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座間味島修学旅行概要 

 

沖縄本島の那覇市からちょっと足を伸ばした先にある本島周辺離島、座間味島での修学旅行のご提案

です。 

 

座間味島は、沖縄県那覇市から高速船で約５０分、西へ約４０キロに位置する『慶良間諸島国立公

園』内の人口 9００人の小さな島です。 

 

沖縄本島の人も驚くほどの美しい海に囲まれた小さな座間味島では、日本一の海での「本物のマリン

体験」を中心に様々な体験プログラムをご用意しています。 

 

生徒の皆様が、五感を使って楽しみつつ自然や歴史文化について学ぶことができるよう、安全面にも

万全に配慮したうえで修学旅行のお手伝をいたします。 

 

「心に残る」経験をしてもらいたい、そういった想いを私たちは持っています。 

本島中心の沖縄修学旅行定番コースから一歩外れて、本物のマリン体験や離島での生活体験を通じて

「心に残る」修学旅行を一緒に作りませんか？ 

 

一般社団法人座間味村観光協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



座間味島の紹介 

 

沖縄県那覇市から西へ約４０キロの洋上に浮かぶ『慶良間
け ら ま

諸島
しょとう

』 

 

 

慶良間諸島は、透明度抜群の海と世界屈指のサンゴ礁、

数々の熱帯魚にいろどられた美しい海中景観で知られ、その

美しさから２０１４年には国立公園に指定されました。 

 

 
 

その北側に位置する座間味島は、美しい海と山々に囲まれた人口約 900 人の小さな離島です。コン

ビニやスーパーはなく、信号機は一つ、警察官は一人、ガソリンスタンドも一つの素朴な島。観光客を

除いてはみんな知り合いで、地域の子供もみんなで育てているような島です。 

 

 

外灯が少ない島では新月の夜には星がきらめき、満月

の夜には月の光でくっきり人影が地面に映ります。 

「そうか、夜は暗いものだよな」「月ってこんなに明る

いんだ」と都会では当たり前でなくなっている当たり前

に気付くことのできる島です。 

 

 

 

 

2018 年には、古座間味
ふ る ざ ま み

ビーチがトリップアドバイザ

ーにて「日本の行きたいビーチ No.1」に輝きました。

また古座間味ビーチと座間味島全体もミシュラン・グリ

ーンガイド 2 つ星を獲得しており、マリンスポーツを

中心に観光客からの人気も高まっています。 

  



アクセス 

 

座間味島へは那覇市内の泊港から高速船と大型フェリーが運航しております。 

 

 

那覇から 1 時間～2 時間で行くことができ、 

那覇からのアクセス良好の離島です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型フェリー【フェリーざまみ３】 高速船【クィーンざまみ３】 

  

団体定員 １５名～最大３８０名 

運航時間：約９０～１２０分 

便数： 1 日 1 往復 

料金（団割）：片道 1,940 円／往復 3,880 円 

団体定員 １５名～最大１８０名 

運航時間：約５０～７０分 

便数： 1 日２～３往復 

料金（団割）：片道 2,880 円／往復 5,760 円 

※フェリー・高速船運賃のほか、座間味村美ら島税（環境税）100 円がかかります。 

座間味島の修学旅行 ポイント紹介 

従来の沖縄修学旅行定番コースより、移動距離・時間を節約することができます。 

那覇から本島北部観光施設 約１６０分 

那覇から座間味島 約５０～１２０分 



 

① 「世界が恋する海」での本物のマリン体験 

●本物のマリン体験 

座間味島の海は、沖縄本島の人も来て「きれい！」と驚くほどの海で

す。 

2014 年には、日本で初めて海中景観が評価された国立公園に指定され

ました。 

座間味島そして古座間味
ふ る ざ ま み

ビーチ（修学旅行の主な体験会場）は、ミシュ

ランガイド 2 つ星を獲得した世界が認めた海・景観を誇ります。2018 年には、日本で行きたいビーチ

No.1 に選ばれました！（トリップアドバイザー2018） 

 

●安心安全のマリン体験 

マリン体験を担当するインストラクターは全員有資格者。座間味村観光協会では、マリン事業所に資格証

明書の提出を義務づけており、有資格者のみが修学旅行を担当するような体制を持っています。  

また、修学旅行用のマリン体験安全管理マニュアルを整備しています。体験ダイビングは、インストラク

ター1 人につき生徒 2 人まで。シュノーケルは 8 人まで、というようにガイドレシオを設けて安全管理を徹

底しています。 

 

② 安心・安全の「民宿」宿泊体験 

座間味村では、「民宿」での修学旅行受け入れを行っています。 

アットホームなベテランオーナーさんたちが優しく生徒さんたちを

受け入れます。修学旅行に来た生徒さん・先生方からも「あたたかい

人柄」を評価されています。 

また、民宿であるため当然全施設許可施設であり（旅館業または簡

易宿所）、法令義務である消防点検も毎年実施しています。安心して

ご利用ください。 

民宿での分泊は、貸し切りを基本にクラス・男女別に割り振りです。また、民宿同士の距離も近く、徒歩

5 分圏内の集落内に密集しているので先生方の生徒管理もスムーズにすることができます。 

 

  



③ 受入時期・受入人数 

受入時期 ： １０月～６月中旬 

 受入最大人数 ： ３クラス 約１２０名 

         ※座間味地区のみの場合は 80 名まで（12 月は 60 名） 

他地区にも分かれる場合は 120 名まで（12 月は 80 名） 



宿泊  

 

座間味島修学旅行での宿泊は、「民宿」で受け入れを行っており

ますので、修学旅行の「安心・安全」を保障します。 

 修学旅行を長年受け入れているベテランオーナーさんたちが、

あたたかい島人のおもてなしで、学生を迎え入れます。どこか懐

かしさのあるアットホームな民宿滞在体験で、生徒たちもほっこ

りした気持ちになることができます。 

   

座間味島では、生徒人数によって島内 3 地区に分宿となります。 

地区 受入人数 民宿数 特徴 

座間味 

約 8 0 名 

（約 2 クラ

ス） 

7 軒 

港からのアクセス良好（全宿徒歩７分圏内） 

各民宿が密集しているため、生徒管理が容易 

阿真 約 5 0 名 3 軒 
座間味港から徒歩２０分、車５分 

阿真ビーチ（体験会場）まで徒歩圏内 

阿佐 約 1 4 名 １軒 港から徒歩３０分、車１０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金については、本冊子「参考資料」の 26、27 ページをご覧ください。 

（出所）国土地理院 

座間味島全体図 

座間味地区 
阿真地区 

阿佐地区 

座間味港 



宿泊 - 民宿リスト 

 

約 6～３6 名収容の民宿を利用し、クラス別・男女別を基本とした割振りをします。 

各民宿の距離が近いので、生徒管理が容易なのが特徴です。 

 

【座間味地区】 最大受け入れ人数 約 120 名（約 3 クラス） 

 民 宿 収容最大人数 バス・トイレ 備 考 

1 ペンション星砂 26 共同/各室 貸切不可 

2 ダイブイン浜 
21 共同 

フロア貸切 

12 月休業 

3 ペンション高月 26 各室 貸切不可 

4 サマーハウス遊遊 34 共同 全館貸切可 

5 レストハウスあさぎ 25 各室 全館貸切可 

6 古民家 てぃーら 6 共同 全館貸切可 

7 民宿 ぶるーまりん 
18 共同 

全館貸切可 

本部可 

8 中村屋 14 共同 フロア貸切 
 
 

※各民宿の貸し切りには条件があります。詳細はお問い合わせください。 

 

【阿真地区】 最大受け入れ人数 約 40 名（約 1 クラス） 

1 民宿やどかり 17 共同 貸切可 

2 パティオハウスリーフ 
25 各室 

貸切可 

12～3 月は使用不可 

3 ペンションはまゆう 18 各室 貸切可 

 

【阿佐地区】 最大受け入れ人数 14 名 

2 民宿 大川 14 共同 貸切可 

 

割り振りの都合上、地区をまたがった分宿となる場合がございます。ご了承ください 

 

 

 



宿泊 – 民宿マップ 

 

 



体験プログラム － 本物のマリン体験 

 

座間味島修学旅行では、日本一の海で「本物のマリン

体験」を実施いただくことが可能です。透明度の高い

海、サンゴ礁や魚の群舞が織りなす海中景観は、生徒た

ちの心に残り、思い出の 1 ページになること間違いあり

ません。 

豊富な体験プログラムを用意しています。 

 

 

● 修学旅行人気 NO.1 の「本物のマリン体験」 

 

 

体験ダイビング 

内容 

おだやかな海のゆらぎに体をゆだね、どこまでも透明な水中

に広がるサンゴ礁と熱帯魚の群舞に囲まれながら、至福の時

間を過ごせます。 

所要時間 1 時間 30 分 体験会場 古座間味ビーチ 

受入時期 通年 催行人数 ２～20 名 

実施回数 1 日 2 回転 料金 12,500 円 

持ち物 水着、サンダル、タオル、上着（体験後に羽織る） 

備考 
2 人 1 組のバディシステムで実施しますので、奇数での受け

入れは出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



体験プログラム – 本物のマリン体験 

 

 

ボートシュノーケル 

内容 

ボートに乗ってその日の絶好ポイントへ移動♪ 普段は泳

げない穴場スポットでプロのインストラクターさんによる

安心安全シュノーケルが行えます。 

所要時間 1 時間 30 分 体験会場 座間味港出港 

受入時期 通年 催行人数 6～56 名 

実施回数 1 日 4 回転 料金 7,200 円 

持ち物 水着、タオル、サンダル、上着（体験後に羽織る） 

備考 
ウェットスーツ着用（料金に含まれています） 

体験ダイビングと同時進行の場合、人数要相談 

 

シーカヤック 

 

内容 

透明度の高い海を滑るように進んでいくシーカヤック。まる

で空中に浮いているかのような感覚を抱きます。水面下から

ウミガメが挨拶にくることも！！ 

泳げない方も参加できるアクティビティです。 

所要時間 1 時間 30 分 体験会場 阿真ビーチ 

受入時期 通年 催行人数 10～40 名 

実施回数 1 日 2 回転 料金 4,600 円 

持ち物 濡れてもいい恰好、タオル、サンダル 

備考 原則 2 人 1 組で参加 

 



体験プログラム – 本物のマリン体験 

 

 

SUP（スタンドアップパドル） 

内容 

大きなサーフボードの上に立ち、オール（パドル）を使っ

て漕ぎます。まるで海の上に浮いているかのような感覚を

楽しんでください。ライフジャケットを着用するので安全

です！ 

泳げない方も参加できるアクティビティです。 

所要時間 1 時間 30 分 体験会場 阿真ビーチ 

受入時期 通年 催行人数 6～30 名 

実施回数 1 日 2 回転 料金 5,100 円 

持ち物 濡れてもいい服・タオル・サンダル 

備考 天候によって会場が変更になる可能性あり（前日判断） 

 

シーカヤック＆シュノーケル 

 

内容 

シーカヤックで無人島に渡り、シュノーケル体験もできる贅

沢なプランです。水上と水中をどちらも目一杯楽しめ自然を

満喫し尽くせます。 

所要時間 3 時間  体験会場 阿真ビーチ 

受入時期 通年 催行人数 10～40 名 

実施回数 1 日 2 回転 料金 9,800 円 

持ち物 水着、タオル、サンダル 

備考 
ウェットスーツレンタル代込み。天候によっては会場が変更

になる可能性あり（前日判断） 

 



体験プログラム – 本物のマリン体験 

 

 

 

SUP＆シュノーケル 

内容 

スタンドアップパドルでポイントまで行き、シュノーケル

も楽しめる欲張りプランです。透明度の高い座間味の海を

満喫してください！ 

所要時間 3 時間 体験会場 阿真ビーチ 

受入時期 通年 催行人数 6～30 名 

実施回数 1 日 2 回転 料金 10,000 円 

持ち物 水着、タオル、サンダル 

備考 
ウェットスーツレンタル代込み。天候によって会場が変更

になる可能性あり（前日判断） 

 

  

SUP ヨガ 

内容 

ケラマブルーな美しい海の上に浮かべたボードの上でバラ

ンスを取りながらヨガにチャレンジ！腰より浅い深さにボ

ードを固定するので落ちても足が着くので安心です。揺れ

るボードの上で、波・風・太陽の光を全身で感じながら身

体と心をリラックスさせてみてください。 

所要時間 1.5 時間 体験会場 
古座間味ビーチ 

または阿真ビーチ 

受入時期 通年 催行人数 2～5 名 

実施回数 1 日 2 回転 料金 7,300 円 

持ち物 濡れてもいい服装、タオル、飲み物、日焼け対策グッズ 

備考 

レンタルボード代込み。干潮時は実施不可天候によって会

場が変更になる可能性あり（前日判断）。荒天時は屋内ヨガ

に変更。ビーチヨガと SUP ヨガは同時開催不可、午前・午

後の切り替えとなります。 

【マリン体験の注意事項】 

・ 安全を最優先に実施いたしますので、ライフジャケットまたはウェットスーツの着用は必須とさせていただ

きます。 

・ 上記マリン体験参加者は、「マリン体験参加承諾書」（本冊子「参考資料」）を事前に提出することを参加条

件とします。 

・ 既往歴や当日の健康状態によっては参加をお断りすることがあります。 

・ 催行可能人数は時期によって変動しますので、必ずお問い合わせください。 

・ 料金その他の条件は予告なく変更する場合がございます。事前にお問い合わせください。 



体験プログラム – 泳ぐのが苦手な生徒さん向け 海の体験プログラム 

 

 

クルージング 

内容 

座間味近海を優雅にクルージングすれば気分はセレブ☆大きな船

なので、あまり揺れずに安心！！ベテラン船長の座間味レクチャ

ーもお楽しみください。 

所要時間 1 時間 30 分 受入時期 通年 体験会場 座間味港出港 

実施回数 1 日 4 回転 催行人数 6～20 名 料金 4,000 円 

持ち物 通常の恰好、飲み物、上着 備考 酔い止め服用 

 

 

グラスボート 

 

内容 
海底のサンゴ礁やキレイな魚を船長から説明を受けながら観察す

る事ができます。海ガメに逢えるかも！？ 

所要時間 45 分 受入時期 通年 体験会場 座間味港出港 

実施回数 1 日 6 回転 催行人数 5～12 名 料金 3,000 円 

持ち物 通常の恰好、飲み物、上着 備考 酔い止め服用 

 

 

 

沖釣り体験 

内容 

竿、釣具代込です。船に弱い方はご遠慮ください。ライフジャケ

ットを着るので安全！ベテラン船長が穴場スポットへ案内！かな

りの確率で魚をＧｅｔ！！  

所要時間 ３時間 受入時期 通年 体験会場 座間味港出港 

実施回数 1 日２回転 催行人数 4～12 名 料金 9,000 円 

持ち物 通常の恰好、飲み物、上着、帽子 備考 酔い止め服用 

 

 

  



体験プログラム – 泳ぐのが苦手な生徒さん向け 海の体験プログラム 

 

 

ホエールウォッチング 

内容 

近海にてホエールウォッチング。ライフジャケットを着用するの

で安全！出港前にクジラ先生による説明会を受けて頂きます。こ

れであなたも、クジラ博士に！！ 

所要時間 2 時間 30 分 受入時期 1～3 月 体験会場 座間味港出港 

実施回数 1 日 2 回転 催行人数 6～80 名 料金 6,000 円 

持ち物 防寒着、飲み物、レインコー

ト 
備考 酔い止め服用 

 

  ビーチヨガ 

内容 

座間味の青い空と海に包まれながらビーチでヨガをしま

す。柔らかい砂に体をまかせながら、ゆっくりと深い呼吸

とともに体をほぐします。太陽の光の温かさ、波の音、風

の匂い、五感を働かせて、広く美しい空間に身を置きなが

ら自分の身体と心に向き合う時間を楽しんでください。 

所要時間 1.5 時間 体験会場 
古座間味ビーチ 

または阿真ビーチ 

受入時期 通年 催行人数 4～10 名 

実施回数 1 日 2 回転 料金 3,500 円 

持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物、日焼け対策グッズ 

備考 

レンタルマット代金込み。荒天時は屋内ヨガに変更。 

ビーチヨガと SUP ヨガは同時開催不可、午前・午後の切り

替えとなります。 

  



体験プログラム – 島の隅々をめぐる陸域プログラム 

 

 

無人島フリープラン 

内容 

無人島「アゲナシク島」に上陸するプランです。 

真っ白い砂浜と光輝く海はまるでプライベートビーチ！ゆ

ったりのんびりの無人島ライフをお楽しみください。 

所要時間 ３時間 受入時期 通年 体験会場 座間味港出港 

実施回数 1 日 2 回転 催行人数 10～100 名 料金 3,000 円 

持ち物 
通常の恰好、飲み物、帽子、サンダ

ル 
備考 

船の乗り降りで濡れることがあります。 

トイレも木陰もありません。監視員込。 

 

 

島人ガイドと歩く！座間味島散策 

 

内容 

島を愛する島人と一緒に、お散歩のように島暮らしのあれ

これを、おしゃべりしながら…、ゆっくりと…。離島の暮

らし・歴史などに興味がある方にはぴったりのプログラ

ム！ 

所要時間 １時間 30 分 受入時期 通年 体験会場 座間味港出発 

実施回数 1 日２回転 催行人数 3～15 名 料金 2,000 円 

持ち物 
動きやすい恰好、歩きやすい靴、帽子、飲み

物 
備考  

  



体験プログラム – 島の隅々をめぐる陸域プログラム 

  

山歩人（やまあっちゃ～）とハイキング 

 

内容 

自然観察ツアーです。自然を愛するガイドと皆さんが

興味のあるものを探しながら、植物に触れ、木の実を

つまんで…説明だけではない五感をくすぐる体験をし

ていただけます。 

所要時間 3 時間  受入時期 通年 体験会場 座間味港出発 

実施回数 1 日２回転 催行人数 2～15 名 料金 4,000 円 

持ち物 
動きやすい恰好、歩きやすい靴、帽子、

飲み物 
備考  



体験プログラム – 文化・工作体験 

 

 

 

 

 

 

郷土菓子作り（ぽんみかさー） 

 

内容 
沖縄の郷土菓子「ぽんみかさー（さーたーあんだぎー）」が作れ

ます♪おいしくて頬っぺた落ちちゃう！！ 

所要時間 １時間 受入時期 通年 実施回数 1 日 4 回転 

催行人数 5～12 名 持ち物 飲み物 料金 1,500 円 

体験会場 
社会福祉協議会内  

または 野菊 
備考  

 

  



体験プログラム – 夜間の公演・体験 

 

エイサー 公演・体験 

 
 

 

内容 

島内の有志によるエイサー公演です。 

学年レクの時間に座間味島からの出し物として組み込むことが

可能です。体験エイサーも含まれます。 

伝統と近代の島の芸能をお楽しみください！ 

具体的な内容についてはご相談の上、決定させていただきま

す。 

所要時間 1 時間 
受入時期 通年 体験会場 

歴史文化・健康づくり

センター 

実施回数 1 回転 

19：30～ 
催行人数 50 名～1 学年可能 料金 550 円/生徒１人 

持ち物 普段着、楽しむ気持ち 

備考 

各演目の実施可否については時期や状況で異なりま

す。お問い合わせください。施設使用料込。 

 

 



体験プログラム – 体験会場地図 

 

  



モデルコース（全体行程３泊４日） 

 

①モデルコース 3 泊 4 日コース（座間味島２泊） 

 [ねらい] 充実の体験プログラム（マリン・学習効果）、平和学習 

 [ポイント] 3 日目を終日体験プログラムに充てられるため、充実した体験が可能。 

 ４日目を泊港から～国際通り～那覇空港を自主研修とすることで４日目のバス手配・料金を抑えられる。 

 1 日目 2 日目 ３日目 ４日目 

9：00 AIR  

終日 

座間味島満喫 

体験プログラム 

9:00 発 フェリー 

10：30 那覇空港到着  11：30 泊港着 

12：00   
国際通り 

自主研修 
13：30 バス移動 バス移動 

15：00 【平和学習】南部戦跡 那覇泊港 フェリー 

16：30 民泊体験 or ホテル泊 座間味島着 那覇空港集合 

18：00  民宿で夕食 民宿で夕食 
フライト 

19：30  エイサー等公演  
 

②モデルコース 3 泊 4 日コース（座間味島１泊） 

 [ねらい] マリン体験、平和学習、民泊 

 [ポイント] フェリーの定期便を利用。  

9：00 
AIR 

那覇空港到着 

フェリー 座間味島満喫 

体験プログラム 

 

【歴史・文化】 

識名園見学 10：30 座間味港着 

12：00  
国際通り 

自主研修 
13：30 【平和学習】南部戦跡 

座間味島満喫 

体験プログラム 

昼食 

15：00 

民泊体験 

フェリー 

16：30 泊港着 那覇空港集合 

18：00 民宿で夕食 ホテル宿泊 フライト 

19：30  エイサー公演 那覇空港出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルコース（全体行程２泊３日） 

 



③モデルコース２泊３日コース（座間味島１泊） 

 [ねらい] 充実のマリン体験、平和学習 

 [ポイント]   

 1 日目 2 日目 ３日目 

9：00 
AIR 

那覇空港到着 

午前 

座間味島満喫 

体験プログラム 

【歴史・文化】 

平和学習 10：30 

12：00 国際通り 

自主研修 13：30 バス移動 昼食（弁当） 

15：00 那覇泊港 フェリー フェリー 

AIR 

那覇空港出発 

16：30 座間味島着 泊港 

18：00 民宿で夕食 ホテル宿泊 

19：30 エイサー公演  
 

 

④モデルコース 2 泊 3 日コース（座間味島 1 泊） 

 [ねらい] 平和学習、民泊、充実のマリン体験 

 [ポイント] フェリー定期便を利用。本島南部地域にまとまったコンパクトな旅程が可能。 

9：00 
AIR 

那覇空港到着 

フェリー 

座間味港着 

座間味島満喫 

体験プログラム 
10：30 

12：00 

13：30 【平和学習】南部戦跡 
座間味島満喫 

体験プログラム 

昼食 

15：00 【民泊】農家体験 

 

フェリー 

16：30 国際通りなど 

18：00 民宿で夕食 AIR 那覇空港出発 

 

 

【スケジュール調整について】 

 

座間味島行きのフェリー・高速船は、通常で１日１便～３便あります。 

フェリーの出航可能時刻等は季節によって異なりますので、詳細は弊社または以下までお問い合わ

せください。 

座間味村役場那覇出張所  電話 ０９８－８６８－４５６７ 

      FAX ０９８－８６８－０６３０ 

  



島内移動手段 

 

島内の各体験会場へはバス移動となります。 

小型バス１台と中型バス 1 台の手配が可能です。 

 

各体験会場へは、座間味港から５分程度です。 

 

体験会場へ移動する際には、座間味港に集合して各会場

までピストン輸送が基本となります。 

 

 

バス料金 

小型バス 

正座席：21、補助席：7 

最大１台 

中型バス 

正座席：３３、補助席：７ 

最大２台 

有料送迎（港⇔隣接地区） 15,000 円 25,000 円 

半日貸切（4 時間） 25,000 円 30,000 円 

終日貸切（８時間） 43,000 円 52,000 円 

※ 有料送迎は、到着日と離島日の港・隣接地区の民宿間の送迎を指します。（到着日が体験日に当た

る場合は発生しません） 

※ 「半日貸切」「終日貸切」は、体験会場への移動（主に座間味港⇔ビーチ間）を指します。 

※ バス料金には手数料が発生いたしませんので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

参考資料 

 

 

  



2022年12月改定

項目
売価

（10%税込）
料金に含まれるもの

フェリーざまみ（往復・団割） 3,880

高速船　クィーンざまみ（往復・団割） 5,760

フェリーざまみ（片道・団割） 1,940

高速船　クィーンざまみ（片道・団割） 2,880

美ら島税 100

宿泊費（１泊２食） 9,922

シングルチャージ（先生のみ） 2,750

アメニティ（先生のみ） 550 バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ、かみそり、シャンプー、リンス、ボディソープ

保健室 3,000

飲食 昼食（弁当代） 880 弁当、お茶

小型バス（港⇔隣接地区　送迎） 15,000 送迎バス、運転手、燃料費

小型バス（半日） 25,000 送迎バス、運転手、燃料費

小型バス（終日） 43,000 送迎バス、運転手、燃料費

中型バス　（港⇔隣接地区　送迎） 25,000 送迎バス、運転手、燃料費

中型バス（半日） 30,000 送迎バス、運転手、燃料費

中型バス（終日） 52,000 送迎バス、運転手、燃料費

座間味島　修学旅行　料金表

船

宿泊

バス



料金表 – 体験プログラム 

 

 

 

 

※料金は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせください。 

 

 



キャンセルポリシー 

 

キャンセルにつきましては下記の内容にてお願いします。 

 なお、日数については、座間味島到着日を基準としてカウントします。 

12：00 以降を午後扱い、17：00 以降の連絡は翌日連絡扱いといたします。 

 

キャンセル料 
３日前～ 

2 日前の午前中 

2 日前 

午後以降 
前日以降 当日 

宿泊 0％ 70％ 100％ 100％ 

体験 0％ 50％ 100％ 100％ 

弁当 80％ 80％ 80％ 100% 

※ 悪天候により船舶が欠航した場合、キャンセル料はいただきません。 

  



 

座間味村観光協会 修学旅行マリン体験プログラム 

安全管理マニュアル 

令和 4 年 12 月 改正案 

 

【目的】 

安全管理マニュアルの目的は、以下の通りとする。 

（１） 起こりうるさまざまな場面状況の想定し、危険リスクを取り除く対策を講じること 

（２） 安全に配慮した実施体制の維持、確保をすること 

（３） 事故発生時に速やかかつ適切に対処をすること 

（４） 事故事例・ヒヤリハット体験などの情報収集・蓄積をすること 

 

【マニュアルの適用範囲・対象】 

（１） 対象プログラム 

一般社団法人座間味村観光協会（以下、観光協会）を窓口とするすべての修学旅行マリン体験

プログラムに適用する。なお、「修学旅行」には、離島体験交流事業などの教育旅行全般を含む

ものとする。 

（２） 対象者 

観光協会、体験プログラム実施担当事業所（以下、実施事業所）をはじめとした、修学旅行マ

リン体験プログラムに関係するすべてのものを対象とする。 

 

【実施事業所の安全対策】 

１、 実施事業所は、原則として観光協会会員とする。 

２、 すべての実施事業所は、沖縄県公安委員会に届け出をしていなければならない。 

３、 すべての実施事業所は、体験プログラムで起こりうる事故に備えた適切な保険に加入

していなければならない。 

 

【実施事業所の事前確認事項】 

実施事業所は、プログラム催行までに以下の点を確認すること。 

１、天候の確認：実施日の天気図と天気予報にて、起こりうる悪天候や気候の変化を事前に予測

する。 

２、体調管理：当日の体調不良を防ぐ為に、前夜の深飲酒や無理な日程でのツアーを催行しない。 

３、場所の確認：プログラムの催行場所は、安全状況を日々確認する。 

４、コースの検討：当日の状況にあわせた安全なコース設定をし、参加者の危険回避に努める。 
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【参加者の安全確保】 

 観光協会及び実施事業所は、以下の点を徹底すること。 

１、適正人数 ：プログラム毎に安全に配慮した最大催行人数を設定する。 

２、参加者の教育：適正衣類や常備品を事前に連絡する。 

３、健康状態確認：実施日の健康状態と既往歴、疾病などを申込書にて確認する。 

４、参加者の協力：必要装備や用具の説明をし、適正な使用をしてもらう。 

 

【各体験プログラムの実施原則】 

１． 体験ダイビング 

(ア) 有資格者１名で最大２名までとする。もしくは、有資格者２名で最大４名までとする。 

(イ) 場所は原則として古座間味ビーチで行う。 

(ウ) 初期講習を除き潜水時間は３０分とする。 

 

《体験ダイビングの有資格者とは》 

・ 各団体の有資格者で潜水士免許保持者であること 

 

２． ビーチシュノーケリング 

(ア) 有資格者１名につき最大 8 名までを目安とする。 

(イ) 場所は原則として古座間味ビーチとする。 

(ウ) 参加者全員にライフジャケットまたはウェットスーツを着用させる。 

(エ) ガイドはフロートまたは救命浮環を持って案内する。 

(オ) 時間はブリーフィングを含めて約１時間３０分とする。 

 

《シュノーケリングの有資格者とは》 

・ シュノーケリングインストラクターおよび各団体の有資格者であること 

 

３． ボートシュノーケリング 

(ア) 有資格者１名につき最大８名までとする。 

(イ) サンゴ保全活動場所に案内する。 

(ウ) 参加者全員にウェットスーツを着用させる。 

(エ) ガイドはフロートまたは救命浮輪を持って案内する。 

(オ) 時間はブリーフィングを含めて約１時間３０分とする。 

(カ) 船には緊急用品（バンドエイド・包帯など）を備え付けること。 
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４． シーカヤック 

(ア) 有資格者１名につき最大５艇（１０名）までとする。ただし、シュノーケルを伴う場

合には、有資格者１名につき８名までとする。 

(イ) 場所は原則として阿真ビーチとする。 

(ウ) 時間はブリーフィングを含めて約１時間３０分とする。 

(エ) シュノーケルを伴う場合は、参加者全員にウェットスーツまたはライフジャケットを

着用させる。 

 

《シーカヤックの有資格者とは》 

・ ＲＡＪリバーガイド、ＲＥＳＣＵＥ３、ＪＲＣＡ、沖縄県カヤックガイド協会、JSPA 

などの資格認定書を有するもの 

 

５． スタンドアップパドル 

(ア) 有資格者１名につき最大６名までとする。 

(イ) 場所は原則として阿真ビーチとする。 

(ウ) 時間はブリーフィングを含めて約１時間３０分とする。 

(エ) シュノーケルを伴う場合は、参加者全員にウェットスーツまたはライフジャケットを

着用させる。 

《スタンドアップパドルの有資格者とは》 

・SUPA、SIJ、JSPA、JRCA などの資格認定書を有するもの 

 

６． グラスボート 

(ア) １艇あたりの定員を上回らない人数で実施すること 

(イ) 時間はブリーフィングを含めて約４５分とする。 

 

７． 沖釣り 

(ア) １艇あたり最大８名までとする。 

(イ) 時間はブリーフィングを含めて約３時間とする。 

 

８． ビーチフリー（ビーチでの自由行動） 

(ア) 監視員を必ず１名配置する。50 名以上の場合、監視員を２名以上配置する。 

(イ) 場所は古座間味ビーチまたは阿真ビーチとする。 

《監視員とは》 

・ ライフセーバー資格、または準ずる資格（水難救助員等）を有するもの 

 



 

【個人情報の管理】 

プログラム参加申込書・承諾書等の個人情報は、プログラム終了後、速やかかつ適切に処分する。

なお、本プログラムを通じて知りえた個人情報は、プログラム実施の目的以外では使用しない。 

 

【事故事例・ヒヤリハットの収集・蓄積】 

関係者は、事故または事故寸前の事例が発生した際には、事故報告書やヒヤリハット報告書を観

光協会事務局に提出する。収集・蓄積した情報は、適宜、関係者と共有をして、常に最新の安全

対策を心がける。 

 

【緊急連絡先・緊急フローチャート】 

事故または急病発生時には、緊急フローチャートにしたがって、速やかかつ適切に対処をする。 

 

【安全マニュアルの改訂】 

１、 本マニュアルは２年に１度内容を見直すこととする。 

２、 前項のほか、必要が生じたときには速やかに改訂する。 

 

【座間味村観光協会概要】 

一般社団法人座間味村観光協会 

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村字座間味９５番地 青のゆくる館 

TEL 098-987-2600 / FAX 098-987-2278 

安全管理責任者：谷口洋基 

 

・ 主な事業内容   

観光地の保護並びに商品の企画立案、観光情報の発信、観光客の誘致、村民に対する観光観念の

普及、観光従事者の資質向上、大型ツアー受入、調査研究活動、観光イベントのサポート 

  



 

 

↓
座間味村役場（総務課）　０９８－９８７－２３１１

【事故者・病人の状態を確認し報告】不明の場合

本部総括　座間味村観光協会　担当者　070-5418-2778

本　　部

ー　修学旅行（団体）における事故及び急病の緊急フローチャート　ー

軽症の場合【村防災無線(村内放送)にて各団体・村民へ捜索の協力依頼】

診療所へ連絡

【医師による判断】

重症・重体の場合

【本島へ搬送が必要な場合、医師により搬送手段を判断】 ↓

発 見 ・ 通 報 ・ 発 令

↓

座間味村漁協

事務局  　座間味村観光協会　　       098-987-2600

旅行会社　及び　学校

【搬送車両にて診療所へ】

座間味駐在所　　　０９８－８３６－０１１０（５３３）

【搬送車両にて診療所へ】

手当てを受ける

↓

↓捜索・救助

↓

【沖縄県消防指令センター】
１１９

↓

第11管区海上保安本部　１１８

098-896-4321

座間味村商工会

応急処置を受ける

098-987-2015

座間味ダイビング協会

↓

阿嘉･慶留間ダイビング協会

098-987-2633

↓

体験ダイビング

シュノーケリング

ー　体験学習別監視体制　ー

沖縄県消防防災化　０９８－８６６－２１４３

沖釣り 船長(数や船の大きさによってアシスタントが付く)

無人島・ビーチ

備　考（備品等）

緊急時は携帯電話にて対応

ビーチ監視員（参加人数によって監視員１名or２名にて監視）

急患ヘリ要請　

フェリーざまみ３　or　クイーンざまみ

↓
↓

【船による搬送】

沖縄本島の病院

098-987-2762

座間味村役場（船舶課）０９８－９８７－２６１４

【緊急ヘリによる搬送】

↓

グラスボート

本部へ引渡し

緊急時は携帯電話にて対応

インストラクター・伴走艇

座間味村役場（総務課）０９８－９８７－２３１１

シーカヤック

クルージング

ライフジャケット・救命浮環・ホイッスル・携帯電話

レスキューチューブ・ホイッスル・カヤック艇・携帯電話

ライフジャケット・救命浮環・ホイッスル・携帯電話

ライフジャケット・救命浮環・ホイッスル・携帯電話

↓

監　視　要　員

スタンドアップパドル インストラクター・伴走艇 ライフジャケット・救命浮環・ホイッスル・携帯電話

船長・アシスタント

船長

２名体験に１名インストラクター(参加人数・場合によってはアシスタントが付く)

～８名体験にインストラクター1名(参加人数・場合によってはアシスタントが付く)

体　験　メ　ニュ　ー

ライフジャケット・救命浮環・ホイッスル・携帯電話


