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第１４節  宮古島城辺 

 取り組み概要 
県内でも屈指の一般修学旅行受入地域であるが、島あっちぃの受入れを通して、地域の可能性

を広げる取り組みを行った。元々受入れに慣れている地域という事もあり、年齢制限がないモニ

タープログラムの実施やハンディキャップがある人々など多様な受入れにも取り組んだ。 
また、地域の人達との交流や地域への理解促進、宮古島のリピーター作りをねらいとしてモニ

タープログラム造成や夕食交流会などにも取り組んだ。 
 

 造成プログラム一覧 
1 大人の平和学習交流会～博愛の里めぐり～ 

2 これであなたも「なりやまあやぐ」の達人～なりやまあやぐ発祥の地巡りと演奏講座～ 

3 昔ながらの味！スマのあんなが作るスマとーふと健康ランチづくり 

4 たまには子どもに戻ろう！宮古島伝統凧づくりと凧あげ大会 

5 城辺の人達の元気の源かふつ野菜（無農薬）で島料理体験 

6 親子で挑戦！本格派ゆし豆腐づくり 

7 今年はサトウキビの当たり年！糖度バツグン黒糖作り！ 

8 宮古島の「想い」に触れる～サニンモチづくり＆素足で前浜ウォーキング～ 

 
 実施ツアー一覧 

＜参加者合計：398 名(41名)＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

大人の平和学習交流会 

～博愛の里めぐり～ 
17/02/10(金) ２泊３日 民泊 １０名 １４名 

これであなたも「なりやまあやぐ」の達人 

～なりやまあやぐ発祥の地巡りと演奏講座

～ 

16/12/19(月) ２泊３日 民泊 ２０名 11 名 

17/02/07(火) ２泊３日 民泊 ２０名 １３名 

17/02/14(火) ２泊３日 民泊 ２０名 １１（１）名 

17/02/20(月) ２泊３日 民泊 ２０名 １２名 

昔ながらの味！スマのあんなが作る 

スマとーふと健康ランチづくり 

17/02/17(金) ２泊３日 民泊 １０名 ２０（１）名 

17/02/24(金) ２泊３日 民泊 １０名 ２１（１）名 

たまには子どもに戻ろう！ 

宮古島伝統凧づくりと凧あげ大会 

16/11/22(火) ２泊３日 民泊 ３０名 １３（１）名 

17/01/28(土) ２泊３日 民泊 ３０名 １７（２）名 

17/02/04(土) ２泊３日 民泊 ３０名 ２３(７)名 

17/03/04(土) ２泊３日 民泊 ３０名 ３６（７）名 

城辺の人達の元気の源 

かふつ野菜（無農薬）で島料理体験 

16/11/18(金) ２泊３日 民泊 ３０名 ３６（４）名 

16/11/25(金) ２泊３日 民泊 ３０名 ３１（１）名 

親子で挑戦！本格派ゆし豆腐づくり 
17/03/11(土) １泊２日 民泊 ２０名 ３４（２）名 

17/03/18(土) １泊２日 民泊 ２０名 ２７（７）名 

今年はサトウキビの当たり年！ 17/03/07(火) １泊２日 民泊 １２名 １５名 
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プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

糖度バツグン黒糖作り！ 17/03/14(火) １泊２日 民泊 １２名 １８（３）名 

宮古島の「想い」に触れる～サニンモチづく

り＆素足で前浜ウォーキング～ 

17/03/11(土) １泊２日 民泊 ２０名 ２４（４）名 

17/03/18(土) １泊２日 民泊 ２０名 ２２名 

※表中の( )内は助成対象外の内数 
 

 ツアー概要 
１. 大人の平和学習交流会～博愛の里めぐり～ 

ツアー紹介文： 

宮古島に点在する史跡などを地域の人達と巡り、まだあまり知られていない「宮古島」の姿を地元

の人達と一緒に再発見していきます。平和学習のみならず、素朴で優しさ溢れる人達との交流は、

自分自身を見つめる時間となることでしょう。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:45  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
10:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:55  那覇空港より[ANA1723便]にて宮古島へ 
11:50  宮古島到着(荷物引取り、コーディネーター合流、友利公民館へ移動) 
12:20  【オリエンテーション】 会場：友利公民館 
12:50  終了、昼食・その後フリータイム 

  夕食                                             (宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   プログラム会場へ移動 

10:00  【モニタープログラム】 大人の平和学習交流会～博愛の里めぐり～ 
12:00  終了、昼食・その後フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：んまや～ 
21:00  終了                                             (宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食 
8:30  【振り返りゆんたく会】 会場：友利公民館 
9:30  終了・その後フリータイム 

  (祭事料理づくり体験またはフリータイムをお楽しみください) 
13:30  宮古空港へ集合 
14:45  宮古空港より[ANA1184便]にて那覇へ 
15:35  那覇到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・地域の歴史や人材が存分に活かされたプログラムの造成ができた。 
■課題 

・悪天候時にも実施できる屋外活動の代替案を検討しておく必要がある。 
 

モニターアンケート結果： 
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２. これであなたも「なりやまあやぐ」の達人～なりやまあやぐ発祥の地巡りと演奏講座～ 

ツアー紹介文： 

宮古民謡「なりやまあやぐ」発祥の地、友利地域に点在する史跡等を散策します。散策後は、実際に

なりやまあやぐの演奏に挑戦してもらいます。ミニライブも開催しますよ。みんなで「なりやまあ

やぐ」をマスターしましょう！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:15  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
11:30  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:25  那覇空港より[JTA559便]にて宮古島へ 
13:20  宮古島到着 

   荷物引取り、コーディネーター合流、友利公民館へ移動 
14:00  【オリエンテーション】 会場：友利公民館 
14:30  終了 

   フリータイム 
   夕食                                              (宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   プログラム会場へ移動 

10:00  【モニタープログラム】 会場：友利地区内 
  なりやまあやぐ発祥の地巡り 

12:00  昼食 
14:00  【モニタープログラム】 会場：友利公民館など 

  宮古民謡・なりやまあやぐ演奏講座 
17:00  終了、フリータイム 
  夕食交流会会場へ移動 
19:00  【夕食交流会】  会場：んまや～ 
21:00  終了                                              (宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食 
午前

 
 フリータイム 

  昼食 
15:00  【振り返りゆんたく会】  会場：友利公民館 
 （意見交換・アンケート記入） 
16:00  終了、宮古空港へ移動 
17:50  宮古空港より[JTA566便]にて那覇へ 
18:35  那覇到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地域の民謡を素材とした地域独自のプログラムが造成された。 
■課題 

・プログラム実施時間が長時間に渡ったため改善を求める声があった。参加者の世代によっては、

行程を再検討する事も必要かと考える。 
 

モニターアンケート結果： 
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３. 昔ながらの味！スマのあんなが作るスマとーふと健康ランチづくり 

ツアー紹介文： 

地元のおばー達と一緒にゆんたくを聞きながら、昔ながらのとーふづくりや健康ランチを作ります。

とーふの原料大豆を余すところなく使った料理に体と心が喜ぶこと間違いなし！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:45  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
10:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:55  那覇空港より[ANA1723便]にて宮古島へ 
11:50  宮古島到着 

   荷物引取り、コーディネーター合流、友利公民館へ移動 
12:20  【オリエンテーション】 会場：友利公民館 
12:50  終了、昼食 

   フリータイム 
   夕食                                           (宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   プログラム会場へ移動 

10:00  【モニタープログラム】 会場：友利公民館 
  昔ながらの味！スマのあんなが作るスマとーふと健康ランチづくり 

   ・健康ランチづくり体験 
11:30  ・健康ランチでランチタイム 
13:00  終了、片づけ 
  フリータイム 
  夕食交流会会場へ移動 
19:00  【夕食交流会】会場：んまや～ 
21:00  終了                                            (宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食 
午前

 
 フリータイム 

  昼食 
12:00  【振り返りゆんたく会】 会場：友利公民館 
 （意見交換・アンケート記入） 
13:00  終了、宮古空港へ移動 
14:45  宮古空港より[ANA1184便]にて那覇へ 
15:35  那覇到着、解散 

 
■成果 

・地元ならではのメニューや作り方で実施した事がモニターの満足に繋がった。 
■課題 

・プログラム会場が狭いとの声があった。実施場所を考慮し、最適な人数で実施する必要がある。 
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モニターアンケート結果： 
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４. たまには子どもに戻ろう！宮古島伝統凧づくりと凧あげ大会 

ツアー紹介文： 

城辺の人達は伝統的な凧づくりが得意。地域の人達が先生となり、凧づくりを教えてくれます。凧

づくりには創意工夫が満載。凧づくりの後は、みんなで持ちより、凧あげ大会を開催致します！ 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:45  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
10:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:55  那覇空港より[ANA1723便]にて出発 
11:50  宮古島空港到着、荷物引取り  

   到着口付近にてコーディネーターと合流、友利公民館に移動 
12:30  【オリエンテーション】 会場：友利公民館 
13:00   昼食 
13:30  【モニタープログラム】 会場：友利公民館 

    たまには子どもに戻ろう！ 宮古島伝統凧づくりと凧あげ大会 
    ・凧づくり 

16:00  終了、凧あげ大会会場へ移動 
16:30  【モニタープログラム】   

  たまには子どもに戻ろう！ 宮古島伝統凧づくりと凧あげ大会  
  ・凧あげ大会 

17:30  終了、民泊先へ移動 
19:00  【夕食交流会】 会場：んまや～        
21:00  終了                                          （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
午前中  フリータイム 

   昼食 
15:00  【振り返りゆんたく会】会場：友利公民館 

  ・意見交換、アンケート記入 
16:00  終了、宮古島空港へ移動 
17:40  宮古島空港より[ANA1728便]にて出発 
18:25  那覇空港到着、解散 

 

  



308 
 

実施写真： 

   
 

■成果 

・ファミリー向けプログラムとしての商品化に向けた可能性を確認する事ができた。 
■課題 

・参加者全員の満足を維持するため、小学生以下の幼児ができる作業内容も準備しておく必要が

あるのではないか。 
・作成手順がわかりづらいとの声があったため、説明方法を工夫する必要があると考える。 

 

モニターアンケート結果： 
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５. 城辺の人達の元気の源かふつ野菜（無農薬）で島料理体験 

ツアー紹介文： 

地域の元気なお母さん達と一緒に、パワーあふれる無農薬野菜を収穫し料理体験をするプログラム

です。栄養満点の島料理とお母さん達とのおしゃべりでパワーを充電しましょう！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１ 
日目 

7:25  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
7:40  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:35  那覇空港より[ANA1721便]にて宮古島へ 
9:25  宮古島到着 

   荷物引取り、コーディネーター合流、友利公民館へ移動 
10:00  【オリエンテーション】 会場：友利公民館 
10:30  終了 

   フリータイム、昼食 
   夕食                                        (宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   プログラム会場へ移動 

10:00  【モニタープログラム】  
   城辺の人達の元気の源かふつ野菜(無農薬)で島料理体験 

12:00  昼食 
14:00  【モニタープログラム】 会場：友利公民館など 

   宮古民謡・なりやまあやぐ演奏講座 
17:00  終了、フリータイム 

   夕食交流会会場へ移動 
19:00  【夕食交流会】会場：んまや～ 
21:00  終了                                                  (宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食 
午前中  フリータイム 
   昼食 
12:00  【振り返りゆんたく会】 会場：友利公民館 

  （意見交換・アンケート記入） 
13:00  終了、宮古空港へ移動 
14:45  宮古空港より[ANA1184便]にて那覇へ 
15:35  那覇到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地域の強み(農業地域・民泊受入地域)を十分に活かせたプログラムとなった。 
■課題 

・プログラム実施者によって体験の内容や作業量に差があったため、基準を作成する必要がある。 
 
モニターアンケート結果： 
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313 
 

６. 親子で挑戦！本格派ゆし豆腐づくり 

ツアー紹介文： 

島のお母さん達に教わって、昔ながらの本格的なゆし豆腐とおから料理（おからいなり、おからケ

ーキ）を作ります。作った料理はランチ会でいただきます。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

7:25  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
7:40  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:35  那覇空港より[ANA1721]にて出発 
9:25  宮古島空港到着、荷物引取り  

   到着口付近にてコーディネーターと合流、んまや～に移動 
10:15  【オリエンテーション】 民家さんと合流  会場：んまや～ 
11:00  終了 

    昼食、フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：んまや～        
21:00  終了                                       （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
  【家業体験】 

10:00  【モニタープログラム】 会場：んまや～ 
   親子で挑戦！本格派ゆし豆腐づくり 
   ・健康ランチづくり体験 

11:30  ・健康ランチでランチタイム 
13:00  終了、片づけ 
13:30  【振り返りゆんたく会】会場：んまや～ 

   ・意見交換、アンケート記入 
14:30  終了 
14:45  宮古島空港へ移動 
17:40  宮古島空港より[ANA1728]出発 
18:25  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 

   

 
■成果 

・子ども連れで参加できるファミリー向けのプログラムが造成された。 
■課題 

・少人数グループでの作業実施や構成メンバーの年齢で作業内容をアレンジする事で、参加者の

満足度を高める事ができる。 
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モニターアンケート結果： 

 

 

 

 

 



315 
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７. 今年はサトウキビの当たり年！糖度バツグン黒糖作り！ 

ツアー紹介文： 

今年はサトウキビの当たり年！台風が少なかったので、サトウキビも順調に育ち豊作でした！！農

家さん自慢のサトウキビを使って、昔ながらの製法で黒糖作りをします。出来上がったあま～い黒

糖は、お土産としてお持ち帰りください。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

7:25  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
7:40  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:35  那覇空港より[ANA1721]にて出発 
9:25  宮古島空港到着、荷物引取り  

   到着口付近にてコーディネーターと合流、んまや～に移動 
10:15  【オリエンテーション】 民家さんと合流  会場：んまや～ 
11:00  【モニタープログラム】  

   今年はサトウキビの当たり年！糖度バツグン黒糖作り！ 
16:00  終了 

  フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：んまや～        
21:00  終了                           （宿泊：島内民泊）     

２
日
目 

   朝食 
  【家業体験】 
  フリータイム 

15:00  【振り返りゆんたく会】会場：んまや～ 
   ・意見交換、アンケート記入 

15:45  終了 
16:00  宮古島空港へ移動 
17:40  宮古島空港より[ANA1728]出発 
18:25  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 

   

 

■成果 

・プログラムの商品化に向けたプレ実施を行う事ができた。 
■課題 

・サトウキビ収穫などより多くの体験を希望する声があがっていた。 
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モニターアンケート結果： 
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８. 宮古島の「想い」に触れる～サニンモチづくり＆素足で前浜ウォーキング～ 

ツアー紹介文： 

島のお母さん達とゆんたくしながら、地域で昔から作られている「サニンモチ」づくりをした後、東

洋一と称される与那覇前浜ビーチへ行き、素足で砂浜をお散歩。エメラルドに輝く海と真っ白い砂

浜、目の前にかかる来間大橋を見ながら、手づくりおやつをいただきます。お母さん達とのゆんた

く、サニモチづくり、ウォーキングを通じて宮古島の人達の「想い」に触れるプログラムです。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
   【結団式】事業説明、諸連絡など 

10:30  那覇空港より[JTA557便]にて出発 
11:20  宮古島空港到着、荷物引取り  

    昼食 
12:45  到着口付近にてコーディネーターと合流、下地公民館に移動 
13:00  【オリエンテーション】 民家さんと合流  会場：下地公民館 
13:45  終了 
14:00  【モニタープログラム】 会場：下地公民館 

   宮古島の「想い」に触れる 
 ～サニンモチづくり＆素足で前浜ウォーキング～ 

   ・サニンモチづくり 
   ・与那覇前浜で素足ウォーキング 

16:30   終了、フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：んまや～ 
21:00  終了                                        （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
  【家業体験】 

9:00  【振り返りゆんたく会】 会場：下地公民館 
   ・意見交換、アンケート記入 

10:00  終了 
   フリータイム 
   宮古島空港へ移動 

17:35  宮古島空港より[JTA566便]にて出発 
18:20  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・地域の伝統や習慣を活用したプログラムが造成された。 
■課題 

・体験が少ない事を課題にあげた意見が多かった。 
 

モニターアンケート結果： 
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 島に関するアンケート結果 
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 島の声 
・交流や地域資源に対してモニター評価が高かった為、地域の人達の自信に繋がっている。 

・ガイドは受入民家や地域の老人会メンバーが務め、地域ガイドの発掘に取り組む事ができた。 

・全ツアーを民泊で受入れた。始めは民泊に対して抵抗を感じていたモニターも満足度が高く、受

入民家も大人民泊を楽しんでいた。リピーターも出てきている。 

・モニターへの民泊ルールの事前説明や受入側にもルールを設定する必要性も感じた。 

・事業趣旨を理解しないモニターが多かった事やレンタカー使用のモニターと使用しないモニタ

ーとの間で様々なばらつきが出てしまい、行程管理やプログラム進行が難しい場面があった。 

・子連れの参加者も多かったため、ターゲットを分けてプログラムを実施する必要性も感じた。 

 

 参加者の声 
・宮古島の方言での挨拶や「ありがとう」など簡単な言葉を予めプリントしてくれたら、方言が少

し話せるようになったかもしれないと思いました。 

・今まで知っていた観光の島「宮古島」ではなく、地元の人達に近い目で本当の宮古島(友利地区)
の良さを知り、人間本来の必要な人、物、環境とは何かが分かった気がして、もっと知りたくな

った。 
・島外の人達との「お通り」はオリジナルでなくても良いのではないか、と思います。オリジナル

は２次会などでやった方がいいのではないか、と思いました。 
・「ファミリー向け」「若者向け」「シニア向け」などコース設定があると選択しやすい。 
・フリータイムでの過ごし方の参考例などがあればとても助かります。 
・コーディネーターの方の段取りはとても良かったです。島の説明資料を写真や地図を入れるな

どすると、もっと魅力的な島の事が分かると思います。 
 

 成果 
大人民泊をはじめ、年齢制限のない受入れやハンディキャップのあるモニターの受入れを通し

て、今後の一般観光客受け入れへの大きな可能性を感じる結果が生まれた。修学旅行で積み重ね

られたノウハウや基本が十分に活かされたうえに、新しいチャレンジが随所にあり、受入れの幅

を広げる事ができた。 
この地域は島の文化や伝統、暮らしを活用したプログラムが得意な地域である。プログラムの

コンセプトや内容に更に磨きをかけ続ける事で、城辺地域でしかできない体験や経験ができる旅

づくりの可能性を確認する事ができた。 
 

 課題 
県内でも「宮古島＝リゾート地」というイメージが強いため、モニターとしての意識が弱い参加

者が多かった事が本年度の課題となった。受入側と参加者のミスマッチを回避するためには、モ

ニターとしての意識づけを強化していくとともに、地域の状況や特徴をよりクローズアップした

情報発信も強化していく事が必要である。 
また本年度は、オプショナルプログラムなどの活用ができなかったため、地域経済の拡大に取

り組む事はできなかった。今後は他組織との連携を通して地域経済もより活性化させる事で、本

事業の成果をより高める事ができる。 
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