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第５章 本島住民の離島理解促進に係る取り組み 

第１節 モニターツアーでの取り組み 

 誓約書 
モニターを募集するにあたり、離島の理解促進及び、文化歴史・自然環境・住民の暮らしの保全

の観点から下記の項目を誓約条件とし、誓約頂けない応募者はモニターの対象から外した。 
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 センディング 
モニターツアー出発当日に港や空港で、センディングスタッフから参加者へ、事業趣旨・目的、

誓約書の内容を説明した。これにより島あっちぃは一般ツアーではなくモニターツアーである事

を強調し、モニターであることや離島理解促進に対する意識を高めた。 
 

   
 

 オリエンテーション・島紹介 
各島に到着後、ツアー冒頭にオリエンテーションを実施した。オリエンテーションではコーデ

ィネーターの自己紹介や島の簡単な概要、ツアーの全体日程等を紹介した。また参加者同士の自

己紹介や参加目的を共有することで、参加者同士の交流も促した。 
 

   
 

 振り返りゆんたく会 
各島でのツアー最終日には、振り返りゆんたく会を実施した。ゆんたく会は、参加者から地域コ

ーディネーターへ直接ツアーの感想や島へのアドバイスを伝える場とした。顔を合わせた意見交

換を通して、本島住民と地域コーディネーター双方によりよい気づきが得られる場となるよう、

事務局にて下記左のトークフリップを作成し島のコーディネーターに使用してもらった。 
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 離島観光ユース大使 
本島住民の離島理解の促進のため、本事業で生まれた 19 離島 20 地域でのモニターツアーに参

加しながら、滞在中の島の魅力を SNS などで発信する「離島観光ユース大使(以下、ユース大

使)」の募集・選定を行った。ユース大使の主な活動は下記のとおりとした。 
 
１. 主な活動ミッション 

・「島あっちぃ」のＰＲと「島あっちぃ」が目指す沖縄離島の旅※の発信 
・好きな島の体験プログラムにモニターとして参加 
・訪れた島や島での滞在、体験プログラムについての PR 活動 
・フリータイムを利用した島の過ごし方の提案と実践 

※「島あっちぃ」が目指す沖縄離島の旅とは 

「豊かな自然や文化、旧暦に根ざした暮しや祭祀、島ならではの農漁業などを島人のガイ

ドで体験する旅」「これらの島の宝を大切にしながら、触れ合う旅」「島の人々のくらしを

応援する旅」 
 
２. 募集期間 

・募集期間：12 月 15 日(木)～ 1 月 9 日(月) 
 
３. 募集要件 

・対象：沖縄県内在住の大学生または専門学校生(Web での積極的な情報発信が可能な者) 
・募集人数：30 名（単独またはグループでの応募可能とした） 

※好きな離島の体験プログラム費やリクエストプログラムに係る費用の全額を助成 
※次年度も今年度同様にモニターツアーの取材旅費無料の権利を付与 
※離島の紹介等をラジオや新聞等で紹介する機会の提供 

 
４. 選考結果 

選考の結果、下記 5 名をユース大使として採用し希望モニターツアーへ派遣を行った。 
 
氏名 年齢 所属 ツアー出発日 島名 ツアー名 

福山 芽祝 21 琉球大学 
医学部医学科 

2017/2/11 伊江島 初心者OK！三線教室＆島
のラジオで演奏体験 

宮本 春花 22 琉球大学 
医学部医学科 

上江洲 冴 23 沖縄国際大学 
法学部法律学科 

2017/3/3 多良間島 サトウキビ植付農業体験 

風間 結木 23 沖縄国際大学 
産業情報学部 
企業システム学科 

狩俣 道世 23 沖縄国際大学 
産業情報学部 
企業システム学科 
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５. 情報発信 

採用されたユース大使５名により下記のとおり情報発信が行われた。 

 

■ホームページでの情報発信 

https://hymyc0ny.wixsite.com/okinawa 

 
■ＳＮＳでの情報発信 

Instagram 

https://www.instagram.com/acchiyouth/?hl=ja 
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Facebook 

https://www.facebook.com/acchiyouth/?fref=ts 
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第２節 モニターツアー以外での取り組み 

 離島 100 の豆知識・離島クイズ 
本島住民の離島理解促進のため、島あっちぃ実施 19 離島に関わる豆知識を 100 個集め、HP へ

の掲載や募集要領と合わせて配布を行った。また、より楽しんで豆知識を学べるよう、100 の豆知

識の中からいくつかをピックアップし離島クイズを作成した。クイズでは JALJTA セールス株式

会社と全日本空輸沖縄支社のご協力を頂き、全問正解者の中から抽選で那覇―久米島航空券、那

覇―宮古航空券、那覇―石垣航空券を授与した。 
※ 離島 100 の豆知識及び、離島クイズは資料編参照のこと 

 
 離島フェア 

離島フェア 2016 においてブース出展及び、舞台出演を行った。ブースでは事業概要の説明やツ

アー紹介、離島クイズを行った。また舞台では、事業説明や地域コーディネーターの紹介をはじ

め、上記離島クイズ全問正解当選者への航空券の授与式を行った。 
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 ラジオレギュラー番組 
イオン琉球株式会社と沖縄海邦銀行がスポンサーとなり、ラジオ沖縄(ROK)・琉球放送(RBC)の

２社にて、島あっちぃのレギュラー番組の放送を行った。 
番組では、地域コーディネーターからの島あっちぃ受入れの感想や、地域の喜びの声などが報告

された。 
 

放送局 ラジオ沖縄(ROK) AM864 
番組名 「イオン琉球プレゼンツ 島あっちぃ応援隊」 

放送時間 毎週水曜 夕方 18:30～18:45 
パーソナリティー 小橋川結子 

アーカイブ http://pod.rokinawa.co.jp/wp/archives/category/acchi 
放送日 出演 

2016/10/05 開梨香 
2016/10/12 開梨香 
2016/10/19 開梨香 
2016/10/26 水納島コーディネーター 湧川祥 
2016/11/02 伊平屋島コーディネーター 金城洋子 
2016/11/09 与那国島コーディネーター 米城由美子 
2016/11/16 伊良部島コーディネーター 普天間一子 
2016/11/23 阿嘉島体験レポート 小橋川結子・開梨香 
2016/11/30 多良間島コーディネーター 富盛玄三 
2016/12/07 伊是名島コーディネーター 上間美卓 
2016/12/14 石垣島川平コーディネーター 小林日出子 
2016/12/21 久米島コーディネーター 仲宗根麻衣子 
2016/12/28 石垣島・伊原間地区コーディネーター 美馬誠憲 
2017/01/04 伊江島観光協会元会長 山城克己 
2017/01/11 粟国島コーディネーター 四方正良 
2017/01/18 宮古島・城辺地区コーディネーター 松原敬子 
2017/01/25 西表島・船浮地区 池田卓 
2017/02/01 渡嘉敷島コーディネーター 金城肇 
2017/02/08 津堅島コーディネーター 東松根信子 
2017/02/15 池間島コーディネーター 前泊博美 
2017/02/22 伊江島観光協会会長 古堅幸一 
2017/03/01 北大東村地域おこし協力隊 清崎大貴 
2017/03/08 津堅島体験レポート 久高せいや 
2017/03/15 渡名喜島コーディネーター 南風原豊 
2017/03/22 阿嘉島コーディネーター 一戸久子 
2017/03/29 久米島コーディネーター 仲宗根麻衣子 
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放送局 琉球放送(RBC)AM738 
番組名 「沖縄海邦銀行プレゼンツ 島あっちぃタイム」 

放送時間 毎週木曜 朝 8:30～8:40 
パーソナリティー 片野達朗、宮平まりね 

アーカイブ http://www.rbc.co.jp/radio_blog/acchi/ 
放送日 出演 

2016/10/06 開梨香 
2016/10/13 開梨香 
2016/10/20 開梨香 
2016/10/27 伊是名島コーディネーター 上間美卓 
2016/11/03 久米島コーディネーター 仲宗根麻衣子 
2016/11/10 石垣島・川平地区コーディネーター 小林日出子 
2016/11/17 伊良部島コーディネーター 普天間一子 
2016/11/24 宮古島・城辺地区コーディネーター 松原敬子 
2016/12/01 与那国島コーディネーター 米城由美子 
2016/12/08 水納島コーディネーター 湧川祥 
2016/12/29 粟国島コーディネーター 四方正良 
2017/01/05 沖縄県企画部地域離島課 屋比久義 
2017/01/12 石垣島・伊原間地区コーディネーター 美馬誠憲 
2017/01/19 渡名喜島コーディネーター 南風原豊 
2017/01/26 渡嘉敷島コーディネーター 金城肇 
2017/02/02 西表島・船浮地区コーディネーター 池田卓 
2017/02/09 伊江島観光協会会長 古堅幸一 
2017/02/16 津堅島コーディネーター 東松根信子 
2017/02/23 阿嘉島コーディネーター 一戸久子 
2017/03/02 伊平屋島コーディネーター 金城洋子 
2017/03/09 北大東村地域おこし協力隊 清崎大貴 
2017/03/16 モニター参加者 長濱広樹 
2017/03/23 開梨香 
2017/03/30 開梨香 

 
  



31 
 

 島あっちぃコンサート 
本事業の報告イベントとして、琉球放送株式会社(RBC)と連携し、島あっちぃコンサートを開催

した。コンサートでは離島出身アーティストの歌とトークや、離島でのマナーについてのコント

等を行う事により、本島住民の離島理解を促進した。 
 

タイトル：島あっちぃコンサート 
日  時：平成 29 年３月 25 日(土)13:00〜15:00 (開場 12:30) 
場  所：沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 
参 加 費：入場無料 
出 演 者：離島出身ミュージシャン 
         １.池田 卓 (西表島船浮) 
         ２.きいやま商店 (石垣島) 
         ３.神谷ファミリー (津堅島) 
     ４.ウーマクーボーイズ (古波津正光・いさお名ゴ支部) 
         司会. 柳 卓・開梨香(アシスタント) 
 
事前申込者数：530 名 
当日参加者数：339 名 
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１. アンケート集計結果 

  

■満足度

■参加者属性

※来場者数370名、アンケート回答205名
■本日の島あっちぃコンサートはいかがでしたか？(理由)

■今日、特に印象に残った事を教えてください。

・出演者が島の誇りをもって歌う姿に感動した。出演者の自分の島自慢を通して離島の良さを改めて感じた。

・2度、3度も「島あっちぃ」を堪能しました。企画した方々に深く感謝します。ありがとうございました。

・展示されている写真を見て全部もう一度参加したいと思いました。

・久しぶりに、伊良部島のコーディネーター普天間さんに会えてよかった。

・出演者さんたちが家族や島を大切にしていることがすごく伝わってきました。

・アーティストの島への愛情や誇りに心が揺さぶられたコンサートでした。私もさらに沖縄が大好きになりました。本当にありがとうございました。

・離島出身・在住のアーティストのコンサートを随所に散りばめ、受入者のインタビューもあり、コンパクトでわかりやすかったです。

・海外か県外に行くことばかりだったが今回で離島に行きたくなった。

・報告会の主旨を外れずに、島のパワーを感じさせる、すばらしい企画でした。

・島あっちぃ事業の事を詳しく聞けた。民泊は大人受入が初めてとは知らなかった。

・楽しむだけでなく、離島の現状も知ることができて勉強になりました。（学校、病院、ゴミ問題など）

・会場に離島から来た方もいて、会場で島あっちぃ交流会ができたことが印象的だった。

・コーディネーターとまた会えてとっても嬉しかったです。お世話になった民泊の方とも会いたかった。

・島人の集まりなので方言が飛び交っているなかで自然に笑いがおこるところが嬉しかったです。ホッとできる空間でした。

・島の事情をコントでわかりやすく笑いで説明してくれたこと。ゴミ処理（ペットボトルなど）ゴミを持ち帰る等マナーを守って離島を楽しみたいと思った。

・「離島あるあるコント」、島の外から私たちが”外来種”を持ち込んだり、島に過度の期待をしたり、島の人達に何も恩恵のない行動はダメと改めて思いました。

・離島でのマナーのコントが印象に残った。離島に行く前にもこのコントを見ておきたかった。

・離島のミュージシャンは、自分が育った島に強い愛着があり、それが歌にも表れているのが感じられた。やはり、沖縄の島々はすばらしいと思った。

　

・受入側の島の人が活気づいて元気になったという話を聞き、訪問した側はもっと元気づけて頂いたのにお互いが良かったとの話で実にすばらしい企画だと実感。

・開梨香さんの島を活性化する熱意が、島の現状（病院のことなど）もふまえて説明されていることで伝わってきて自分たちも何かしなければという気持ちになりました。

・沖縄にいても離島について知らないことが多いと改めて考えさせられました。島言葉も大切にしていきたいです。もっと離島のことを知りたいと思いました。

・島を愛する人がたくさんいると感じた。

・島の優しさを感じたコンサートでした。あっちこっちの離島に行きたくなりました。

・まだまだじぶんの知らない魅力的な島がありそう。

・沖縄の島について話も聞けて、改めて島の良さを考える機会となりました。

・とても楽しかった。生まれ育った沖縄をもっと知りたいと思いました。

・島あっちぃの思い、リズムを感じられてとても楽しかったです。

・出演者たちの歌、音楽、コントが素晴らしい！全員合唱の島人の宝大合唱が良い！

男性

28%
女性

72%

男女比
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宮古島城辺
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阿嘉島
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伊良部島

西表島船浮

宮古島

伊平屋島

久米島

参加エリア
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２. 新聞広告 

 
 
３. 会場横断幕 

 

 
 

   
 



34 
 

４. 会場のぼり 
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５. 会場ポスター 
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 新聞広告記事掲載 
琉球新報 平成 29 年 3 月 30 日掲載 
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沖縄タイムス 平成 29 年 3 月 31 日掲載 
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第６章 WEB 構築 
 サイト要件定義 

・ツアー内容の紹介、募集、申込み、参加者決定を行えるシステムを導入した。 
・ツアー情報のボリュームアップのため、ページを増設しやすいサイト構成とした。 
・サイト検索がしやすいようなキーワード選定・調整を行い SEO の強化を行った。 

 
ホームページ URL：https://acchi.okinawa/ 

 
 ページ構成／sitemap 
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 応募フロー 
申込み導線、画面遷移 

  
サイト全体で暗号化通信（SSL）を行い、接続セキュリティを強化 

 
ツアー詳細画面構成       誓約書（※１）         申込者情報入力（※２） 

   
※1 誓約書項目の全てにチェックを入れ同意しなければ、申込みが行えないよう 

システムにて制御 
※2 必須項目が入力されていない場合は該当箇所のアラート表記を行い、 

申込みが行えないようシステムにて制御 
  

TOP
└ おすすめツアー

全体スケジュール
└ カレンダーメニュー

各離島詳細

ツアー詳細 誓約書 申込者
情報入力

確認 Thank You画面
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 応募アクセス状況 
 
募集期間：8/30-9/30 の WEB サイトページ閲覧数 

 

【累 計】705,086 PV 

【日平均】22,034 PV 

【訪問者数】24,267 人/月 
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