
Yagaji

Tour Network
人に優しく自然に優しく

屋我地エコツーネット
　修学旅行体験プログラムのご案内

あなたがまだ見たことのない自然があります

出会ったことのない生き物たちがいます

沖縄の体験で

忘れていた自然の楽しさを思い出すかもしれない

子供のころ夢見ていた南の島の夢を叶えるかもしれない

美しい自然、かけがえのない自然をあなたの心と未来に



Yagaji

Tour Network

小さな離島屋我地島
沖縄本島とは橋で繋がっていて車で行ける周囲
１６Km、島民１５００人程の小さな離島です。
美しい羽地内海と東シナ海に浮かぶ島で、マン
グローブを始め貴重な自然は無論、昔ながらの
沖縄の風景や生活が今も残っています。

良好なアクセス
アクセスも良好で、沖縄自動車道の北部の終点
である許田の IC からは約２０分、美ら海水族
館からは２５分、隣の古宇利島までは約１０分
と北部の要所から近いロケーションです。

屋我地エコツーネットとは
エコツアーを通して、沖縄の歴史・文化、屋我
地の自然や島民を訪れる方々とを繋げる架け橋
となり、ネットワークを育むことを目標に設立
されました。
 
自然環境にも責任を持ちたい
屋我地エコツーネットではエコツアーの提供と
共に環境保全団体の事務局も行い、ビーチク
リーン、環境ボランティアの受け入れ、環境学
習の提供やマングローブ調査、民俗・文化調査
などを実施、貴重な自然を将来に残したいとの
思いから活動を続けています。

ロゴマークは
人や自然を元気にする太陽
のような存在でありたいと
の願いが込められています。

yagaji-shima

ひとに優しく自然に優しく
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エコツアーとは
エコツアー＝ Ecotourism( エコツーリズム )
　自然環境の他、文化・歴史等を観光の対象としながら、環境の保全

性と持続可能性を考慮するツーリズム＝旅行やリクリエーションのこ

とを指します。

　沖縄でのエコツアーは、日本でありながら他では見ることのできな

い沖縄ならではの見所がたくさんあります。日本のさんご礁の約９０％

が沖縄の海域に分布している美しい海、離島ならではの珍しい動植物、

また、沖縄の海にはマングローブの森もあります。

主役は自然
　私たちインタープリター（ガイド）は能動的な気付きのお手伝い。
体験学習中にガイドは正確な知識と情報を適時ガイド（インフォメー

ション）を行い、参加者の意識をポイントとなる自然観察に集めます。

　また、体験学習の参加者には、どの様に行動するかを伝えることで、

能動的な行動を促します。

観察ではなく体験
　ガイドの誘導により参加者は思い思いに自然に触れ、ユニークで
美しい存在を知り、楽む体験を通して、参加者の気付きを促し、その

尊さ、大切さ、日本の自然環境のすばらしさを実感していただくこと

を常に目指してご案内しています。

　最初は嫌がっていたり、怖がっていても、自然に触れ力強く生きる

動植物に感動し、参加者自身が生き生きと変わっていく、「観察ではな

く、体験」を提供することに勤めています。 

Action
行動体験

information
情報の提供

Notice
気付き

多くの気付きを
与えてくれる

＝
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百年の森
樹 齢 １ ０ ０ 年 の オ ヒ ル ギ が 生 い 茂 る

本島最古のマンゴローブの森　
　屋我地島のマングローブは樹齢１００年のオヒルギが群生し森に

なっています。

　オヒルギは日本最大のマングローブ樹木なので木々の間隔が広く、

陸の森と同様に中を歩ける特徴があります。また、この森は本島では

最古の天然のマングローブの森でもあります。

ありのままの自然
　木道など整備されていませんので、オヒルギの森の中に入り歩くこ

とができます。目の前には様々なカニやトビハゼ、ドロアワモチなど

様々な生き物が現れます。

　屋我地島のマングローブの森では、そんな貴重な体験が待っています。

マングローブは島の誇り
　マングローブの森のすぐ横にある学校には、ひるぎ学園という名前

が掲げられ、地元の人がマングローブを大切にしている心が伝わって

きます。マングローブの森は今でも島の人々に愛されています。

生活の一部であることをご理解ください
　本当に素晴らしいマングローブの森なのですが、観光地化されてい

ないので整備もされていません。島民が普通に生活している畑の横か

らマングローブの森に入ります。

　アプローチの農地に雑草が伸びていたりと、然もするとお見苦しい

ところもありますが、のどかな沖縄の田舎と豊かな自然を楽しめる場

所です。

　より多くの人に、自分の足で地面を歩ける貴重なマングローブを体

験していただければと願っています。
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体験学習
プログラム

プログラム一覧
●マングローブ散策
●マングローブ散策とマングローブ染め
●マングローブ＆白い砂浜散策
●カヌー体験
●カヌー体験＆マングローブ散策
●サイクリングと農業体験
●沖縄そば打ち体験
●沖縄料理体験
●沖縄お菓子作り体験
●マングローブショートコース
●ビーチクリーン
●ビーチクリーン＆s白い砂浜散策
●終日コース
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不思議がいっぱいのマングローブ
　海辺に生息してるのに水や塩が嫌いだったり、子供である種（胎生種子）を１０ヶ月

間も育てたりと、陸上では見ることはできない不思議な植物です。そんなマングローブ

の地上から持ち上がった根には多くの生き物たちの住処になっています。

元気よく動いている生き物たち
　マングローブの森にはトントンミー（ミナミトビハゼ）が元気にジャンプしていますが、

魚なのに陸上で呼吸し、良く観察すると瞳がハートの形をしている人気者です。また、

マングローブに住むカニは木登りも上手で、夜に森に行くと沢山のカニが頭上から降っ

てくることもあります。

　生き物たちは、マングローブの根本、小さな水たまり、頭上にもと、ご紹介しきれま

せんが、まだまだ様々な生き物たちがいます。

　経験したことのない状況に、はじめは嫌がっていたり、怖がっていたりしますが、植

物や生き物の生命力に感動し、参加者自身が生き生きと変わっていきます。そんな体験

を提供することに努めています。

Mangroveマングローブ
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○時間：2時間
○人数：20名～ 40 名×4回＝160 名（ガイド 2名／ 30 名）
○料金：2,000 円／ 1名（消費税・環境協力金含む）

hpではより詳細な情報をご提供しています。
http://ecotn.jp/　またはQRコードをご利用ください。
QRコードは修学旅行向マングローブ散策のページを表示します。

スケジュール概要

 　真喜屋運動公園にて合流とトイレ休憩　

 　バス移動（屋我地饒平名バス停）　

 　マングローブ散策開始　

 　終了（足洗い）

 　ふりかえりの後出発

経過時間

00′ 

15′ 

25′ 

1：35′ 

2：00′ 
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沖縄八景を漕ぐ
何方でも安全に楽しむことができる、穏やかでエメラルドグリーンの羽地内海をカヌーで巡ります。ライ

フジャケットの正しい着用方法、カヌーの様々な操船方法などを学ぶ他に、仲間との連帯や自身の力試し、

自然観察などを行い、天候が良ければ無人島までご案内します。

穏やかな羽地内海
羽地内海は沖縄八景の一つにも数えられ風光明媚な景観で知られ、沖合には沢山の無人島が浮かんでいま

す。また、内海なので波一つない穏やかな海である事も特徴で、台風翌日の強風の中でも陸沿いのルート

を選択すれば安全にカヌーを楽しめ、海流もなく水は干満で動くだけなので潮の流れも殆どありません。

唯一ツアーの中止は強風の時となりますが、2013 年０件、2014 年０件、2015 年０件、2016 年特別警

戒警報発令による１件のみです。

 

無人島と海の中道
天候が良ければ（現地の風速が６m以下であれば）沖合の無人島までご案内します。

干潮時であれば沖の島々の間にはトンボロ現象が見られ、海の中から道が現れ無人島の島々はつながって

いきます。時間が許せば隣の島までその道を歩いて散歩する事も可能です。

Canone / Kayak カヌー＆カヤック
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○時間：2時間
○人数：20名～ 40 名×4回＝160 名（ガイド 4名／ 40 名）
○料金：3,000 円／ 1名（消費税・環境協力金含む）

hpではより詳細な情報をご提供しています。
http://ecotn.jp/　またはQRコードをご利用ください。
QRコードは修学旅行向マングローブ散策のページを表示します。

スケジュール概要

 　屋我地エコツーネット体験場にて合流　

 　カヌー体験開始　

 　終了（着替え）　

 　ふりかえりの後出発

経過時間

00′ 

15′ 

 1：45′ 

2：00′ 
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マングローブ散策＆カヌー体験
カヌー体験とマングローブ散策をセットにしたプログラムです。

２班に分けることで、１回あたり最大８０名までに対応でき、

マングローブとカヌー双方の体験が同時に行えることから、最

も多くの学校や団体が選択される体験学習です。

○時間：3時間 15分

○人数：20名～ 80名×2回＝160 名

              （ガイド 4名／ 40名）

○料金：4,000 円／ 1名（消費税・環境協力金含む）

マングローブ散策＆白い砂浜散策
樹齢 100年のマングローブの森を散策。白い砂浜では、鳥、ツ

ノメガニ、ヤドカリなど浜の生き物を観察したり、お気に入り

の貝殻などを拾い工作を楽しみます。また、漂着物のゴミなど

も観察し海洋汚染の問題についても考えます。

○時間：3時間

○人数：20名～ 80名×2回＝160 名（ガイド 6名／ 80名）

○料金：3,000 円／ 1名（消費税・環境協力金含む）

経過時間

00′

15′

1：20′

1：35′

1：50′

3：00′

3：15′

スケジュール概要

真喜屋運動公園にて合流とトイレ休憩

A班

　カヌー体験

　終了（着替え）

　バスでマングローブに移動

　マングローブ散策

　終了（足洗い）

　ふりかえりの後出発

B班

　マングローブ散策

　終了（足洗い）

　バスでカヌーに移動

　カヌー体験

　終了（着替え）

　ふりかえりの後出発

経過時間

00′

15′

1：20′

1：35′

1：50′

3：00′

3：15′

スケジュール概要

真喜屋運動公園にて合流とトイレ休憩

A班

　白い砂浜散策

　終了（着替え）

　バスでマングローブに移動

　マングローブ散策

　終了（足洗い）

　ふりかえりの後出発

B班

　マングローブ散策

　終了（足洗い）

　バスでカヌーに移動

　白い砂浜散策

　終了（着替え）

　ふりかえりの後出発

マングローブ散策

カヌー体験

マングローブ干潟

白い砂浜散策
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サイクリングと農業体験
サトウキビやパイナップル畑の景色を楽しみながら、１周約

10Kmのコースをのんびり走ります。途中では沖縄の生活や文

化、映画や CMのロケ地にもなった絶景ポイントなどを紹介し

たり、キビ刈りの収穫体験などをして屋我地島や古宇利大橋な

どを巡ります。

○時間：3時間

○人数：20名～ 40名×2回＝80名（ガイド 3名／ 40名）

○料金：3,500 円／ 1名（消費税・環境協力金含む）

※古宇利島ゴールの場合、自転車回収費用が別途 500円必要

となります。

マングローブ散策＆マングローブ染め
樹齢１００年のオヒルギの森を徒歩で散策。オヒルギの樹皮を

使用した草木染めで、バンダナか手ぬぐいの生地で、世界に一

つだけの染め物を作ります。

 

○時間：3時間

○人数：20名～ 40名×2回＝80名（ガイド 3名／ 40名）

○料金：4,200 円／ 1名（消費税・環境協力金含む） マングローブ散策

マングローブ染め

サイクリング

農業体験

スケジュール概要

　屋我地エコツーネット体験場にて合流

　マングローブ染めの説明と絞り細工

　絞りが完成した人から染め液に漬け込む

　バスでマングローブに移動

　マングローブ散策

　マングローブ散策終了（足洗い）

　バスで体験場に移動

　染め付けの仕上げ

　ふりかえりの後出発　　

スケジュール概要

　屋我地エコツーネット体験場にて合流

　トイレ休憩＆自転車選び

　諸注意の後、出発

　体験場→キビ刈り体験→屋我地高台→マングローブ→

　ワルミ大橋→済井出の浜→体験場

　ふりかえりの後、終了　　

経過時間

00′

15′

50′

1：00′

2：15′

2：20′

2：30′

3：00′

経過時間

00′

20′

35′

3：00′
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沖縄そば打ち体験
本格的な木灰入りかん水を使用したそば打ちを体験します。木

灰入りかん水で打ったソバはモチモチのシコシコに仕上がりま

す。ソバの生地を寝かせている間にジューシーメー（沖縄の炊

き込み御飯）や沖縄の伝統菓子も１品作ります。

○時間：3時間

○人数：10名～ 40名×2回 =80 名（指導員 4名／ 40名）

○料金：3,000 円／ 1名（消費税含む）

沖縄料理体験
沖縄を代表する料理を島野菜や屋我地産もずくやアーサーを使

用して沖縄料理を作ります。ジューシーメー（沖縄の炊き込み

御飯）、もずくの天ぷら、アーサーのお汁、島野菜のチャンプルー、

沖縄のお菓子１品を作ります。

○時間：3時間

○人数：10名～ 40名×2回＝80名（指導員 4名／ 40名）

○料金：3,000 円／ 1名（消費税含む）

経過時間

00′

20′

2：15′

3：00′

スケジュール概要

　料理体験場にて合流

　トイレ休憩と調理体験身支度

　調理体験説明の後調理開始　　

　そば生地を寝かせている間に沖縄のお菓子作り

　昼食を兼ねて試食会

　ふりかえりの後に出発

経過時間

00′

20′

2：15′

3：00′

スケジュール概要

　料理体験場にて合流

　トイレ休憩と調理体験身支度

　調理体験説明の後調理開始

　昼食を兼ねて試食会

　ふりかえりの後に出発

沖縄そば打ち

沖縄そば打ち

沖縄料理体験

沖縄料理体験
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マングローブショートコース
時間がない場合でもマングローブの散策がしたいとの要望があ

り新たなコースを設定しました。海沿いの道を歩きながらマン

グローブやバックマングローブの植物や生き物を観察するコー

スで、海の中には入れませんが短い時間でマングローブを学習

できるプログラムで、人数が多い場合に向いています。

○時間：1時間

○人数：60名～ 90名×5回＝450 名（ガイド 4名／ 90名）

○料金：1,000 円／ 1名（消費税含む）

沖縄お菓子作り体験
沖縄の伝統的なサーターアンダーギーや、カーサームーチー（月

桃に包んで蒸したお餅）、アガラサー（黒糖入り蒸しパン）な

どのお菓子作りが体験できます。

　

　

○時間：3時間

○人数：10名～ 40名×2回＝80名（指導員 4名／ 40名）

○料金：2,500 円／ 1名（消費税含む） 沖縄お菓子作り体験

沖縄お菓子作り体験

マングローブショートコース

マングローブショートコース

経過時間

00′

20′

2：15′

3：00′

スケジュール概要

　料理体験場にて合流

　トイレ休憩と調理体験身支度

　調理体験説明の後調理開始

　試食会

　ふりかえりの後に出発

経過時間

00′

15′

25′

1：00′

スケジュール概要

　真喜屋運動公園にて合流とトイレ休憩

　バスで屋我地島に移動

　挨拶の後マングローブ観察

　ふりかえりの後バス出発
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ビーチクリーン＆白い砂浜散策
漂着物もゴミなどを観察し、どこから流れ着いた物なのか海洋

の汚染問題についても考えながらゴミの収集を行います。ビー

チがきれいになったら、砂浜を散策し浜の生き物を観察したり、

お気に入りの貝殻などを拾い工作を楽しみます。

○時間：2時間 30分

○人数：20名～ 40名×2回＝80名（ガイド 3名／ 40名）

○料金：2,300 円／ 1名（消費税含む）

ビーチクリーン
海岸に流れ着いた漂着ゴミを観察しながらゴミを収集します。

様々なゴミを観察することで、どこから流れ着いた物なのか？

何が問題なのかを確認しながらビーチをきれいにし、海洋の汚

染問題についても考えます。

○時間：1時間 30分

○人数：80名×2回＝160名（指導員 4名／ 80名）

○料金：1,000 円／ 1名（消費税含む）

経過時間

00′

15′

25′

1：00′

1：30′

スケジュール概要

　真喜屋運動公園にて合流とトイレ休憩

　バスで屋我地島に移動

　説明の後ビーチクリーン開始

　ゴミの分別をしながら環境問題を考える

　ビーチクリーン終了

　ふりかえりの後出発

ビーチクリーン

ビーチクリーン

白い砂浜散策

ビーチクラフト

経過時間

00′

15′

25′

1：15′

 1：25′

2：30′

スケジュール概要

　真喜屋運動公園にて合流とトイレ休憩 

　バスで屋我地島に移動 

　ビーチクリーン説明の後ビーチクリーン開始 

　ビーチクリーンの終了とゴミの分別で環境問題を考える 

　貝がらやサンゴなどを集めてビーチクラフト作り 

　ふりかえりの後に出発 
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終日プログラム

カヌー＆マングローブ＆沖縄そば打ち
自然体験と文化体験を合わせたコースで、そば打ちの試食は十

分なボリュウムがあるので昼食にすることが可能です。※そば

打ちではなく沖縄料理体験にしてみたり、スタート時間によっ

てはお菓子作り体験などとのセットも可能です。

○時間：6時間（昼食時間を含んでいます。）

○人数：20名～ 40名×2回＝80名（指導員 4名／ 40名）

○料金：7,000 円／ 1名（消費税・環境協力金含む）

終日プログラム

カヌー＆マングローブ＆白い砂浜散策
カヌーとマングローブ、白い砂浜散策を盛り込んだアクティブ

なコースです。※終日プログラムのため途中で昼食を挟みます

が、お弁当や食事場所の手配は可能です。

 

○時間：5時間（昼食時間は含みません）

○人数：20名～ 80名×2回＝160 名（ガイド 7名／ 80名）

○料金：4,800 円／ 1名（消費税・環境協力金含む）

白い砂浜散策

ビーチクラフト

マングローブ散策

カヌー体験

沖縄そば打ち体験
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服装について
カヌー体験時の服装について

カヌーは腰から下は必ず濡れます。濡れても良い服装、サンダルなどでお越しください。

□上半身は裸や露出の高いビキニだけなどの場合、ライフジャケットが擦れて痛い可能性があるので、ラッ

　シュガードや Tシャツなどを準備してください。

□帽子（風で飛ばない帽子、またはあご紐のあるもの）

□冬場（１２月～３月）はウインドブレーカー等の防寒着。（１００均などのカッパでも役に立ちます。）

□夏季（５月～１０月）はハブクラゲ、紫外線対策のためできるだけ肌を露出しない（上下ラッシュガー

　ドなど）服装をお勧めします。

 

その他の持ち物

□体験中の飲み物（脱水症状を予防するため）

□日焼け止め（紫外線対策をしてください）

□着替えやタオルを各自で準備してください

□カッパ（小雨でも実施します。）

 

マングローブ散策の服装について

マングローブ散策は大人で膝から下が濡れる場合があります。また、干潟を歩くことから泥はねなどもあ

りますので基本的に濡れても良い服装、サンダルなどでお越しください。

□帽子（風で飛ばない帽子、またはあご紐のあるもの）

□冬場（１２月～３月）はウインドブレーカー等の防寒着。（１００均などのカッパでも役に立ちます。）

 

その他の持ち物

□体験中の飲み物（脱水症状を予防するため）

□日焼け止め（紫外線対策をしてください）

□タオルは各自で準備してください

□カッパ（小雨でも実施します。）

□虫対策（森を歩きますので虫も居ます。虫除けスプレーなどを持参してください。

 ツアーの気象について

基本的に雨天でもツアーは決行いたします。また、アウトドアでのプログラムは、潮の干満時間や天候に

よりツアーの実施日時の調整が必要となります。担当者より潮のコンディションを確認後、実施可能な時

間帯をご連絡させていただきます。
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安全対策
屋我地エコツーネットでは、安全対策へ積極的に取り組み、全スタッフは安全第一を徹底し、必要な資格

を取得した指導員がガイドを行います。

安全体制の整備

１、事務所には緊急時に対応するためのマニュアルを配置し、ガイド全員がこれを熟知、緊急時に対応で

　　きるものとします。

２、傷害保険、賠償責任保険に加入しています。

カヌー体験安全対策

１、カヤックガイド安全講習会の受講者がガイド行います。

２、カヌーではライフジャケットを必ず着用します。

３、カヌー体験実施前に参加者には操船方法、危険禁止事項の講習を行います。

４、１人のガイドが案内する艇数は最大５艇までとします。

屋外プログラム全般の安全対策

１、気象庁により特別警戒警報、雷警報、暴風警報、竜巻警報が発令された場合、全てのツアーは中止と

　　します。

２、気象庁の警報発令がない場合においてもフィールドの状況を見て、常にお客様とスタッフの安全確保

　　に努めます。

３、天候が急変し安全にプログラムを行えないと判断した場合、ツアーは中止いたします。

４、持病、障害のある方がツアーに参加する場合、安全が確保できる限定されたコースのみとします。

５、飲酒、薬物使用のお客様はツアー参加をお断りします。

６、スタッフは毎月レスキュー訓練を行っています。

７、ガイドは携帯電話などの通信手段を必ず携帯しガイドにあたります。

８、怪我、ハブくらげ用の救急セットを必ず携帯しています。

９、ツアー出発直前にフィールドの天候情報を必ず確認し、急変の危険に遭遇しない様に配慮しています。

プログラム中止、フィールドの変更、または延期（天候改善を待つ）の基準

○雷による光や音が確認できる場合や、雷雲が発生すると予想される場合。

○強い雨（15mm以上）の雨の場合や、豪雨が予想される雨雲が接近している場合。

○高さ１m以上の高波が発生している場合。

○東シナ海側では 10m以上の北風、羽地内海側では 10m以上の南風でフィールドの変更またはツアーを

　中止します。

○天候の急変などで担当ガイドが危険だと判断した場合、ツアー中であってもツアーは即刻中止します。
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事故防止対策
●使用機材、備品のメンテナンス及び管理を徹底し、　点検不備

や機材破損による事故を防止します。

●体験直前に口頭により全参加者の体調確認を行い、　参加不適

当か否か安全第一の観点より判断します。　また、対象参加者の

健康状 態などをスタッフ間で　周知し、緊急時に即応可能な体

制で運営にあたりま　す。

●体験当日の天候、会場、設備、機材、備品の最終確

　認を行います。

●体験当日の早朝にスタッフ全員による安全管理と指

　導留意点の確認を行います。

事故防止

体験中の安全管理体制の確保
●全ての体験プログラムは運営本部が全プログラムを

　統括し、気象の急変や、緊急時対応の内容に応じて

　迅速に対応します。

●運営本部は通常カヌー体験場（ひるぎの森）のコン

　テナハウスに設置します。

●運営本部は救護所としても機能を有し、救急セット　を完備

し応急処置を行えるものとします。

事故防止

事故発生時のフロー
万が一事故が発生した場合、緊急事態対応フ

ローにより、迅速に対応するものとします。

所轄関係連絡先一覧
【屋我地診療所】
沖縄県名護市字饒平名 460-1
電話：0980-52-8887 （代表） 
診療科目：内科 / 小児科 

【沖縄県立北部病院】
沖縄県名護市大中二丁目 12番 3号
電話： 0980-52-2719 ( 代 )

 【北部医師会病院】
沖縄県名護市宇茂佐 1712-3
電話：0980-54-1111

【名護市消防本部】
沖縄県名護市東江 5丁目 2番 29号
0980-52-1142

【名護警察署】
名護市東江 5-21-9
電話：0980-52-０110

【第十一管区海上保安本部】
名護市宮里（字）４５２－３ 
電話：0980-53-0118 

全スタッフは定期訓練により迅速

な緊急時対応が行なえるように努

めてます。

体験プログラム中は全体責任者お

よび運営本部を設置し、緊急事態

に即時対応できる組織体制を整え

ています。

事故発生

ガイドは緊急救助体制をとる

事故者の状態確認

重症・重体の場合軽　症

●ガイドにより応急処置 通報
消　防　１１９
警　察　１１０
海上保安庁　１１８

運営本部

旅行代理店

学　校

他の参加者の安全確保
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修学旅行の下見・事前体験は気軽にお問い合わせください

屋我地エコツーネット
沖縄県名護市屋我３７
TEL： 0980-52-8687　FAX：0980-52-8690　mail  ： info@yagaeco.net
ホームページのお問い合わせフォームもご利用いただけます。
HP : http://ecotn.jp
修学旅行で使用するコースを実際に回りながら、体験学習の内容をご説明します。


