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第１６節  多良間島 

 取り組み概要 
島の産業や文化、集落を活用した多良間島ならではのプログラム造成に取り組み、多良間島の

魅力の発信と今後のリピーターづくりを意識して取り組んだ。また、これまで消極的だった大人

民泊にもチャレンジし、受入の裾野を広げる取り組みも行った。 
 

 造成プログラム一覧 
1 日本で最も美しい村＆県内唯一の琉球風水集落を歩こう(散策) 

2 多良間と言えばミネラルたっぷりの黒糖！さとうきび収穫＆名産黒糖作り体験 

3 一度途絶えた伝統が復活！たらま花染色体験 

4 サトウキビ植付農業体験 

 
 実施ツアー一覧 

＜参加者合計：40名＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

日本で最も美しい村＆県内唯一の琉球風

水集落を歩こう(散策) 

16/12/09(金) ２泊３日 民宿 １０名 ８名 

多良間と言えばミネラルたっぷりの黒糖！ 

さとうきび収穫＆名産黒糖作り体験 

16/11/18(金) ２泊３日 民宿 １０名 ３名 

一度途絶えた伝統が復活！ 

たらま花染色体験 

17/03/03(金) ２泊３日 民泊 １０名 １１名 

サトウキビ植付農業体験 

17/01/20(金) ２泊３日 民宿 １０名 ９名 

17/02/15(水) ２泊３日 民宿 １０名 ４名 

17/03/03(金) ２泊３日 民宿 １０名 ５名 

※表中の( )内は助成対象外の内数 
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 ツアー概要 
１. 日本で最も美しい村＆県内唯一の琉球風水集落を歩こう(散策) 

ツアー紹介文： 

地元ガイドの案内で、琉球風水集落として現存する県内唯一の集落や史跡などを散策し、ありのま

まの自然や独特の文化を有する「日本で最も美しい村」の風景と時間を満喫してください。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

6:55   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
7:10  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:05   那覇空港より[RAC801便]にて出発 
9:05  宮古島空港到着、各自乗り換え 
9:30  宮古空港より［RAC891便］にて出発 
9:55  多良間空港到着、コーディネーターと合流  

    宿泊先へ移動、荷物を降ろす 
10:30  八重山遠見台へ移動 

   【オリエンテーション】(島紹介) 
   八重山遠見台・ふるさと民俗学習館見学 

12:00  昼食、オリエンテーション会場へ移動 
13:30  【オリエンテーション】会場：ウェーキ家・その後フリータイム 
18:00  終了、宿泊先へ移動、チェックイン 
18:30  夕食                    （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

8:00  朝食 
9:00  プログラム会場へ移動 
9:30  【モニタープログラム】 

   12:00  モニタープログラム終了、畑にて昼食・その後フリータイム 
19:00  【夕食交流会～ぶがりのーす～】会場：ウェーキ家 

   終了、宿泊先へ移動              （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

8:00  朝食、チェックアウト・その後フリータイム 
12:00  昼食 
13:30  【振り返りゆんたく会】会場：ウェーキ家 
14:30  終了、多良間空港へ移動 
15:30  多良間空港到着 
16:30  多良間空港より[RAC898便]にて出発 
16:55  宮古空港到着、各自乗り換え 
17:50  宮古空港より[JTA566便]にて出発 
18:35  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・既存プログラムのブラッシュアップに繋がった。 
■課題 

・悪天候時の代替プログラムも準備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. 多良間と言えばミネラルたっぷりの黒糖！さとうきび収穫＆名産黒糖作り体験 

ツアー紹介文： 

県内で生産量一を誇る多良間島のサトウキビを収穫し、島の製糖工場で黒糖作りまで行います。潮

風を受けたサトウキビで作られた黒糖は、ミネラル豊富。多良間島の黒糖は「ズミ」(※最高)です！！ 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:15   集合、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[RAC559便]にて出発 
13:20  宮古島空港到着、各自乗り換え 
15:40  宮古空港より［RAC897便］にて出発 
16:05  多良間空港到着、コーディネーターと合流・宿泊先へ移動、荷物を降ろす 
16:30  八重山遠見台へ移動 

   【オリエンテーション】(島紹介) 八重山遠見台・ふるさと民俗学習館見学 
   ウェーキ家へ移動 

17:30  【オリエンテーション】会場：ウェーキ家 
18:00  終了、宿泊先へ移動、チェックイン 
18:30  夕食                                  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

8:00  朝食 
9:00  【モニタープログラム】黒糖づくり体験 会場：シート－屋 

   昼食 
15:00  モニタープログラム終了・その後フリータイム 

   夕食交流会会場へ移動 
19:00  【夕食交流会～ぶがりのーす～】会場：ウェーキ家 

   終了、宿泊先へ移動                          （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

8:00  朝食、チェックアウト・その後フリータイム 
12:00  昼食 
13:30  【振り返りゆんたく会】会場：ウェーキ家 
14:30  終了、多良間空港へ移動 
15:30  多良間空港到着 
16:30  多良間空港より[RAC898便]にて出発 
16:55  宮古空港到着、各自乗り換え 
17:50  宮古空港より[JTA566便]にて出発 
18:35  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地域の事業者と連携し、島の基幹産業を活かしたプログラムの造成ができた。 
■課題 

・商品化に向けてプログラム料金の再検討が必要 
 

モニターアンケート結果： 
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344 
 

３. 一度途絶えた伝統が復活！たらま花染色体験 

ツアー紹介文： 

今、本土でも注目されている「たらま花」（紅花）やふく木、島の草木を使った染物体験ができます。

「たらま花染色」は、一度は途絶えたものの、島のお母さん達によって復活され、伝統が守られてい

ます。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

6:55   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
7:10  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:05   那覇空港より[RAC801便]にて出発 
9:05  宮古島空港到着、各自乗り換え 
9:30  宮古空港より［RAC891便］にて出発 
9:55  多良間空港到着、コーディネーターと合流・宿泊先へ移動、荷物を降ろす 
10:30  八重山遠見台へ移動 

   【オリエンテーション】(島紹介) 八重山遠見台・ふるさと民俗学習館見学 
12:00  昼食、オリエンテーション会場へ移動 
13:30  【オリエンテーション】会場：ウェーキ家・その後フリータイム 
18:00  終了、宿泊先へ移動、チェックイン 
18:30  夕食                    （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

8:00  朝食 
9:00  プログラム会場へ移動 
9:30  【モニタープログラム】 会場：夢パティオ 

   一度途絶えた伝統が復活！たらま花染色体験  
17:00  終了 

   夕食交流会会場へ移動 
19:00  【夕食交流会～ぶがりのーす～】会場：ウェーキ家                （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

8:00  朝食、チェックアウト 
9:00  【家業体験】・その後フリータイム 
12:00  昼食 
13:30  【振り返りゆんたく会】会場：ウェーキ家 
14:30  終了、多良間空港へ移動 
15:30  多良間空港到着 
16:30  多良間空港より[RAC898便]にて出発 
16:55  宮古空港到着、各自乗り換え 
17:50  宮古空港より[JTA566便]にて出発 
18:35  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・たらま花を活用した事で、多良間島でしか実施できない独自のプログラムを造成できた。 
■課題 

・作業手順の説明方法や体験をより充実させる事で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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４. サトウキビ植付農業体験 

ツアー紹介文： 

県内で生産量一を誇る多良間島のサトウキビ植付体験を行います。サトウキビで有名な沖縄ですが、

県民の中にも、サトウキビ作業に関わった事がない人も多いはず。多良間島で、初めてのサトウキ

ビ作業体験をしてみませんか？ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

6:55   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
7:10  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:05   那覇空港より[RAC801便]にて出発 
9:05  宮古島空港到着、各自乗り換え 
9:30  宮古空港より［RAC891便］にて出発 
9:55  多良間空港到着、コーディネーターと合流  

    宿泊先へ移動、荷物を降ろす 
10:30  八重山遠見台へ移動 

   【オリエンテーション】(島紹介) 八重山遠見台・ふるさと民俗学習館見学 
12:00  昼食、オリエンテーション会場へ移動 
13:30  【オリエンテーション】会場：ウェーキ家・その後フリータイム 
18:00  終了、宿泊先へ移動、チェックイン 
18:30  夕食                    （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

8:00  朝食 
9:00  プログラム会場へ移動 
9:30  【モニタープログラム】サトウキビ農業(収穫＆植付)体験 会場：富盛さんの畑 
12:00  モニタープログラム終了、畑にて昼食 
13:00  フリータイム 
17:00  夕食づくり交流(参加自由) 
19:00  【夕食交流会～ぶがりのーす～】会場：ウェーキ家                （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

8:00  朝食、チェックアウト・その後フリータイム 
12:00  昼食 
13:30  【振り返りゆんたく会】会場：ウェーキ家 
14:30  終了、多良間空港へ移動 
15:30  多良間空港到着 
16:30  多良間空港より[RAC898便]にて出発 
16:55  宮古空港到着、各自乗り換え 
17:50  宮古空港より[JTA566便]にて出発 
18:35  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・労働力不足など島の課題改善と参加者の満足の双方に繋がるプログラムづくりの可能性を確認

する事ができた。 
■課題 

・作業内容や作業量、作業前の説明の充実が必要かと思われる。 
 
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 
・たらま花染色体験や黒糖作りは商品化に向けての手ごたえを感じた。 
・夕食交流会の準備もモニターと一緒に行った事で、交流が深まったので良い取り組みだった。 
・漁師から魚を購入し、食材を調達するなど島内の経済循環も図る事ができた。 
・今後は受入体制を整えて、島の伝統文化や豊かな自然を活かせるプログラムづくりに取り組み、

モニターの満足度を高めていきたい。 
・次年度は、労働の人手不足や嫁不足などの課題解決にも繋がるようなツアー開催も取り組んで

みたい。 
・事業に対する認知が広がっていなかったため、島の人の参加を促す事ができなかった。 
・参加者のキャンセルが多数発生したり突然の参加があったので、宿泊手配の調整が難しかった。 
 

 参加者の声 
・個人で来ただけでは、歴史やまちづくりの秘訣が分からず、ただ見て終わっていたはず。島の人

の言葉で説明してもらえるので感動がありました。ブラタモリみたいで楽しい！ 
・今の島に残っている島の自然や雰囲気を壊さずに島の風土をアピールして観光推進に取り組ん

で欲しい。画期的な観光施設を作ってそれが推進だ、とならないようにして欲しいです。 
・段取りが良すぎてほんのさわりしか体験できなかった。もっと本格的な作業あるいは長時間作

業でも良い。 
・他の手芸などの体験プログラムがあったら体験したい。 
・民宿の使い方、利用説明が欲しかった。部屋の電気調整リモコンの場所が分かりにくかった。 
・コーディネーターの方以外に多くの島の方と食事をしながら話をする機会がなかったので残念。

多良間島の食材で郷土料理が食べてみたかったです。 
 

 成果 
島の景観や産業など島の特色が存分に活かされたプログラムを造成する事ができた。また、大

人民泊にも初めて取り組み、モニターとの交流を通して大人の受入れの喜びも生まれ、今後に繋

がる実施となった。 
 

 課題 
組織的な動きがまだ本格化していないため、ツアー全般に係る様々な手配や段取りがコーディ

ネーターに集中しており、今後の持続的な観光受入れのためには島内連携を通じた受入体制の強

化とコーディネーター育成が必要な状況である。 
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