
大崎上島海生体験交流協議会
〒725-0231広島県豊田郡大崎上島町東野6625-1

ＴＥＬ：0846-65-3123（直通） FAX：0846-65-3144

（大崎上島町役場地域経営課内）



広島県大崎上島町は瀬戸内海のほぼ中央に位置する面積43.29㎡、人口約7,600
人の離島です。 本土とは、竹原、安芸津港とフェリーで約30分で結ばれており、そ
の他、大崎下島、大三島、今治市との航路もあります。

○構成
町・町議会・商工会・観光協会・区長会・農協・漁協

○受入体制
民泊受入家庭 ８０軒 受入可能数 ２００名
民泊受入・インストラクター研修の実施
安全管理や危機管理の研修の実施
緊急時の連絡体制マニュアルの配布

○受入状況

協議会の概要

年度 受入校数 人数

平成２６年度 ９校（中学校２校・高校７校） １，７１１人

平成２７年度 ８校（中学校４校・高校４校） １，３７８人

平成２８年度 １７校（中学校１１校・高校６校） ２，３４６人

平成２９年度 １９校（中学校１２校・高校７校） ３，３４７人

平成３０年度 ２０校（中学１１校・高校９校） ２，６５４人

令和元年度 ２２校（中学１３校・高校９校） ３，３０１人

安全衛生講習

民泊受入実践研修

入島式



４００名（１０クラス）の共同受入体制

江田島市
200名（5クラス）

周防大島町
200名（5クラス）

内海・沼隈地域
200名（5クラス）

大崎上島町
200名（5クラス）

庄原市
200名（5クラス）

＋ ＝ ４００名
（10クラス）

大崎上島町

内海・沼隈地域

江田島町

周防大島町

庄原市



大崎上島町へのアクセス
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宮島⇔天満港（高速船ﾁｬｰﾀｰ）
105分

【90名乗り500,000円】
【150名乗り600,000円】

竹原港⇔白水港
30分

【定期：250円】
【ﾁｬｰﾀｰ：150,000円】

天満港⇔宗方港⇔今治港
68分

【定期：680円】
【ﾁｬｰﾀｰ：300,000円】

白水港⇔三原港（ﾁｬｰﾀｰ）
90分【400,000円】

竹原港⇔福山駅
約90分 約58km

三原港⇔三原駅
徒歩6分

平和公園⇔竹原港
約70分 約63km

竹原港⇔広島空港
30分 約19km

【竹原⇔白水・三原】 定員250名

チャーター：250名まで
定期便 ：180名まで

【天満⇔宗方・今治】 定員230名

チャーター：230名まで
定期便 ：210名まで

◆竹原・三原⇔白水 【定期便・ﾁｬｰﾀｰ】 山陽商船
TEL:0846-22-2133 FAX:0846-22-1435

◆今治⇔宗方⇔天満 【定期便】大三島ブルーライン】
TEL:0898-32-6713 FAX:0898-33-3626
【ﾁｬｰﾀｰ便】イマダイコーポレーション
TEL:0898-22-2123 FAX:0898-22-6007

◆宮島⇔天満 【ﾁｬｰﾀｰ便】 瀬戸内海汽船
TEL:082-253-1212 FAX 082‐505-0134

※チャーター料金に関しては税別料金の表示です。
※フェリー欠航率は1%未満です。
※過去5年で受入当日に欠航したことはありません。



大崎地区
５０軒

東野地区
１５軒

木江地区
１５軒

民泊受入家庭分布図
（８０軒）
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【櫂伝馬体験】

大崎上島に200年以上前から伝わる木造船。

厳島（宮島）で合戦があった際、この船に乗った
「大崎衆」が厳島までかけつけ勝利に貢献した
と伝えられています。櫂伝馬は漕ぎ手の心がひ
とつになるとスピードが出ます。カッターやレガッ
タとはまたひと味違った櫂伝馬で木の温もりを
感じながら、水軍の誇りと伝統文化、チーム
ワークを学びます。

【シーカヤック】
大崎上島周辺には大小多数の島があります。

瀬戸内海の穏やかな流れの中を漕ぎ進みま
す。周辺には「甘藻」（あまも）と呼ばれる海
草の日本でも有数の群生域でもあります。

甘藻は魚の育成に必要なプランクトンや稚
魚の絶好の棲家であり「魚のゆりかご」と呼
ばれています。航海中に甘藻に触れ環境学
習もしていただきます。

人数：112名/回 224名/日 時間：3時間 時期：5～10月

人数：120名/回 240名/日 時間：3時間 時期：通年

何故今、大崎上島町なのか

① 戦国時代に瀬戸内海で活躍した水軍の伝統文化を体験できます。

② 海の体験が充実しており、瀬戸内海の多島美と穏やかな自然を満
喫できます。



その他のプログラム

海の体験【刺網・釣り・磯観察・貝掘り体験等】

島ならではの体験と交流！！

釣り体験

刺網体験磯観察

磯観察

釣り体験

磯観察



アウトドア・伝統・食の体験【なぎ太鼓・わら細工・地元料理作り等】

島の自然と文化を体感！！

農業体験【柑橘・ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ・トマト・きゅうり栽培体験等】

みかん収穫体験

収穫体験

収穫体験

神峰山トレッキング なぎ太鼓体験

料理体験



民泊体験・家業体験

大崎上島のありのままの生活を体験します！！

生徒の感想
・釣りや薪割りなど普段できない体験出来て良かった。 ・本当の家族みたいに接してくれて嬉しかった。
・あらためて家族っていいなと思いました。 ・人のやさしさを学びました。
・人と触れ合う大切さを知りました。 ・空気や星がきれいで驚いた。

収穫体験 釣り体験

魚調理

料理体験

見送り風景民泊風景



家業体験プログラム

各家庭でこんな体験をします！！（一例）

漁業体験 魚釣り（丘・浜・船）・底引き網漁・建網漁

農業体験

【収穫体験】

じゃがいも・タケノコ・ビワ・きゅうり・ブルーベリー・野イチゴ・トマ
ト・サラダ菜・ネギ・パセリ・いちご・ナス・ピーマン・モロッコ・三つ
葉・レモン・梅・にんにく・甘夏・はっさく・そら豆
【作業体験】

さつま芋の苗植え作業・みかん畑の見学（花が終わり小さい実が
できている）・野菜苗の植え付け・耕運機で畑を耕す・ぶどうの袋
かけ・畑の水やり・ハウスレモン園作業・トマトの箱詰め・みかん畑
の草刈り・ぶどうの摘果

調理体験

鯛の刺身・いなり寿司作り・魚のうろこ取り・にぎり寿司のにぎり体
験・天ぷら作り・漬物作り・ところてん作り・手打ちうどん体験・巻き
ずし作り・シュークリーム作り・しば餅作り・そら豆の皮むき・タコの
調理・食事の後片付け・ジャム作り

その他

神峰山、大串海水浴場散策・クルージング・おたまじゃくしすくい・
花火・風呂焚き・カントリードール作り・エステ体験・薪割り・庭で咲
いた花のドライフラワーで小物作り・お抹茶の頂き方点て方・鐘つ
き・本堂のぞうきんがけ・花壇の水やり・さつきの花びらの摘花・
木工・竹細工・星の観察・シーカヤック・サシエ（香り袋）の作成・に
いな取り・蛍の観察・福祉ボランティア・座禅・護摩供・和太鼓・し
ば餅の葉取り・貝拾い・大崎上島について話・舟、桟橋見学・いろ
りの火おこし（自在カギの扱い方）・造船所の見学・庭の草取り・犬
の散歩をしながら空き缶拾い・はちの巣箱の観察・磯観察

基本的に雨天でも合羽を着用して体験していただきます。荒天等でできない場合も各家庭で体
験を用意しています。



修学旅行 おしながき

先 付 け 和え物（海鮮マリネか鶏マリネ）

御 造 り 三種盛り（鯛・カンパチ・イカ）

鍋 物 朴葉焼き（鯛と椎茸の鯛味噌焼き）

蒸 し 物 茶碗蒸し

洋 皿 ポークシチュー

吸 い 物 つみれ汁

御 飯 白御飯

香 物 三種盛り

デザート デザート

九品

生徒用宿泊施設・本部宿舎



収容人数 250名 1校1館で貸切対応可

和室12畳 33R  特和室20畳 2R 洋室ツイン 10R 計 45R

夕食会場 瀬戸の間 200名 磯の間 70名

朝食会場 瀬戸の間 200名 時間差入れ替え可能

きのえ温泉 ホテル清風館

広島県豊田郡大崎上島町沖浦1900  TEL：0846-62-0555 FAX：0846-62-1070

◆本部宿舎としての予約について
予約可能時期までは当協議会が御社のご希望に基づき本部宿舎を押さえ、
予約可能時期後に御社から正式な御予約をして頂きます。



【西野地区】
民泊家庭１０軒

【中野地区】
民泊家庭４０軒

【東野地区】
民泊家庭１５軒

【木江地区】
民泊家庭５軒

【沖浦地区】
民泊家庭５軒

【明石地区】
民泊家庭５軒



事故・トラブル等発生時の対応マニュアル

事故・トラブル等発生

８：３０～１７：１５　大崎上島町地域経営課(大崎上島海生体験交流協議会)０８４６－６５－３１２３

時間外

【課長】坂田　誠　　　 携帯　０９０－３７４０－２３６０

【係長】三村　竜也　　携帯　０９０－４８０５－８９６７

【課員】小川　友也　　携帯　０９０－６８３１－６１９６

ときや内科　　６３－０００１

☎ 田村医院　　　６３－０３０１

副町長 事故及びトラブル発生現場確認へ
竹原警察署　　　　　　　０

８４６－６２－０１１０

総務企画課長
65-3844

【本部宿舎】

☎ 円山医院　　　６４－２０６２

学校責任者 寺元医院　　　６４－２０９３

☎ 射場医院　　　６５－３３０４

旅行社　添乗員

病気や事故等なにかあった場合は、まず事務局へ連絡となっていますが、命に関わる
ような緊急の場合は先に１１９番に連絡してください。その後、事務局へ連絡してく
ださい。

大崎上島消防署
０８４６－６５－２０５６

町長 状況確認・学校と相談・病院に搬送 呉海上保安部警備救難課

０８２３－２６－０１１８  呉
海上保安部木江分室

０８４６－６２－０８０７

西部東保健所　　　　　０
８２－４２２－６９１１

協議会長に連絡・状況報告

連絡

公用車で迎え





■ プログラムの概況

大崎上島町の大串外浜海岸は、町を
代表する風光明媚な海岸ですが、広
島湾からの多くの漂着ゴミにより景
観が損なわれています。定期的に住
民による清掃作業を行っていますが、
人口減少や高齢化による担い手不足
のため作業が追いついていません。

このような状況を改善するために
はどうすればよいか、現地での清掃
作業体験を通じてともに考え、取り
組むことを目的としたプログラムで
す。

【受入可能人数】
２８０名

【会場】
大串海岸

【実施時間】
３時間

【実施時期】
通年

「主体的・対話的で深い学び」体験プログラム
～美しい景観の保全に努める・大崎上島町 海岸清掃体験～

コースNo.110

■ 教育効果

◇過疎地域の然環境の大切さを学習します。
◇一連のプログラムにより、ご現状を理解し、
自みの分別の必要性を学びます。

プログラム一連の流れ

①事前学習 漂着ゴミの実態について学ぶ （６０分）

②現地体験・説明 ゴミ分別方法の説明 （３０分）

③現地体験調査 漂着ゴミ収集及びごみの調査分別（６０分）

④感謝状贈呈 町から感謝状の贈呈 （３０分）

≪ＳＤＧs取組プログラム≫
12.つくる責任 つかう責任
14.海の豊かさを守ろう



■ プログラムの概況
大崎上島町には、「心」と「技」が地域の表

情としてはっきり見える「物」があります。そ
れは、地域の価値と特色を多くに含んでい
る「櫂伝馬」です。

櫂伝馬は、２００年以上前の先人達が栄々
と守り続けてきた伝統文化です。

この伝統文化から、現代で忘れられつつあ
る地域の「ふれあい」を学び、また、実践体
験で、静かな海から「海の怖」を学び、相手
の汗から「対人関係」を学び、苦しさから
「自分の弱さ」と向き合うことを学んでいき、
人として成長していき社会に受け入れられ
る力を学ぶことを目的としたプログラムで
す。

【受入可能人数】
２８０名

【会場】
木江港湾内

【実施時間】
３時間

【実施時期】
４月～１０月

「主体的・対話的で深い学び」体験プログラム
～瀬戸内の伝統文化を後世に伝える・大崎上島町 櫂伝馬体験学習～

プログラム一連の流れ

①事前学習 資料を利用した概要説明（６０分）

②現地体験・説明 漕法指導、注意事項説明（６０分）

③現地体験調査 櫂伝馬競漕体験 （３０分）

④感謝状贈呈 意見交換、感謝状贈呈 （３０分）

■ 教育効果

◇海を身近に感じながら、自然環境や海の怖さを学び
ます。
◇櫂伝馬の木の温もりを感じながら、水軍の誇りと伝
統文化、チームワークの大切さ、素晴らしさを学びま
す。

コースNo.110

≪ＳＤＧs取組プログラム≫
4.質の高い教育をみんなに
11.住み続けられるまちづくりを


