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第１７節  石垣島川平 

 取り組み概要 
ツアーの実施時期に合わせて、閑散期の集客やリピーターの獲得に繋げる体験プログラムや受入

体制の構築を図った。島の受入業者・参加者からの意見を集約させながら一緒に作り上げる事を

目指した。海のプログラムは充実しているので、陸域のプログラム造成を主に取り組んだ。 
 

 造成プログラム概要 
1 川平の秘祭～節祭り「マユンガナシ」～ 

2 川平の歴史と自然を満喫コース 

3 時期限定！川平のアーサ収穫と料理体験 

4 潮干狩りと料理体験 

5 世界初の黒蝶真珠養殖に成功した工場で黒真珠の核入れ見学、貝洗い 

6 地元ガイドが教える川平の絶景ハイキングコース 

7 川平地域を親子でゆっくりお散歩&潮干狩り 

8 親子で体験！生みたてたまごと野菜収穫体験 

 
 実施ツアー一覧 

＜参加者合計：181 名(９名)＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

川平の秘祭～節祭り「マユンガナシ」～ 16/11/11(金) ２泊３日 民宿 １５名 ８名 

川平の歴史と自然を満喫コース 

16/12/05(月) ２泊３日 民宿 １０名 ８名 

17/01/16(月) ２泊３日 民宿 １０名 ８名 

17/02/07(火) ２泊３日 民宿 １０名 ７名 

時期限定！川平のアーサ収穫と料理体験 17/02/28(火) ２泊３日 民宿 １０名 ２２名 

潮干狩りと料理体験 
17/01/31(火) ２泊３日 民宿 １０名 ４名 

17/03/01(水) ２泊３日 民宿 １０名 ８名 

世界初の黒蝶真珠養殖に成功した工場で

黒真珠の核入れ見学、貝洗い 

16/12/19(月) ２泊３日 民宿 １０名 ８名 

17/02/14(火) ２泊３日 民宿 １０名 ４名 

地元ガイドが教える 

川平の絶景ハイキングコース 
17/02/22(水) ２泊３日 民宿 １０名 １０名 

川平地域を親子でゆっくりお散歩 

&潮干狩り 
17/02/11(土) １泊２日 民宿 １５名 １５(２)名 

親子で体験！生みたてたまごと 

野菜収穫体験 

17/01/07(土) １泊２日 民宿 １５名 １７(３)名 

17/01/14(土) １泊２日 民宿 １５名 ８(２)名 

17/01/28(土) １泊２日 民宿 １５名 １８名 

17/03/04(土) １泊２日 民宿 １５名 １８(１)名 

17/03/11(土) １泊２日 民宿 １５名 １８(１)名 

※表中の( )内は助成対象外の内数  
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 ツアー概要 

１. 川平の秘祭～節祭り「マユンガナシ」～ 

ツアー紹介文： 

写真・ビデオ撮影が一切認められていない、川平地区の秘祭「マユンガナシ」を学ぶことができる貴

重なプログラムです。マユンガナシ前夜の夕食交流会で祭事について学び、祭事に使うモチ作り体

験、祭事見学を行います。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 
9:40   那覇空港より[JTA605便]にて出発 
10:40  石垣空港到着 
11:00  【オリエンテーション】会場：石垣空港 
11:30  送迎車で川平ヘ移動 
12:00  チェックイン、昼食・フリータイム  
18:30  宿泊先に集合  
19:00  【夕食交流会】会場：宿泊先                      （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
9:00  フリータイム  
17:00  【モニタープログラム】川平の秘祭～節祭り「マユンガナシ」～ 

  終了 
19:00  夕食 

  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】会場：宿泊先 

   （意見交換・アンケート記入） 
10:00  終了 
10:30  送迎車で石垣空港へ移動 

   昼食 
12:30  石垣空港前集合  
13:35  石垣空港より[JTA614便]にて出発 
14:30  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・「学び」と「体験」がバランスよく組み込まれたプログラムとなった。 

・祭事への参加や夕食交流会を通して、地域の人達の考えや思いに触れた事への評価が高かった。 

■課題 

・説明文や図解、写真などを掲載したパンフレットが欲しいとの声が多くあがっていた。 

 
モニターアンケート結果： 
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２. 川平の歴史と自然を満喫コース 

ツアー紹介文： 

美しい自然が残り、歴史的な史跡が数多く存在する川平を、地元ガイドの案内で散策します。また、

夜は川平自慢の満天の星空のもと、星座観察や地域に伝わる昔話を聞く大人のプログラムです。川

平の魅力を満喫できるプログラムです。 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
 8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 

9:40   那覇空港より[JTA605便]にて出発 
10:40  石垣空港到着コーディネーターと合流 
11:00  【オリエンテーション】会場：石垣空港 
11:30  送迎車で川平ヘ移動 
12:00  チェックイン、昼食 

  プログラム会場へ移動 
13:00  【モニタープログラム】川平の歴史と自然を満喫コース・川平散策 

                            15:30  モニタープログラム終了 
  フリータイム  

18:30  宿泊先に集合  
19:00  【夕食交流会】会場：宿泊先  

  終了                      （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
9:00  フリータイム  
18:30  夕食 

  プログラム会場へ移動 
19:30  【モニタープログラム】川平の歴史と自然を満喫コース・星空観察 

              21:00  終了 
  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】会場：宿泊先 

   （意見交換・アンケート記入） 
10:00  終了 
10:30  送迎車で石垣空港へ移動 

   昼食 
12:30  石垣空港前集合  
13:35  石垣空港より[JTA614便]にて出発 
14:30  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地域の自然や文化、風習、星空など地域の特色や強みを知り、体感できた事について評価する声

が多かった。 

■課題 

・地域の歴史をはじめコース中にある史跡や植物の解説や写真などを掲載したパンフレットなど

を準備する事で、参加者の理解や満足度を高める事ができる。 

 
モニターアンケート結果： 
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３. 時期限定！川平のアーサ収穫と料理体験 

ツアー紹介文： 

時期限定となるアーサを収穫、料理体験、お土産づくりまで行います。川平の綺麗な海に育まれた

海の幸を存分に味わう事ができます。地元の人達と交流しながらの料理体験も、お楽しみです！！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 
9:40   那覇空港より[JTA605便]にて出発 
10:40  石垣空港到着、コーディネーターと合流 
11:00  【オリエンテーション】会場：石垣空港 
11:30  川平ヘ移動 
12:00  宿泊先に到着、昼食 
13:30  宿泊先に集合、プログラム会場へ移動 

   【モニタープログラム】 時期限定！川平のアーサ収穫と料理体験 
14:00  ・収穫体験  
15:30  ・料理体験 会場：民宿 前高屋 
16:30  終了 

   フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先  

   終了 
  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
   フリータイム  
   昼食 

18:30  夕食 
19:30  終了 

  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】 会場：宿泊先 

   ・意見交換、アンケート記入 
10:00  終了 
10:30  石垣空港へ移動 

   昼食、フリータイム 
12:30  石垣空港集合  
13:35  石垣空港より[JTA614便]にて出発 
14:30  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・収穫から調理という一連の流れを体験できた事で参加者の評価が高かった。 

■課題 

・「腰をかがめての作業はキツイ」という高齢の参加者もいたため、作業内容を事前に周知する事

で参加者のミスマッチを防ぐことができる。 

・収穫場所にガラスなどが散乱していた(事後アンケートより)との事なので、会場の事前確認や

収穫前に清掃を取り入れるなどの事前準備が必要かと思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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４. 潮干狩りと料理体験 

ツアー紹介文： 

潮干狩りと収穫した貝を使い、料理体験を行います。自分達で収穫したものを自分達で調理して食

べるというのもこのプログラムの売りですが、人間味溢れる川平の人達との交流もできるのが、こ

のプログラムの大きなポイントのひとつです。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 
9:40   那覇空港より[JTA605便]にて出発 
10:40  石垣空港到着、コーディネーターと合流 
11:00  【オリエンテーション】 会場：石垣空港 
11:30  川平ヘ移動 
12:00  宿泊先に到着、昼食 
14:00  宿泊先に集合、プログラム会場へ移動 

  【モニタープログラム】潮干狩りと料理体験            
14:30  ・潮干狩り  
16:30  ・料理体験 会場：民宿 前高屋 
17:30  終了 

  フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先 

  終了 
  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
   フリータイム 
   昼食 

18:30  夕食 
  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】 会場：宿泊先 

   ・意見交換、アンケート記入 
10:00  終了 
10:30  石垣空港へ移動 

   昼食、フリータイム 
12:35  石垣空港集合  
13:35  石垣空港より[JTA614便]にて出発 
14:30  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地域自然を活用したプログラムの造成に繋がった。 

■課題 

・より本格的な体験をしたい、という声があがっていた。 

・雨天時の代替プログラムの準備が必要かと思われる。 

 
モニターアンケート結果： 
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５. 世界初の黒蝶真珠養殖に成功した工場で黒真珠の核入れ見学、貝洗い 

ツアー紹介文： 

世界で一番初めに真珠の養殖に成功した「琉球真珠」。黒真珠の核入れ見学や貝洗いを通して、真珠

や川平の魅力に触れる事ができます。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
 8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 

9:40   那覇空港より[JTA605便]にて出発 
10:40  石垣空港到着、コーディネーターと合流 
11:00  【オリエンテーション】会場：石垣空港 
11:30  川平ヘ移動 
12:00  宿泊先に到着、昼食 

   フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先  

   終了 
  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
   フリータイム 
   昼食 

14:30  宿泊先に集合、プログラム会場へ移動 
15:00  【モニタープログラム】 会場：株式会社 琉球真珠          

   世界初の黒蝶真珠養殖に成功した工場で黒真珠の核入れ見学、貝洗い  
18:00  終了 
19:00  夕食 

  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】 会場：宿泊先 

   ・意見交換、アンケート記入 
10:00  終了 
10:30  石垣空港へ移動 

      昼食、フリータイム 
    

16:00  石垣空港集合  
16:55  石垣空港より[JTA622便]にて出発 
17:50  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地域事業者と連携したプログラムが造成できた。 

■課題 

・説明内容や見学内容をより充実させて欲しいとの声があがっていた。 

 
モニターアンケート結果： 
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６. 地元ガイドが教える川平の絶景ハイキングコース 

ツアー紹介文： 

地元ガイドの案内のもと、川平の絶景スポットを廻ります。川平の豊かな自然と美しい景色は、あ

なたにパワーを与えてくれるでしょう！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
 8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 

9:40   那覇空港より[JTA605便]にて出発 
10:40  石垣空港到着、コーディネーターと合流 
11:00  【オリエンテーション】 会場：石垣空港 
11:30  川平ヘ移動 
12:00  宿泊先に到着、昼食 
13:30  宿泊先に集合、プログラム会場へ移動 

   【モニタープログラム】  
   地元ガイドが教える川平の絶景ハイキングコース 

15:00   終了 
   フリータイム 

19:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先  
   終了 
  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
   フリータイム 
   昼食 

18:30  夕食 
19:30  終了 

  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】 会場：宿泊先 

   ・意見交換、アンケート記入 
10:00  終了 
10:30  石垣空港へ移動 

   昼食、フリータイム 
12:30  石垣空港集合  
13:35  石垣空港より[JTA614便]にて出発 
14:30  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・ハイキングだけではなく有用植物などについても学ぶ事ができ、知的満足も得る事ができるプ

ログラムとなった。 

■課題 

・地域の人達と触れ合う時間を作る事やハイキング中に学んだ植物を利用する体験を組み入れる

など更なる工夫を加える事で、質の高いプログラムになると考える。 

 
モニターアンケート結果： 
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７. 川平地域を親子でゆっくりお散歩&潮干狩り 

ツアー紹介文： 

のどかな川平地域のお散歩を楽しんだあと、近くの浜で潮干狩りを行います。 
集めた貝は宿のお食事でお召し上がりください。地元の名物おかみがご案内します。お散歩も潮干

狩りもゆっくり行いますので、小さなお子さまも一緒にご参加頂くことができます。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
 8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 

9:40   那覇空港より[ANA1763便]にて出発 
10:40  石垣空港到着、コーディネーターと合流 
11:00  【オリエンテーション】 会場：石垣空港 
11:30  川平ヘ移動 
12:00  宿泊先に到着、昼食 

   宿泊先に集合、プログラム会場へ移動 
   【モニタープログラム】川平地域を親子でゆっくりお散歩&潮干狩り             

13:30  ・潮干狩り  
15:00  ・お散歩  
16:00  終了 

   フリータイム 
18:00  夕食 
19:00  【交流会】 会場：宿泊先  
20:30  終了 

  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:00  朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】会場：宿泊先 

   （意見交換・アンケート記入） 
10:00  終了 
10:30  石垣空港へ移動 

      昼食、フリータイム 
    

15:30  石垣空港集合 
16:30  石垣空港より[ANA1776便]にて出発 
17:25  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・親子で楽しめるプログラムができ、ターゲットの裾野を広げる事に繋がった。 

■課題 

・説明が十分に行き届くような工夫が必要 

 

モニターアンケート結果： 
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８. 親子で体験！生みたてたまごと野菜収穫体験 

ツアー紹介文： 

地域の農場でニワトリの餌集めと餌あげ、生みたてたまご収穫、野菜収穫体験を行います。ニワト

リの成長も学ぶ事ができますので、食育にもピッタリのプログラムです。軽い作業になりますので、

小さなお子さまも一緒に本物のプチ農業体験を楽しめます。集めた食材は、お宿での食事でお召し

上がりください。 
※動物アレルギーやほこりアレルギー、たまごアレルギーをお持ちの方はご参加をご遠慮ください。 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

8:30   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
 8:45  【結団式】事業説明、諸連絡など 

9:40   那覇空港より[JTA605便]にて出発 
10:40  石垣空港到着 
11:00  【オリエンテーション】 会場：石垣空港 
11:30  送迎車で川平ヘ移動 
12:00  チェックイン、お昼 

  プログラム会場へ移動 
13:00  【モニタープログラム】親子で体験！生みたてたまごと野菜収穫体験 

  15:00  モニタープログラム終了 
  フリータイム  

18:30  夕食 
20:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先  

                                                  （宿泊：島内民宿） 
     （意見交換・アンケート記入） 
  10:00  終了、チェックアウト 
  10:30  送迎車にて空港へ移動 
     フリータイム 
     昼食 
  12:35  石垣空港前集合  
  13:35  石垣空港より[JTA614便]にて出発 
  14:30  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・親子で楽しめるプログラムができ、ターゲットの裾野を広げる事に繋がった。 

・農家と連携したプログラムを造成した事で、地域資源の活用に繋がった。 

■課題 

・衛生上の観点から調理場所を別に設置して欲しいとの声があがっていた。 

 

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 
・島あっちぃを通して地域がまとまり始め、島あっちぃに興味を持ち、声を掛けてくれる地域の方

もいる。 
・体験プログラムでの参加者のイメージと実際の内容のギャップを埋めるようにしたい。また、雨

天プログラムと通常時のプログラム内容や質のギャップも気になる。 
・ツアー回数の多いことや事業の周知がまだ不十分なため、地域住民への参加はまばらな状態で

ある。 
・宿で交流会を実施するのは負担が大きいと感じているため、改善が必要と考える。 
・フリータイムやオプショナルプログラムの有無を把握していない参加者が多かったため、しお

りなどで事前の情報提供を充実させる事で参加者の不安や不満を解消する事ができるだろう。 
 

 参加者の声 
・本島とも全く違う雰囲気がありました。そして地域の人が自分の住む地域に誇りや愛情を強く

持っている点が一番の魅力だな、と思いました。 

・潮干狩りと料理体験がモニタープログラムだったが、料理体験では島の伝統的な料理を体験し

たかった。 

・簡単なレシピをいただけたらいいな、と思いました。お料理をしてくださった方々ともう少し

直に交流したかったです。 

・海岸にガラス瓶などのゴミがひどかったのが気になりました。あのゴミを拾うボランティア体

験も良いのではないかと思います。 

・ツアー参加者の希望はモチロン大事かもしれませんが、迎える島の方々が何を伝え、何を見せ

たいのかが必ずあると思います。どちらか一方でも良くないと思いますが、余りに前者のみに

偏るとどこに行っても同じようなプログラムになっていくのでは？と感じます。 

 
 成果 

事業の受入れを通じて受入体制の構築が進み、本格的な組織化に向けての道筋ができた事やプ

ログラム造成を通じて地域人材の活用に取り組む事ができた。 
地域の自然や文化、歴史、祭祀などを掘り起こし、それらを活用した地域の特殊性に溢れたプロ

グラムも数多く造成する事ができたほか、ファミリー向けプログラムも生まれた事で、今後のタ

ーゲットの裾野の拡大も期待できる。 
 

 課題 
一般的には観光の島というイメージが定着している石垣島だが、川平地域にはレンタカーや店

舗などの施設が十分ではない。このような地域の細かい情報の事前連絡が十分ではなかったため、

フリータイム時の過ごし方について戸惑った、という声が多々あがっていた。 
今後はモニターから課題があがっていた夕食交流会や宿泊施設、オプショナルプログラムの充

実などの改善に取り組む事で、一般観光客の受入れ体制強化に繋げる事ができる。 
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