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１．はじめに 

1-1 本事業について 

奄美群島における来訪者数の推移を見ると、平成 26 年の LCC バニラエアの就航は、奄美豪雨水害が

発生した平成 22 年の来訪者数（入込客数 666,451 人、入域客数 485,319 人）を低とする奄美群島の観

光の低迷期から脱却する大きな後押しとなったと考えられる。 

奄美群島の観光が低迷から脱却した背景には、バニラエアの２路線（平成 26 年：奄美大島～成田、平

成 29年：奄美大島～関空）の就航に加え、平成 30年のスカイマーク（中部～鹿児島～奄美大島）の就

航と NHK大河ドラマ「西郷どん」の放映といった島外からの働きかけとともに、奄美群島交流需要喚起

対策特別事業や沖縄・奄美連携交流促進事業等による旅客運賃の低減等の奄美群島の官民各主体による

取組が存在する。その影響を受け、奄美群島の来訪者数は、平成 26 年～30 年までは好調な増加傾向で

推移している。令和元年になると来訪者数の増加傾向は続いているものの伸び率は緩やかになっている。 

以下に、LCC就航前後の奄美群島の入込・入域客数の推移を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、直近３年間の県外から奄美群島への入域客数を見ると、関東および福岡からの入域客は比較的

安定しているのに対し、令和元年の関西からの入域客には落ち込みが見られる。沖縄からの入域客は、

３カ年とも 70,000人/年を超え安定した入込客数となっている。 

これらの状況を以下に示す。 
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前述した奄美群島の観光の動向を踏まえ、鹿児島県大島支庁では平成 28年度より３カ年、「奄美群島

アイランドホッピング検討事業」を実施した。この事業では、平成 26年の LCCバニラエア(奄美大島～

成田)の就航後、増加傾向に転じた奄美大島への来訪者を奄美大島以外の各島にも波及させることを目

的に実施したものである。 

「奄美群島アイランドホッピング検討事業」では、奄美大島を訪れる空路と海路利用者へアンケート

調査、観光と交通の関係者による検討会の開催、空路と海路の就航地である鹿児島・奄美群島・沖縄の

現地調査等を通じ、群島内の各島を訪れるためのルートや観光の快適性および利便性向上へ向けた各種

の調査検討を進めてきたが、奄美大島や沖縄からの観光客の受入れに対応するための各島の体制整備と強

化が必要であることが詳らかになった。 

この結果を受け、令和元年度は、「奄美群島アイランドホッピング促進事業」として群島全域における

アイランドホッピングの実現による観光振興と地域振興、交流人口の拡大へ向けた各種方策に取り組む

ものである。 

 

本事業では、令和２年の登録を目指している世界自然遺産「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表

島」を視野に、奄美群島の各島において行政・観光・交通等の関係者による受入体制整備を推進し、「奄

美群島アイランドホッピング検討事業」の３カ年の成果にもとづく鹿児島と沖縄の県境をまたぐ観光推

進体制整備へ向けて、これまで会議を重ねてきた奄美大島とともに、徳之島と沖永良部島において、会

議を開催した。 

また、「奄美群島アイランドホッピング検討事業」では、事業の開始当初に重視していなかった「沖縄

を経由して北上する観光客動向」も把握されており、これを「奄美群島アイランドホッピング・南部ル

ート」ととらえ、沖縄経由の誘客の可能性の把握や旅行商品の造成支援、効果的なＰＲ方策のあり方等

を視野に沖縄との連携について具体的な方策を検討する。 

今年度は、「奄美群島アイランドホッピング検討事業」で得られた知見や成果をもとに、奄美群島内外

の空路・海路を効果的に活用した「奄美群島のアイランドホッピング」により奄美群島全域の観光振興

及び地域振興と交流人口拡大に資する各取組を実施するものである。 

 

今年度の事業フローを以下に示す。 
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２．奄美・沖縄アイランドホッピング協議会の開催 

2-1 奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（沖永良部島会議） 

（１）沖永良部島会議開催概要 

奄美大島以外の各島の観光受入体制を検討するにあたり、沖永良部島の観光、交通および行政関係者

を中心とする「奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（沖永良部島会議）」を開催した。 

なお、会議開催の前段として、沖永良部島の行政および観光推進団体関係者を対象として、事前説明

会を開催し、「奄美群島アイランドホッピング検討事業」の概要と３カ年の成果および課題を説明し、本

年度の事業主旨の周知をあわせて行った。 

協議会・沖永良部島会議の開催概要を以下に示す。 

①開催日時：令和元年１１月２２日(金)  ９：００～１１：００ 

②開催場所：和泊町役場 １階 多目的ホール 

③出席者：（委員）和泊町企画課、知名町企画振興課、(一社)おきのえらぶ島観光協会、フェリー会社

代理店、路線バス事業者 （オブザーバー）鹿児島県沖永良部事務所総務福祉課、事務局 

 

（２）沖永良部島会議開催結果 

「奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（沖永良部島会議）」出席者の主な意見を以下に示す。 

・ オーバーツーリズムを想定して，観光客をどう選択してプロモーションしていくべきかを

考える必要がある。 

・ 観光事業者と交通事業者との連携強化が必要。 

・ 沖永良部島は沖縄の離島といってもおかしくない立地条件にあり，インバウンドの誘客を

見込む中で，沖縄と連携しない理由はない。 

・ ホームページなどの情報発信を充実させる必要があるので，日本語版も含め多言語対応や

デザインを改善させたい。 

・ 与論島のように，映像で魅力を発信するようなツールを作成予定。将来的には，与論島，

沖永良部島，徳之島の３島の動画をまとめて発信できればと考えている。 

 

（３）沖永良部島会議まとめ 

・ 業種を超えた協議を行う場としての連携組織が必要。 

・ 個別具体の観光商品造成その他の取り組みについて，常時こうした連携組織を基盤として具

体的に協議していくことが必要。 

・ 世界自然遺産の価値は奄美と沖縄一体であることも踏まえ，外国人を含む観光客の誘客のた

め，島内外や沖縄との連携が必要。 

・ オーバーツーリズムの観点からも，誘客するターゲットの明確化。 

・ ＳＮＳ戦略やホームページの多言語化，動画の活用など，情報発信の強化が必要。 
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2-2 奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（徳之島会議） 

（１）徳之島会議開催概要 

奄美大島以外の各島の観光受入体制を検討するにあたり、徳之島の観光、交通および行政関係者を中

心とする「奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（徳之島会議）」を開催した。 

なお、会議開催の前段として、徳之島の行政および観光推進団体関係者を対象として、事前説明会を

開催し、「奄美群島アイランドホッピング検討事業」の概要と３カ年の成果および課題を説明し、本年度

の事業主旨の周知をあわせて行った。 

協議会・徳之島会議の開催概要を以下に示す。 

①開催日時：令和元年１２月１８日(水)  １３：３０～１５：３０ 

②開催場所：天城町役場 別館２階 会議室「ソテツ」 

③出席者：（委員）徳之島町地域営業課、天城町商工水産観光課、伊仙町きゅらまち観光課、（一社）

徳之島観光連盟、徳之島島コーディネーター、地元観光関係者（オブザーバー）鹿児島県徳之島事

務所総務課、事務局 

 

（２）徳之島会議開催結果 

「奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（徳之島会議）」出席者の主な意見を以下に示す。 

・ 小さな島だが，全てにおいて横のつながりがない。宿泊施設，ガイド，食事場所など，島

内の全体的な連携体制が必要。 

・ 誘客するターゲットを明確にするべきではないか。（徳之島への）ダイビングの客は，所得

が高く時間に融通がきくため，交通費や乗り継ぎの不便性を気にしない。 

・ 暮らすように旅をすることを計画した「集落みがき」に取り組んでいる。 

・ 徳之島の文化や人を観光の目玉に位置づけ，体験や食の受入体制も整備し，リピーターの

確保につなげていきたい。 

・ 映像などの視覚的なアピールが有効であるが，奄美大島・沖縄とどのように差別化するか

が重要。 

 

（３）徳之島会議まとめ 

・ 島内の全体的な連携体制が必要。 

・ 高付加価値な層をねらうなど，ターゲットの明確化。 

・ 世界自然遺産登録を見据え，群島各島の個性を生かし，呼び込む方策の明確化が必要。 

・ ＰＲ映像を作成・活用し，視覚的な情報発信が必要。 
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2-3 奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（奄美大島会議） 

（１）奄美大島会議開催概要 

「奄美群島アイランドホッピング検討事業」では、奄美大島において、年間数回の検討会を開催して

おり、今年度事業でもこれまでと同様に奄美大島会議を開催した。 

奄美大島会議では、「奄美群島アイランドホッピング検討事業」から継続している委員によって構成

されているため、事前説明会は開催せず、「奄美群島アイランドホッピング検討事業」の概要と３カ年の

成果および課題を説明し、沖永良部島、徳之島の会議開催結果の情報共有とあわせて、本年度の事業主

旨の周知を行った。 

協議会・奄美大島会議の開催概要を以下に示す。 

①開催日時：令和２年１月３０日(木)  1５：００～１７：００ 

②開催場所：鹿児島県立奄美図書館４階 第３研修室 

③出席者：（委員）鹿児島県観光課、沖縄県文化観光スポーツ部、奄美群島広域事務組合、(公社)鹿児

島県観光連盟、(一社)奄美群島観光物産協会、(一社)あまみ大島観光物産連盟、フェリー会社、航

空会社、地元バス企業（オブザーバー）九州運輸局、事務局 

 

（２）奄美大島会議開催結果 

「奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（奄美大島会議）」出席者の主な意見を以下に示す。 

・ フェリー利用者は減少傾向であるが，那覇空港の滑走路が増えるなど嬉しいトピックスも

あるので，今後も入込客が増えていく中で，フェリー利用が移動の選択肢になればと考えて

いる。 

・ バスの時刻表をナビタイム（２月頃～）や Google（４月頃～）といった検索サイトで検索

できるようにし，利便性を高めたい。 

・ これまでの事業で設定・提案したルートや交通情報などの情報発信を強化し，誰でも奄美

群島を観光できるようにする必要がある。 

・ 平成 30年度，那覇で初めてＢtoＢで営業したところ，旅行会社の方からは「今後も沖縄・

奄美の旅行手配を継続して行いたい」という言葉を聞くことができた。 

・ ＬＣＣ効果の波及や奄美大島以外の島の観光受入体制を強化するためにも，奄美大島以外

の島での会議開催（令和元年度から開始）を今後も継続すべきである。 

 

（３）奄美大島会議まとめ 

・ 交通の情報など情報発信の強化が引き続き必要。 

・ 奄美大島以外の島でも，協議を行う場としての会議が今後も必要。 

・ 与論目的の観光客が（運賃の安い）沖縄での観光を経由するなど，両県は連携可能。（沖縄県） 
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３．沖縄と連携した旅行商品の造成支援及びプロモーション 

3-1 主要都市における旅行商品説明会への参加 

国内の主要都市で開催される旅行商品説明会に参加し、奄美群島において複数の島々を巡る旅行商品

造成および旅行代理店が求める支援方策等について情報収集を実施した。 

旅行商品説明会の開催概要を以下に示す。 

（１）2020 年度上期九州観光素材説明会・相談会 

①開催日時：令和元年９月４日（水） １３：２０～（素材説明会)、１６：００～（商談会） 

②開催場所：東京都千代田区・大手町サンケイプラザ 

③実施主体：一般社団法人 九州観光推進機構、九州７県、観光かごしま大キャンペーン推進協議会 

④参加旅行代理店、キャリア関係者の意見 

1)大手旅行代理店・営業 

・奄美大島は団体を送客しているが、ホテルが押さえにくく困る。送客実績で同業他社に押されて

いるために、まとまった部屋数を押さえることに苦戦している。奄美大島で新規に宿泊施設を建

設する話などはないのか？ 

・費用助成（奄美満喫ツアー実行委員会）をいつも利用している。アイランドホッピング促進事業

の助成が気になるが、個人旅行者限定のため、団体ツアーに助成してほしいと強く思う。団体ツ

アー助成になるのであれば非常に利用したい。 

2)大手キャリア・営業 

・昨年は徳之島、沖永良部島を観光関係者と視察したが、今年も与論島で同様の視察を行う予定。 

3)大手旅行代理店・仕入 

・着地型観光のコンテンツを探しており、あまみシマ博覧会のプログラムや徳之島の闘牛農家の見

学などは非常に魅力的だが、契約の問題と受入人数の問題がある。関係者で組合のようなものを

作って契約をすることはできないか？ 

・インターネットのプログラム販売は、どこの会社が購入したのかを把握できるシステムの仕様で

はなかったために効果検証ができず、自社の販売実績が把握できなかった。販売総数を見てもイ

ンターネットによるプログラムの販売はさほど伸びておらず、宿と交通の販売ばかりになってい

る。(旅行商品の)オプションとして体験プログラムを付けてもなかなか売れない。これまで会社

の契約条件が厳しかったこともあり、個人がやっている体験プログラムの契約ができるように契

約条件を見直したい。 

・徳之島の闘牛農家の見学で英語対応はしているのか？ 

 

（２） 2019 年度奄美群島旅行説明会 

①開催日時：令和元年９月１０日（火） １４：３０～１６：００（概要説明）、 

１６：００～１７：１５（個別説明・相談会） 

②開催場所：沖縄県那覇市 琉球サンロイヤルホテル 

③実施主体：一般社団法人奄美群島観光物産協会 

④参加旅行代理店、キャリア関係者の意見 
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1)地元旅行代理店・役員 

・「宮古満喫 5 島めぐり 2 日間｜沖縄・那覇発 宮古島周遊ツアー」や「沖縄伝統野菜クヮンソウ

の花摘み体験日帰りバスツアー！ランチ付き！」等の安価なツアーを多数販売。JTAP(ジェイタッ

プ/日本トランスオーシャン航空の旅行社)の旅行商品の受託販売も行っている。（JTAP のツアー

は、モモト※とコラボした宮沢和史プロデュース「唄めぐり・シマの旅 久米島編」や沖縄県内離

島の企画商品多数）※モモト：琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン 

・以前はゴルフで奄美大島に行く人が多かったが、現在もゴルフ場はあるか？宿泊とゴルフをセッ

トにしたパックをホテルで作ってほしい。 

・沖縄には奄美出身者が多く住んでいるので、郷友会の人を奄美に連れて行くツアーができると良

い。沖縄相撲（角力）と奄美の相撲との交流等もできるのではないか。カジキ釣りができないか？ 

2)大手キャリア系旅行代理店・仕入 

・沖縄では送客ではなく受け入れを行っており、送客は福岡の営業所が担当している。 

・沖縄の宿泊施設や観光施設（２０施設程度）が参加している沖縄の団体の研修として、奄美大島

に行くことを予定しているが、どこか見るべきところはないか？これまでの研修は沖縄県内の世

界遺産推薦地の視察などを行ってきた。 

・研修参加者で BBQをやりたいが、予定していた奄美大島のホテルが修学旅行受入れで対応できな

くなった。雨天でも BBQに対応しているところはないか？  

3)大手旅行代理店・沖縄支店 

・農家の閑散期に沖縄県内のサトウキビやミカン（タンカン等）を見に行くツアーを行っているが

沖縄は色々なところを見ているので奄美で農業視察のような行き先はないか？サトウキビもミ

カンも冬が農繁期になるので、ツアーは農繁期前の 11月に催行予定。 

・奄美群島の島間移動や那覇～奄美大島間の航空運賃が高いので、航空運賃の補助があると良い。 

4)ベンチャーキャリア・営業者 

・奄美大島への就航後１年経ったが、これから観光利用を増やしていきたい。奄美大島は、世界自

然遺産登録を控えているが、もう一つ何か大きな観光スポットが欲しい。１つの場所に行ったら

土産物、食事、インスタ映え等がそろう施設や場所が知りたい。今後、若年層の取り込みを進め

たい。奄美大島にしかないものは何かないか？ 

・現在、奄美大島へは鹿児島から２便が就航しているが、夕方の便は住民利用が多い。鹿児島本土

のお客様を夕方の便で奄美大島に呼び込みたいと考えている。奄美大島に夕方に到着してできる

ものは何かあるか？ 

・プレゼンテーションで紹介があった宿泊費の補助は、団体ツアー向けの支援があると良い。自社

で茨城空港利用のツアー造成に取り組んでいるが、茨城県では、県内のホテルに宿泊する団体客

１名につき補助費用が出る。宿泊費の補助が難しければ、群島内の飲食店を利用する団体ツアー

の食事への費用補助等でも支援があるとありがたい。 

 

（３） ツーリズム EXPOジャパン 2019 

①開催日時：令和元年１０月２４日（木）/業界関係者日 １２：００～１７：２５（９セッション） 

〃 ２５日（金）/業界関係者日 １０：００～１７：３０（12セッション） 

②開催場所：大阪府大阪市 インテックス大阪 INTEX OSAKA 

③実施主体：公益社団法人 日本観光振興協会、一般社団法人 日本旅行業協会、日本政府観光局（JNTO） 
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④参加旅行代理店、キャリア、メディア関係者の意見 

1)中堅旅行代理店・営業 

・奄美大島は社員向けの報奨旅行へのラグジュアリーツアーの可能性があるのではないか。 

・公的支援は、目的を限定するのではなく広範に使えるものがあると良い。例えばオプショナルツ

アーで、15 人程度のグループに対して３コース程度の体験が無料になるものなどが考えられる。 

2)大手旅行代理店・営業 

・公的支援を考えると、多くの島を移動するのではなく３～４日間１つの島をしっかり楽しんでも

らうほうが現実的で、１島に滞在する際、３泊目の宿泊補助が出るとより深く島を知ってもらえ

る。気に入った島をよく知ってその島をハブにして、他の島に行ってもらうことができると良い。

泊数が長くなると数千円が値引きになるというものができると良い。奄美群島の旅の初級者→中

級者→上級者というように旅の楽しみ方を観光客の熟度にあわせて提示することも考えられる。 

3)大手旅行代理店・営業 

・ラグジュアリーでディープなツアーを作りたいと思っており、安売りすることはしない。 

・鹿児島県の観光への補助は手厚いと思う。３～４カ所について決め事を入れて、ハードルの低い

旅程を自由に作れることが良い。 

・公的支援は、縛りが多くなるとどこの会社も同じようなツアーになって面白いものが作れなくな

る。オリジナルのツアーに対する補助があると良い。団体ツアーで利用する観光バスの補助があ

るとありがたい。４０人程度が宿泊できるホテルを知りたい。 

4)大手旅行代理店・営業 

・公的支援は、パンフレットを作る費用の支援があるとありがたい。観光バスや航空運賃の支援も

あると良い。観光協会のサイトなどへのリンクを貼らせてもらえると良い。 

5)大手旅行代理店・鹿児島支店 

・公的支援は、個人旅行を対象にすると難しくなる。小規模団体に対する補助のほうが旅行商品を

作りやすいと思う。 

・９月にも奄美に行ったが、自然遺産登録がされると大勢の人が来る島になっていくと思う。会社

としていかにＰＲ等の地域側の需要に関わっていけるのかが重要。 

6)大手旅行代理店・福岡支店 

・個人旅行の公的支援は、旅行会社の企画担当に情報提供することが考えられる。自社に島の旅行

観光のチームがあるのでそこにＰＲした方が良い。福岡は受注型旅行商品※のみを手掛けている。 

※旅行者の依頼により、旅行会社が旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた

旅行に関する計画を作成・提案し実施する旅行。募集型企画旅行との主な違いは、旅行者側から旅行内容の変更を求

めることができること。 

7)大手旅行代理店・web商品販売 

・公的支援は、島ごとの定額の費用補助や島間移動に補助が出ると良い。各島で着地型観光を体験

する際のガイド費用が補助されると新しい観光客が島に行くきっかけづくりになる。例えば、各

島で現地に到着してから３時間程度のコーディネートやガイドのサービスが付くとその島の行

くべきところを訪れ、効率よく楽しむためのきかっけになる。特に女子旅をターゲットとした場

合は、島をよく見てもらえて次の来訪にもつながると思う。現在の公的支援にある２島で\6,000

というだけでは、補助の特徴や魅力が埋もれてしまうと思う。２～３時間のアテンドの中で、お

薦めの場所に連れて行ったり島を簡単に紹介するコーディネーターの補助に\2,000～\3,000/人



   

令和元年度 

奄美群島アイランドホッピング促進事業 

9 

程度あると良い。 

8)大手旅行代理店・鹿児島支店 

・今回はコンテンツを集めに来ている。鹿児島のウェルネスプログラムの受託をしている。来年の

下期から 2021 年３月まで日本の旬として九州への送客をおこなっていく。テーマを温泉と食と

しているウェルネスプログラムでは、奄美で必ず１つはツアーを作ることが確定している。 

9)大手旅行代理店・九州事業部 

・個人旅行を扱っている。九州は旅行全体の６０％が１泊。２泊の旅行者になると大きく減少する

が、沖縄は２泊になる。 

・離島は旅行費用が高くなるが、個人客は体験が好きなので、ＱＲコード等を使いどこの旅行会社

がどんな体験を設定しているのか、旅行会社ごとの体験の傾向が分かるようにした方が良い。熊

本ではそのような取組を行っている。福岡では、九州で一番学生数の多い(学生数 25,000 人)大

学構内に店舗を開設して営業している。 

10)大手旅行代理店・国内旅行 

・公的支援は、日帰り客向けの滞在数時間への補助など体験だけの補助はないのか？  

・例えば、どこかの島の滞在時間が３時間以上なら体験料が半額になるといった他の島をよく知っ

てもらうきっかけになる補助があると良い。 

11)大手旅行代理店・国際旅行 

・個人的にも船で奄美群島を旅行したいと思っているが、１週間程度で群島全体を船で廻ることは

可能か？ 

12）観光推進団体関係者 

・公的支援は、交通費の補助があると良い。奄美は宿が少ない。航空機移動の支援としてクーポン

が考えられる。 

13）小規模旅行代理店 

・公的支援等を受けずに旅行商品を造成している。静岡で清水港に寄港するクルーズ船のオプショ

ンツアー等を企画しており、国内全域に対しても目を向けていきたいと想い情報収集している。 

14）大手旅行代理店・仕入 

・公的支援は、奄美群島の島々の認知度が高まるようなものがあると良い。体験についての費用補

助などは有効だと思う。 

15)ＴＶ放送メディア 

・フリーダイビング番組を制作している。飲食と交通の費用が掛かるので補助があるとありがたい。

通常、１１～２月の人があまり海に入らない時期の海がきれいなので撮影で訪れる。海以外は食

や陸上のアクティビティを紹介し、ダイビングと旅を組み合わせたコンテンツを制作・放映して

いる。 

16)大手旅行代理店・長崎支店 

・12月に佐賀～奄美大島のＦＤＡのチャーター旅行を企画している。 

17)ランドオペレーター会社・仕入 

・東京発の募集型企画旅行を中心に扱っている。客層は食や美しい景観が好きな年齢層が高い人た

ち。 

・公的支援は、観光バスのチャーター費用の補助があると良い。 
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18)目的特化型旅行代理店・役員 

・巡礼の旅として、キリスト教信者が教会を訪れる旅行商品を造成している。 

・それ以外にも文化観光等の旅行商品を造成している。奄美大島へのツアーも造成したことがある。  
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3-2 事業成果を反映させた旅行商品造成のための基礎情報の整理 

奄美群島への交通アクセスは、鹿児島県および群島内の基礎自治体、観光推進団体等がこれまでにも

周知に注力している。しかし、いずれも個々の自治体のある島へのアクセスが中心であり、奄美群島へ

の交通アクセスや乗継方法を広範かつ体系的に取りまとめることがなされていなかったため、鹿児島か

らの乗継が中心となる北部ルートに加え、那覇の乗継による南部ルートについては、広範に周知されて

いるとは言い難い状況にある。そのため、これまでの事業成果より群島内外の交通体系および乗継方法

について基礎的な交通情報の整理を行った。 

（１）空路の交通体系 

鹿児島県大島支庁の「平成 30年度奄美群島の概況/交通体系」を元に作成した奄美群島の空路の交通

体系図は以下のようになっている。 
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注１：J はジェット、DH は DHC-8、 

AT は ATR42 または ATR72、 

ERJ は ERJ170 を示す。 

数字は１日の往復回数を示す。 

注２：便数は、通常期 
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（２）海路の交通体系 

鹿児島県大島支庁の「平成 30年度奄美群島の概況/交通体系」を元に作成した奄美群島の海路の交通

体系図は以下のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本部(沖縄本島) 

鹿児島 

名瀬(奄美大島) 

那覇(沖縄本島) 

供利/茶花(与論島) 

11.0 

亀徳(徳之島) 

湾/早町(喜界島) 

和泊/伊延(沖永良部島) 

平土野(徳之島) 

知名(沖永良部島) 

古仁屋(奄美大島) 

生間 

(加計呂麻島) 

瀬相 

(加計呂麻島) 

与路島 

池地 

(請島) 

請阿室 

(請島) 

11.0 

2.0 

3.3 

2.2 

2.3 

2.2 

 

1.7 

 

1.8 

1.8 

 

2.5 

0.8 
0.4 0.3 

0.4 

0.2 

 

 
注：数字は下り便または上り便の所用時間を示す。 

下り便と上り便、運航日によって寄港地が異なる 

ものもある。 
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（３）交通体系および事業成果にもとづく基礎情報のまとめ 

奄美群島の空路、海路の交通体系とこれまでの事業成果をもとに、奄美群島アイランドホッピングの

北部ルート、南部ルート、奄美大島からのプラス１島ルートについて、基礎情報を以下に示す。 

1)北部ルート（案）① 

北部ルート（案）①は、奄美大島を起点とし、空路と海路を組み合わせ喜界島に２泊する旅程を想定

したルートである。往路は名瀬港を夕方もしくは夜間に出航するフェリー（奄美海運）を利用し、復路

は空路（JAC）を利用するものとしている。 

また、往路を奄美空港からの航空機（JAC・３往復/日）や喜界島の宿泊を１泊に短縮することも可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)北部ルート（案）② 

北部ルート（案）②は、奄美大島を起点とし、往復とも航空機を利用し徳之島に２泊する旅程を想定

したルートである。復路は、亀徳新港より 17:00に出航（奄美大島 20:30着）するフェリー（マルエー

フェリー、マリックスライン）に置き換えることも可能であり、その場合は、夕食時刻がフェリー乗船

中となるため、船内の食堂利用なども考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１日目 17:50 名瀬港フェリー入港（水、金曜は19:55入港→喜界島湾港22:20着）
18:20 20:30 奄美海運のフェリー[フェリーあまみ、きかい]で喜界島(喜界町湾港)へ移動
20:30 島内の宿泊施設へ移動・宿泊

２日目 終日観光
島内の宿泊施設で宿泊

３日目 飛行機の時刻まで約７時間の観光
16:45 17:05 喜界空港から奄美空港へＡＴＲのプロペラ機[JAC3834]で移動
17:15 18:06 奄美空港から名瀬へ自動車(路線バス)移動

注１：奄美大島(名瀬)～喜界島(湾)間の奄美海運のフェリーは、土、日曜は鹿児島からの出港がないため、日、月曜の
喜界島への運航がありません。
注２：時刻は令和２年３月時点のものです。

１日目
9:03 10:01 名瀬出発・奄美空港へ自動車(路線バス)移動

10:55 11:25 奄美空港から徳之島空港へＡＴＲのプロペラ機[JAC3841]で移動
11:25 到着後昼食、夕方まで約６時間の観光

島内の宿泊施設へ
２日目 終日観光

島内の宿泊施設で宿泊
３日目 飛行機の時刻まで約７時間の観光

16:50 17:20 徳之島空港から奄美空港へＡＴＲのプロペラ機[JAC3844]で移動
17:45 19:12 奄美空港から名瀬へ自動車(路線バス)移動

注：時刻は令和２年３月時点のものです。



   

令和元年度 

奄美群島アイランドホッピング促進事業 

14 

3)南部ルート（案） 

南部ルート（案）は、沖縄・那覇を起点とし、奄美群島の南に位置する２島（与論島、沖永良部島）

へ、空路と海路を組み合わせた周遊を想定したルートである。 

提示しているルート（案）は、往路を那覇→沖永良部島の空路(JAC3715)、復路を与論島→那覇の海路

(マルエーフェリー、マリックスラインのフェリー)に入れ替えることも可能であり、沖縄から海路利用

の場合は、沖縄島北部の本部港からの乗下船も可能なものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)奄美大島＋１島ルート（案）① 

奄美大島＋１島（案）①、②は、いずれも奄美大島の隣の島へ日帰りで手軽な周遊を想定した旅程と

なっている。 

奄美大島＋１島（案）①は、奄美空港を起点とし、隣の喜界島へ往復とも空路利用を想定したルート

であり、国内で２番目に短い航空路線を利用する点が特徴である。 

 

 

 

 

 

 

5)奄美大島＋１島ルート（案）② 

奄美大島＋１島（案）②は、往路を奄美大島南部に位置する瀬戸内町・古仁屋港より海路(奄美海運の

フェリー)を利用し、復路は徳之島空港から空路（JAC3844）を利用する日帰り旅程である。 

令和２年度に登録が予定されている世界自然遺産では、推薦地が奄美大島の中部～南部の山岳部と徳

之島中央部の山地であるため、手軽に世界自然遺産の推薦地を擁する２島を周遊することを想定したも

のとなっている 

 

 

 

 

 

 

  

8:00 9:30 名瀬出発・自動車(路線バス)移動
9:30 10:00 瀬戸内町古仁屋「海の駅」にて奄美海運のフェリー乗船

10:00 12:20 奄美海運のフェリー[フェリーあまみ、きかい]で徳之島(天城町平土野港)へ移動
12:20 到着後昼食、約４時間の観光

16:15 徳之島空港へ自動車移動
16:50 17:20 徳之島空港から奄美空港へＡＴＲのプロペラ機[JAC3844]で移動
18:17 19:11 奄美空港から名瀬へ自動車(路線バス)移動

注１：奄美大島(名瀬)～徳之島(平土野)間の奄美海運のフェリーは、土、日曜は鹿児島からの出港がないため、日、月
曜の徳之島への運航がありません。
注２：時刻は令和２年３月時点のものです。

１日目 6:30 那覇港のフェリー乗船は6:30頃から
7:00 11:50 マルエー/マリックスラインのフェリーで与論島（与論町供利港or茶花港）へ移動

11:50 到着後昼食、約５時間の観光
島内の宿泊施設へ

２日目 午前中約２時間の観光
12:10 14:10 マルエー/マリックスラインのフェリーで沖永良部島（和泊町和泊港or伊延港）へ移動

フェリー船内で昼食、到着後約３時間の観光
島内の宿泊施設で宿泊

３日目 飛行機の時刻まで約３時間の観光
12:55 13:40 沖永良部空港から那覇空港へＡＴＲのプロペラ機[JAC3716]で移動

那覇到着後に解散

注：時刻は令和２年３月時点のものです。

7:55 8:06 笠利町出発・奄美空港へ自動車(路線バス)移動
8:06 9:05 奄美空港にて朝食
9:05 9:25 奄美空港から喜界空港へプロペラ機[JAC3831]で移動
9:25 到着後、約７時間の観光

16:45 17:05 喜界空港から奄美空港へＡＴＲのプロペラ機[JAC3834]で移動
17:15 18:06 奄美空港から名瀬へ自動車(路線バス)移動

注：時刻は令和２年３月時点のものです。
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3-3 沖縄における情報発信およびプロモーション方策の検討 

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の世界自然遺産登録を視野に、沖縄から奄美群島へ

の来訪者が増加することが予測される。そのため、沖縄における奄美群島の情報発信について、沖縄県

内の航空会社にヒアリング調査を実施した。 

（１）ＪＴＡ機内誌「Coralway」 

●機内誌「Coralway」は、南西航空の頃からのもので、「沖縄のさらに南の島へ」というコンセプトで

作成していた。 

●取り上げる内容は、向こう１年のスケジュールが決まっている。東京の会社に取材してもらい時間

をかけて作っている。取り上げるテーマやページ数等、どうしてその特集を組むのか？コンセプト

を固める必要がある。 

●どんなコンテンツがあるのかも重要で、コンテンツの量と質が良くなければ取り上げられない。 

●那覇からの路線が就航している奄美群島（奄美大島、与論島）は、ＲＡＣ路線なのでＪＴＡの機内

誌では取り上げにくい。 

●「世界自然遺産」というキーワードで５・６月号がターゲットとして紹介予定。奄美群島は、奄美

大島、徳之島が取り上げられる。奄美、与論を取り上げることはあるが、頻度は高くない。 

 

（２）ＲＡＣの webサイト「美らっく」 

●ＲＡＣは、沖縄と周辺離島とのすみ分けをしており、ＲＡＣのホームページのほうが、奄美大島や

与論島をとり上げやすい。 

●ＲＡＣが力を入れているのは動画なので、紙媒体ではなく動画や画像であれば、可能性がある。 

●ＲＡＣのサイトの「美らっく」であれば、画像提供や取材で対応が可能になる。 

●奄美の郷土料理などは地元出身のＣＡが紹介している。 

●鹿児島県域の人に奄美群島南部の島を紹介したいのか、沖縄県域の人に紹介したいのか、にもよる

が、東京→那覇→与論というのであれば、ＲＡＣが良い。 

●奄美群島のどこかの島を取り上げるのであれば、その島の観光協会がＲＡＣに直接依頼することが

順当な流れだと思うが、そのような依頼はほとんどない。一定数の利用者があるので、困ってはい

ないのではないか？ 

 

（３）沖縄における情報発信の留意点 

●航空会社などに紹介依頼を行うことが良い。 

●沖縄のテレビ番組などや地元新聞は、協賛するのではないか？ 

●奄美群島の徳之島、沖永良部島、与論島の南３島のセールスは、沖縄タイムスビルと琉球新報ビル

で、「沖縄の観光と物産展」を３島でやることを提案し、平成 31年に実施している。 
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参考資料 

 

１．奄美・沖縄アイランドホッピング協議会次第、委員名簿 
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令和元年度 奄美群島アイランドホッピング促進事業 

奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（沖永良部島会議） 

 

議 事 次 第 

 

開催日時：令和元年１１月２２日(金) 

９：００～１１：００ 

開催場所：和泊町役場 １階 多目的ホール 

 

１．開 会 

２．資料確認 

３．奄美群島アイランドホッピング検討事業の概要説明…資料１、参考資料１、２ 

４．沖永良部島の観光受入体制について 

５．意見交換 

６．閉 会 

 

【配布資料】 

・次第、名簿 

・資料１ 奄美群島アイランドホッピング検討事業と今年度事業の概要 

・参考資料１ 沖永良部島に関するアイランドホッピングの調査結果 

・参考資料２～回覧 ３カ年の事業成果にもとづく情報発信のための資料 
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令和元年度 奄美群島アイランドホッピング促進事業 

奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（徳之島会議） 

 

議 事 次 第 

 

開催日時：令和元年１２月１８日(水) 

１３：３０～１５：３０ 

開催場所：天城町役場別館２階会議室「ソテツ」 

 

１．開 会 

２．資料確認 

３．奄美群島アイランドホッピング検討事業の概要説明…資料１、参考資料１、２ 

４．徳之島の観光受入体制について 

５．意見交換 

６．閉 会 

 

【配布資料】 

・次第、名簿 

・資料１ 奄美群島アイランドホッピング検討事業と今年度事業の概要 

・参考資料１ 徳之島に関するアイランドホッピングの調査結果 

・参考資料２～回覧 ３カ年の事業成果にもとづく情報発信のための資料 
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令和元年度 奄美群島アイランドホッピング促進事業 

奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（奄美大島会議） 

 

議 事 次 第 

 

開催日時：令和２年１月３０日(木) 

1５：００～１７：００ 

開催場所：鹿児島県立奄美図書館４階 

第３研修室 

１．開 会 

２．あいさつ 

３．奄美群島アイランドホッピング検討事業の振り返りと今年度事業の概要…資料１ 

４．沖永良部島会議、徳之島会議から出た意見について…資料２ 

５．奄美・沖縄アイランドホッピングの今後の推進体制について 

６．意見交換 

７．閉 会 

 

【配布資料】 

・次第、名簿、座席表 

・資料１ 奄美群島アイランドホッピング検討事業と今年度事業の概要 

・資料２ 沖永良部島会議、徳之島会議から出た意見より 

・参考資料～回覧 ３カ年の事業成果にもとづく情報発信のための資料 
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奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（沖永良部島会議） 

委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員名 所　属 備考

山田　朗人　様 山田海陸航空株式会社　常務取締役

山下　大志　様 株式会社大坪運送店　旅客部　部長

松村　哲夫　様 沖永良部バス企業団

古村　英次郎　様 一般社団法人おきのえらぶ島観光協会　事務局長

皆吉　泰智　様 和泊町　企画課　課長

吉成　大　様 　　　　〃　　　　　主査

森　英仁　様 　　　　〃　　　　　主査

高風　勝一郎　様 知名町　企画振興課　課長

坂井　輝喜　様 　　　　　　　〃　　　　　主査

オブザーバー 所　属 備考

森山　隆　様 沖永良部事務所総務福祉課　課長補佐兼総務係長

有馬　寛之　様 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　主幹兼用地管理係長

三島　才輝　様 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　主事

事務局 所　属 備考

米丸　剛 大島支庁総務企画部　部長

永野　敏宏
大島支庁総務企画部　総務企画課
主幹兼商工観光係長

中野　美保
大島支庁総務企画部　総務企画課
商工観光係　主事

小池　利佳 株式会社奄美群島環境文化総合研究所
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奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（徳之島会議） 

委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員名 所　属 備考

加川　徹　様 スタジオカガワ　代表

小原　幸三　様 Ｈａｐｐ＠研究所　代表

鈴木　竜爾　様 マリンサービス海夢居　代表

宮田　正行　様 サンセットリゾート　代表

重田　勝也　様 一般社団法人徳之島観光連盟　会長

丸山　勝司　様 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　事務局長

福本　慶太　様 徳之島島コーディネーター

秋丸　典之　様 徳之島町　地域営業課　課長

祷　清次郎　様 天城町商工水産観光課　課長 欠席

瀬戸口　繭子　様 　　　　　　〃　　　　　　　　主任

佐藤　光利　様 伊仙町きゅらまち観光課　課長

迫田　龍二　様 　　　　　　〃　　　　　　　　主幹兼係長

オブザーバー 所　属 備考

久保　悟 様 鹿児島県徳之島事務所総務課　課長

松永　忍 様 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　課長補佐兼総務係長

事務局 所　属 備考

米丸　剛 大島支庁総務企画部　部長

永野　敏宏
大島支庁総務企画部　総務企画課
主幹兼商工観光係長

中野　美保
大島支庁総務企画部　総務企画課
商工観光係　主事

小池　利佳 株式会社奄美群島環境文化総合研究所
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奄美・沖縄アイランドホッピング協議会（奄美大島会議） 

委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員名 所　属 備考

新納　和昭　様 マルエーフェリー株式会社　名瀬事業部

上塩入　誠　様
マリックスライン株式会社
営業本部旅客グループ　本部長

本坊　隆幸　様 奄美海運株式会社　取締役・総務部長 欠席

山口　良明　様 日本航空鹿児島支店　奄美営業所　副所長

勝村　克彦　様 株式会社 しまバス　社長代理

倉野　満　様
公益社団法人鹿児島県観光連盟
国内誘致部　専務理事

松元　英雄　様
一般社団法人奄美群島観光物産協会
統括リーダー

山下　久美子　様 一般社団法人あまみ大島観光物産連盟　事務局

上拾石　斉宏　様 鹿児島県PR・観光戦略部　観光課　課長

島袋　慎吾　様
沖縄県文化観光スポーツ部　観光振興課
誘致企画班主任

島崎　秀太　様 奄美群島広域事務組合　観光・物産係長

芳賀　保士　様
株式会社ジャルパック
国内企画商品第２事業部　部長

欠席

目島　憲弘　様
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
事務局長

欠席

オブザーバー 所　属 備考

鐘ヶ江　伸一　様
国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局
首席運輸企画調整官（企画調整担当）

寺前　大　様 鹿児島県企画部　交通政策課　課長 欠席

事務局 所　属 備考

米丸　剛 大島支庁総務企画部　部長

永野　敏宏
大島支庁総務企画部　総務企画課
主幹兼商工観光係長

中野　美保
大島支庁総務企画部　総務企画課
商工観光係　主事

小池　利佳 株式会社奄美群島環境文化総合研究所
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令和２年３月 

業務発注者  鹿児島県大島支庁 

業務受託者  (株)奄美群島環境文化総合研究所 

 


