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第２節 伊是名島 

第１項 取り組み概要 
伊是名島では主に民泊で教育旅行を受け入れているため、本事業では大人の受け入れを通して

民泊の幅を広げることを目的に取り組んだ。体験プログラムでは島の自然を活かした昔ながらの

漁法体験や、特産品の普及を兼ねた料理体験を行った。 
 
第２項 造成プログラム一覧 

1 昔ながらの竹竿釣り体験 

2 伊是名島の投げ網マスターが教える投げ網漁体験 

3 島のかーちゃん直伝の島の家庭料理体験 

4 中川さんと行く！尚円王歴史散策ツアー 

 
第３項 実施ツアー一覧 

＜参加者合計：79名(６名)＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

昔ながらの竹竿釣り体験 
16/10/21(金) ２泊３日 民泊 ２０名 １０（１）名 

16/11/21(月) ２泊３日 民泊 ２０名 １４名 

伊是名島の投げ網マスターが教える 

投げ網漁体験 

16/12/03(土) ２泊３日 民泊 １０名 ８名 

17/02/24(金) ２泊３日 民泊 １０名 １０名 

島のかーちゃん直伝の島の 

家庭料理体験 

17/01/11(水) ２泊３日 民泊 ８名 ９（２）名 

17/02/24(金) ２泊３日 民泊 ８名 １２（３）名 

中川さんと行く！尚円王歴史散策ツアー 17/03/18(土) １泊２日 民宿 １０名 １６名 

※表中の( )内は助成対象外の内数 
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第４項 ツアー概要 
１. 昔ながらの竹竿釣り体験 

ツアー紹介文： 

リーフ内にボートを出し、竹で作った昔ながらの竹竿で釣り体験。頼りになるのは道具ではなく、

あなたの腕のみ。釣れた魚は民泊先に持ち帰り、捌き体験や料理体験にご使用いただけます。おい

しい食事はみなさんの釣果にかかっています！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:40   集合 
9:55  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:30   運天港よりフェリーにて出発 
11:25  仲田港到着、コーディネーターと合流 
11:30  【オリエンテーション】 会場：仲田港ターミナル 
12:00  昼食 
13:30  【家業体験】 

   ・農業体験 ・民泊受け入れ先の方と島巡り など 
17:00  フリータイム 
18:30  【夕食交流会】 会場：伊是名地区体験館 
20:30  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   フリータイム 
   昼食 

13:00  【モニタープログラム】竹竿釣り体験 
15:00  終了 

   フリータイム 
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食 
10:00  【振り返りゆんたく会】 会場：伊是名地区体験館 

   ・意見交換、アンケート 
11:00  終了、アンケート回収 
11:45  昼食 
13:30  仲田港よりフェリーにて出発 
14:25  運天港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・途絶えかけていた昔ながらの竹竿釣りを、現代に復活させることが出来た。 

■課題 

・子供向けの体験プログラムとして人気があったため、子供にも対応した更なる安心安全の体制

を整える必要がある。 

 

モニターアンケート結果： 
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２. 伊是名島の投げ網マスターが教える投げ網漁体験 

ツアー紹介文： 

浜辺から投げ網で魚を獲る投げ網漁の体験を行います。伊是名島の投げ網マスターが教えてくれ

るので初めての方でも OK。すばしこく逃げる魚との知恵くらべ、あなたは何匹ゲットできるの

か！ゲットした魚は民泊先に持ち帰り、捌き体験や料理体験にご使用いただけます。おいしい食

事はみなさんの腕にかかっています！ 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

 
１
日
目 

9:40   集合 
9:55  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:30   運天港よりフェリーにて出発 
11:25  仲田港到着、コーディネーターと合流 
11:30  【オリエンテーション】 会場：仲田港ターミナル 

   宿泊先に移動 
12:00  昼食 
13:30  【家業体験】 

   ・農業体験 ・民泊受け入れ先の方と島巡り etc. 
17:00  フリータイム 
18:30  【夕食交流会】 会場：伊是名地区体験館 
20:30  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
9:00  【モニタープログラム】伊是名島の投げ網マスターが教える投げ網漁体験 

   会場：伊是名地区体験館 
11:00  終了 
12:00  昼食 

   フリータイム 
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食 
10:00  【振り返りゆんたく会】 会場：伊是名地区体験館 

   ・意見交換、アンケート 
11:00  終了、アンケート回収 
11:45  昼食 
13:30  仲田港よりフェリーにて出発 
14:25  運天港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・投げ網漁を体験プログラムとして確立できた。 
■課題 

・魚が獲れないこともあるので、その場合の対応策なども必要かと思われる。 
 

モニターアンケート結果： 
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３. 島のかーちゃん直伝の島の家庭料理体験 

ツアー紹介文： 

島のかーちゃん達と一緒に、サーターアンダギーやモズク天ぷら等の島の食材を使った家庭料理・

菓子づくりを体験します。料理ももちろんですが、かーちゃん達とのおしゃべりも楽しんで下さ

いね。島ならではのアレンジに出会えるかも。 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:40   集合 
9:55  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:30   運天港よりフェリーにて出発 
11:25  仲田港到着、コーディネーターと合流 
11:30  【オリエンテーション】 会場：仲田港ターミナル 
12:00  昼食 
13:30  【家業体験】 

   ・農業体験 ・民泊受け入れ先の方と島巡り など 
17:00  フリータイム 
18:30  【夕食交流会】 会場：伊是名地区体験館 
20:30  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   フリータイム 

11:00  【モニタープログラム】島のかーちゃん直伝の家庭料理体験 
   会場：伊是名地区体験館 

13:00  昼食 
14:00  終了 

   フリータイム 
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食 
10:00  【振り返りゆんたく会】 会場：伊是名地区体験館 

   ・意見交換、アンケート 
11:00  終了、アンケート回収 
11:45  昼食 
13:30  仲田港よりフェリーにて出発 
14:25  運天港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・島の住民を巻き込んだ体験プログラムを作ることが出来た。 
■課題 

・全員が公平に作業するようにするための工夫が必要と思われる。 
 

モニターアンケート結果： 
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４. 中川さんと行く！尚円王歴史散策ツアー 

ツアー紹介文： 

歴史上でも極めて長い４００年も続いた王統である琉球王国第二尚氏。伊是名島は第二王統の初

代王様「尚円王」生誕の地です。尚円王ゆかりの地を巡り、尚円王が伊是名島で農民をしていたこ

ろから首里へ行き王様になるまでのロマンある歴史に思いを馳せてみませんか。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:40   集合 
9:55  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:30   運天港よりフェリーにて出発 
11:25  仲田港到着、コーディネーターと合流 
11:30  【オリエンテーション】 会場：仲田港ターミナル 
12:00  昼食 
13:30  【モニタープログラム】中川さんと行く！尚円王歴史散策ツアー 
15:30  終了 

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

  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

   朝食 
10:00  【振り返りゆんたく会】 会場：宿泊先 

   ・意見交換、アンケート 
11:00  終了、アンケート回収 
11:30  昼食 
13:30  仲田港よりフェリーにて出発 
14:25  運天港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・民宿中心(宿泊・体験プログラム)にしたツアーを造成できた。 
■課題 

・1 泊 2 日だと時間が短いという声が上がった。 
 

モニターアンケート結果： 
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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 
・昔は多くの島の子ども達が竹竿釣りをしていたが、現在はなかなか見られない光景になっている

が、それを今回復活させることが出来て嬉しかった。 
・今年度は初めての大人の受け入れでしたが、大人の場合は子供と違って、参加者のみでも行動も

でき夜は一緒にお酒を飲めるので、楽しかったという感想が受入民家さんからあがっている。 
・大人の受入れに対して「うちもやってみたい」という方も出てきている。 
・参加者からは「そのままの伊是名島を残してください」という意見が多くあがっていたので、今後

も何も着飾る事のない身の丈にあった観光を推進していきたい。 
・事業で得たノウハウを活用して島の観光産業をもっと盛り上げていきたい。 
・事業終盤では民宿を活用し、よりフリーに近いツアーを作れたので今後の展開が楽しみ。 
 
第７項 参加者の声 
・島の素材を利用した料理体験はメニューが多く美味しかった。料理体験のレシピがあれば持ち帰

って家でも作ってみようかと思う。講師やスタッフの優しさや技術、コーディネートも素晴らし

かった。 
・自由行動でおすすめスポット等の案内があれば助かると思います。 
・島の自然や島の人のよさをずっと残してほしい。すてきな島でした。内地的なシステムはとり入

れないでほしい。 
・島あっちぃをきっかけとして、離島へ目を向けるきっかけになった。 
・島の特産品の生産工場を見せてもらったりすれば、もっとこの島のお土産品を買うのではないか。 
 
第８項 成果 

本年度新たに造成された「島のかーちゃん直伝の島の家庭料理体験」と「昔ながらの竹竿釣り体

験」プログラムの商品化に向けての可能性を確認できたことをはじめ、新しいガイドの発掘、人を

受け入れる事に対する島の人達の喜びづくりにも取り組む事ができたという声があった。 
また、本年度はほとんどの受入を大人民泊で実施した。「島の人達と交流ができ、直接話を聞く

機会が多く嬉しい」と参加者の満足度も高かった事から今後の「大人民泊受入れ」の可能性に対し

ての手応えを得ることが出来たようである。 
ファミリー向けプログラムの造成や大人民泊での受入れは、今後のターゲット層の拡大に繋が

る取り組みとなった。 
 

第９項 課題 
本年度の実施は修学旅行受入れの合間をぬって行ったため、実施回数は少なくなった。そのた

め、事業の周知や地域の巻き込みが不十分だった事が課題として挙げられた。 
新規プログラム「投げ網マスターが教える投げ網漁体験」はプログラムの進行を見直す必要性

や「島のかーちゃん直伝の島の家庭料理体験」ではプログラム料金再考の必要性も出てきた事か

ら、次年度は以上の点に留意しながらブラッシュアップに取り組んで行けると良いだろう。 
また現在、観光協会が窓口となって実施しているオプションプログラムがないため、フリータ

イム時に参加者が体験できるコンテンツを増やし、島にお金を落とす仕組みづくりが必要である

と考える。  
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