制の整備 

■ 生活航路を軸とする群島全体の観光魅力創出へ向けた情報共有体制の検討 
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