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第３節 伊江島 

第１項 取り組み概要 
今年度は民泊を中心に各民家が中心となったプログラムを行った。また、本島から近いという

こともあり、途中からではあるが、土日の１泊 2 日ツアーを多く設けた。 
 
第２項 造成プログラム一覧 

1 島ま～いトライアル 

2 島の三線達人が案内する歌碑巡り 

3 島の熱い漁師と伝統漁法体験 

4 水汲みから始める海人塩作り体験 

5 伊江島でラジオデビュー！三線ラジオ演奏体験 

6 伊江島のとーちゃんと親子農業体験 

7 初心者 OK！三線教室＆島のラジオで演奏体験 

8 伊江島の燃える男とガッツリ本気農業体験 

9 ガッツリサトウキビ収穫体験 

10 あたいぐゎーでプチ農業＆家庭料理体験 

11 島の風景の中で三線の音色を楽しむ！島うた巡りツアー 

 
第３項 実施ツアー一覧 

＜参加者合計：127 名(10名)＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

島ま～いトライアル 

16/11/05(土) １泊２日 民泊 １２名 １０(１)名 

16/11/26(土) １泊２日 民泊 １２名 １０名 

17/01/29(日) １泊２日 民泊 １２名 ５名 

17/02/11(土) １泊２日 民泊 １２名 １１（２）名 

17/02/14(火) １泊２日 民泊 １２名 ６（２）名 

17/02/25(土) １泊２日 民泊 １２名 １１名 

島の三線達人が案内する歌碑巡り 

17/02/03(金) １泊２日 民泊 ６名 ４名 

17/02/04(土) １泊２日 民泊 ６名 ４名 

17/02/15(水) ２泊３日 民泊 ６名 ６名 

島の熱い漁師と伝統漁法体験 
16/12/21(水) ２泊３日 民泊 １０名 ４名 

17/01/14(土) １泊２日 民泊 ２０名 １８名 

水汲みから始める海人塩作り体験 16/12/25(日) １泊２日 民泊 １２名 ７名 

伊江島でラジオデビュー！ 

三線ラジオ演奏体験 
16/12/23(金) ２泊３日 民泊 ３０名 ７名 

 

伊江島のとーちゃんと親子農業体験  

16/12/17(土) １泊２日 民泊 ５名 ４（１）名 

16/12/24(土) １泊２日 民泊 ５名 ４名 

17/01/14(土) １泊２日 民泊 ５名 ５（２）名 

17/01/28(土) １泊２日 民泊 ５名 ５（２）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 

初心者 OK！三線教室 

＆島のラジオで演奏体験 
17/02/11(土) １泊２日 民泊 ３０名 ６名 

伊江島の燃える男とガッツリ本気農業体験 未実施 １泊２日 民泊 ５名 ０名 

ガッツリサトウキビ収穫体験 未実施 １泊２日 民泊 ５名 ０名 

あたいぐゎーでプチ農業＆家庭料理体験 未実施 １泊２日 民泊 ６名 ０名 

島の風景の中で三線の音色を楽しむ！ 

島うた巡りツアー 
未実施 １泊２日 民泊 ６名 ０名 

※表中の( )内は助成対象外の人数(内数) 
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第４項 ツアー概要 
１. 島ま～いトライアル 

ツアー紹介文： 

島内の史跡・戦跡や「島ま～いトライアル」ならではのチェックポイントを、参加者がそれぞれの

チームで周り、チーム対抗で競っていただきます。プログラムが終わる頃にはあなたも伊江島マ

スター！？ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
   伊江港へ移動 

13:00  【オリエンテーション】 会場：伊江港 
14:00  【モニタープログラム】島まーいトライアル 
18:00  終了 
19:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先  
21:00  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
9:00  【家業体験】 
12:00  昼食、フリータイム 
13:50   伊江港へ移動 
14:00  【振り返りゆんたく会】 

   会場：伊江港ターミナル複合施設「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

15:00  終了、アンケート回収 
15:30  【離村式】 会場：伊江港 
16:00  伊江港よりフェリーにて出発 
16:30  本部港到着、解散 

実施写真： 
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■成果 

・参加者(観光客)のみでも、気軽に島内観光を楽しむ事のできる仕組みの素地ができた。 

■課題 

・交通事故防止などの対策が必要であると思われる。 

・チャイルドシート対応が必要である。 

 

モニターアンケート結果： 
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２. 島の三線達人が案内する歌碑巡り 

ツアー紹介文： 

島内各所にある歌碑を巡り、島の三線達人がガイドとなり各歌の内容の解説を行ってくれます。

三線達人ですのでもちろん歌の披露もアリ！琉歌を通して見る伊江島はいかがでしょうか？ 
 
行程表： 

（２泊３日行程） 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式・オリエンテーション】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
13:30  【家業体験】  
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民泊) 

２
日
目 

   朝食 
9:00  フリータイム 
12:00  昼食 

   会場へ移動 
13:30  【モニタープログラム】島の三線達人が案内する歌碑巡り  
17:30  終了 
19:30  【夕食交流会】 会場：宿泊先  
21:00  終了  

    (宿泊：島内民泊) 

３
日
目 

   朝食 
9:00  フリータイム、昼食 
13:50  伊江港に集合  
14:00  【振り返りゆんたく会】  

   会場：伊江港ターミナル複合施設「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

15:00  終了、アンケート回収 
15:30  【離村式】 会場：伊江港 
16:00  伊江港よりフェリーにて出発 
16:30  本部港到着、解散 
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（１泊２日行程） 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
    伊江港へ移動 

13:00  【オリエンテーション】 会場：伊江港 
14:00  【モニタープログラム】島の三線達人が合案内する歌碑巡り 
18:00  終了 
19:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先  
21:00  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
9:00  【家業体験】  

    
12:00  昼食、フリータイム 

    
     伊江港へ移動 

14:00  【振り返りゆんたく会】 
   会場：伊江港ターミナル複合施設「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

15:00  終了、アンケート回収 
15:30  【離村式】 ※伊江港 
16:00  伊江港よりフェリーにて出発 
16:30  本部港到着、解散 

 

■成果 

・地元住民の得意分野をうまく活用した体験プログラムを作成できた。 

■課題 

・現在は玄人(年配や芸能経験者)向けの内容なので、素人向けの内容等バリエーションを増やし

ていけると良いと思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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３. 島の熱い漁師と伝統漁法体験 

ツアー紹介文： 

島で一番熱い漁師と一緒に、伝統的な漁法を体験していただきます。海の豊かさ・漁師の心から、

伊江島の風土や暮らしを感じてください。 
 
行程表： 

（２泊３日行程） 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式】 会場：伊江港 
   【オリエンテーション】 会場：伊江港 

12:00  昼食 
   宿泊先へ移動 

13:30  フリータイム 
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民宿・民泊) 

２
日
目 

   朝食 
   フリータイム 

12:00  昼食 
   会場へ移動 

13:30  【モニタープログラム】島の熱い漁師と伝統漁法体験 会場：伊江ビーチ  
17:30  終了 
19:30  【夕食交流会】 会場：宿泊先  
21:00  終了                      

    (宿泊：島内民宿・民泊) 

３
日
目 

   朝食 
   伊江港へ移動 

9:00  【振り返りゆんたく会】  
   会場：伊江港ターミナル複合施設「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

10:30  終了、アンケート回収 
11:30  昼食 
12:40  【離村式】  
13:00  伊江港よりフェリーにて出発 
13:30  本部港到着、解散 
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（１泊２日行程） 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式・オリエンテーション】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
13:30  【モニタープログラム】島の熱い漁師と伝統漁法体験 会場：伊江ビーチ  

    
17:30  終了 
19:00  【夕食交流会】 会場：宿泊先 
21:00  終了                      

2 
日 
目 

   朝食 
9:00  【家業体験】  

    
12:00  昼食、フリータイム 

    
   伊江港へ移動 

14:00  【振り返りゆんたく会】  
   会場：伊江港ターミナル複合施設「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

15:00  終了、アンケート回収 
15:30  【離村式】 会場：伊江港 
16:00  伊江港よりフェリーにて出発 
16:30  本部港到着、解散 

 

■成果 

・地元住民の得意分野をうまく活用した体験プログラムを作成できた。 

■課題 

・波が高い日などの対応方法も検討の余地がある。 

 

モニターアンケート結果： 
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４. 水汲みから始める海人塩作り体験 

ツアー紹介文： 

海で水を汲むところから全てアナログで塩作りを行います。便利な物を使わず、昔ながらの作り

方を行う事によって、島と海との関わりや「イチからもの作る」という価値を体験して頂きます。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
13:00  【オリエンテーション】 会場：伊江港 

   会場へ移動 
13:30  【モニタープログラム】水汲みから始める海人塩作り体験 
17:30  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：宿泊先 
20:30  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
9:00  【家業体験】  

   終了 
12:00  昼食、フリータイム 

   伊江港へ移動 
14:00  【振り返りゆんたく会】 会場：伊江港ターミナル複合施設 

                    「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

15:00  終了、アンケート回収 
15:30  【離村式】 会場：伊江港 
16:00  伊江港よりフェリーにて出発 
16:30  本部港到着、解散 

 

■成果 

・地元住民の得意分野をうまく活用した体験プログラムを作成できた。 

■課題 

・実施を繰り返すことで内容のブラッシュアップをしていくことが必要かと思われる。 
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モニターアンケート結果： 
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５. 伊江島でラジオデビュー！三線ラジオ演奏体験 

ツアー紹介文： 

島のラジオ DJ でもある三線師匠から島唄を習い、ラジオ番組で披露しちゃいます！もちろん演

奏だけではなく、島での体験の感想等も話していただきます。伊江島でラジオデビューはいかが

ですか？（土日は生放送、平日は録音となります） 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式・オリエンテーション】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
13:30  【家業体験】  

    
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民泊) 

２
日
目 

   朝食 
9:00  【モニタープログラム】伊江島でﾗｼﾞｵﾃﾞﾋﾞｭｰ！三線ﾗｼﾞｵ演奏体験 
13:00  終了                      

   昼食 
   フリータイム 

17:30  【モニタープログラム】ラジオライブ 
18:30  終了 
19:30  【夕食交流会】 会場：宿泊先  
21:00  終了                      

    (宿泊：島内民泊) 

３
日
目 

   朝食 
9:00  【振り返りゆんたく会】  

   会場：伊江港ターミナル複合施設「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 
   終了、アンケート回収 

11:30  昼食 
12:40  【離村式】 会場：伊江港 
13:00  伊江港よりフェリーにて出発 
13:30  本部港到着、解散 
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■成果 

・地元住民の得意分野をうまく活用した体験プログラムを作成できた。 

■課題 

・今後も実施を重ねることで体験内容のブラッシュアップが必要である。 

 

モニターアンケート結果： 
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６. 伊江島のとーちゃんと親子農業体験  

ツアー紹介文： 

伊江島のとーちゃんこと山城克己さんの芋やハーブの植付けから出荷のお手伝い等を行います。

元気のあり余っているウーマクーから、農業は初めてというお父さんお母さんまで、誰でも大歓

迎！子育ての相談も OK ですよ！ぜひ伊江島のとーちゃんとたくさんお話ししながら農業体験を

たのしんで下さい。※当日の天気などの諸条件により、プログラム実施場所・内容が変わることが

ございます。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
13:00  【オリエンテーション】 会場：伊江港 

   会場へ移動 
13:30  【モニタープログラム】伊江島のとーちゃんと親子農業体験 
17:30  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：宿泊先 
20:30  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
9:00  【家業体験】  
12:00  終了 

   昼食、フリータイム 
13:50  伊江港に集合 
14:00  【振り返りゆんたく会】 会場：伊江港ターミナル複合施設 

                    「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

15:00  終了、アンケート回収 
15:30  【離村式】 会場：伊江港 
16:00  伊江港よりフェリーにて出発 
16:30  本部港到着、解散 

 

■成果 

・地元住民の得意分野をうまく活用した体験プログラムを作成できた。 

・参加者・受入民家の家族同士の交流を推進することが出来た。 

■課題 

・子育て相談の要素を取り入れる事で新たなニーズを取り込める可能性も考えられる。 
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モニターアンケート結果： 
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７. 初心者 OK！三線教室＆島のラジオで演奏体験 

ツアー紹介文： 

島のラジオ DJ でもある三線師匠から島唄を習い、島のコミュニティーラジオで披露しちゃいま

す！三線も引けるようになり、ラジオ出演まで出来るので、旅の思い出づくりにはもってこいの

ツアーです！※土日は生放送、平日は録音となります 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

10:10  集合 
10:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
11:00   本部港よりフェリーにて出発 
11:30  伊江港到着、コーディネーターと合流 

   【入村式】 会場：伊江港 
   宿泊先へ移動 

12:00  昼食 
   伊江港へ移動 

13:00  【オリエンテーション】 会場：伊江港 
   会場へ移動 

14:00  【モニタープログラム】初心者 OK！三線教室＆島のラジオで演奏体験 
18:00  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：宿泊先  
20:30  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
9:00  【家業体験】  

   終了 
12:00  昼食、フリータイム 

   伊江港へ移動 
14:00  【振り返りゆんたく会】 

   会場：伊江港ターミナル複合施設「はにくすに」セミナールーム 
   (意見交換・アンケート記入) 

15:00  終了、アンケート回収 
15:30  【離村式】 会場：伊江港 
16:00  伊江港よりフェリーにて出発 
16:30  本部港到着、解散 
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■成果 

・既存プログラムの派生プログラムとして初心者向けにアレンジを行うことが出来た。 

■課題 

・ラジオを通してツアー参加後も参加者が伊江島と繋がるような仕掛けづくりも検討できると考

えられる。 

 

モニターアンケート結果： 
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８. 伊江島の燃える男とガッツリ本気農業体験（未実施） 

ツアー紹介文： 

伊江島を支えてきた燃える男と芋やハーブの植付けから出荷のお手伝いを行います。最近ではな

かなか味わうことの出来ない農業労働の醍醐味を味わうことが出来ます。作業終了の達成感がた

まりません！ 
 

９. ガッツリサトウキビ収穫体験（未実施） 

ツアー紹介文： 

島の生活の柱を担うサトウキビ。そのサトウキビ収穫を通して昔ながら島の生活を体験します。

運動不足で日頃鈍ったあなたの体に、島での肉体労働がムチを打ちます。労働後の何とも言えな

い達成感を味わいませんか？ 
 
１０. あたいぐゎーでプチ農業＆家庭料理体験（未実施） 

ツアー紹介文： 

島の民家には家庭菜園があることが多いのですが、その菜園でのプチ農業＆家庭料理づくりを体

験するツアーです。タイミングが合えば、菜園で収穫したものをそのままその場で料理できちゃ

います。 
 

１１. 島の風景の中で三線の音色を楽しむ！島うた巡りツアー（未実施） 

ツアー紹介文： 

島内各所にある歌碑を巡りながら、島の三線達人が歌う島うたを楽しみます。歌だけではなく内

容の解説を行ってくれますので、昔の伊江島や琉球歴史などのことを知ることが出来ます。 
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第５項 島に関するアンケート結果 
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第６項 島の声 
・伊江島は子どもの民泊受け入れでは全国でも先進地になっているが、本事業での親子連れ・模合

仲間等のいろんな団体の受入を通して、その方々から新たにこの島の魅力を教えてもらっている。 
・島の受入民家からは「息子夫婦が孫を連れてきている感覚で楽しい」という声もあがっている。 
・今後はお客さんと受入民家が、家族ぐるみの交流に発展し人と人がつながるヒューマンツーリズ

ムにつながって行けばいいなと思っている。 
・ヒューマンツーリズムを通じて「島に住みたい・島で働きたい」と言ってくれるような人を育てて

いきたい。 
・今後は観光を通じた各島同士の交流も深めて行きたいと考えている。 
 
第７項 参加者の声 
・人の営み、歴史に触れることで残したいものがたくさんあり、年寄りが安心して暮らせる島であ

ってほしいと感じた。 
・島の方から直接島の魅力を教えて頂けて、村民の方の温かさが伝わりました。 
次回はレンタルサイクル、ホエールウォッチング、塩づくり、畑作業、貝工作、食事作り、バーベ

キュー、星空観測、等々たくさん体験したいです。玉城さん、大城さん、観光協会のみなさま、大

変お世話になりました。ありがとうございました。" 
・初対面の島人が観光客に話しかけてくれた。とてもフレンドリーですね。 
・想像以上に魅力がたくさんで食も景色も人も素晴らしかった。観光も見る所がたくさんあり楽し

めました。季節により色々な楽しみがあると思い、それぞれの季節に訪れたいと思いました。 
 
第８項 成果 

これまで各民泊先でのみ行っていた事を体験プログラムとして実施する事ができた。今後それ

ぞれの民家が持つ得意分野を体験プログラムとして売り出す事によって、民家の収入アップの土

台を作ることができたと考えられる。また伊江島はこれまで、子どもの民泊受入れを中心に行っ

ていたが、大人の受入れを通して、「また新たにこの島の魅力を発見できた」「今後はリピーターを

増やし島で住みたい・働きたいという人を育てていきたい」という声が上がっている。 
 
第９項 課題 

コーディネーターが１人で動く事が多く負担がかかってしまうので、連携体制の構築が必要か

と思われる。またオプションプランの事前提示等も今後推進して行くことで、島への経済効果が

高まると思われる。本島から近い離島なので、応募が少なかったが、逆に週末(土日など)の１泊２

日の日程でツアーを設ける事により、アクセスのしやすさを強みにしていくと良いと考えられる。 
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