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第９節 渡嘉敷島 

 取り組み概要 
国立公園指定により、来島者が増加している渡嘉敷島だが、山の資源に恵まれた島でもあるた

め、山の魅力を発信できるプログラム造成を主に取り組んだ。陸、山域のプログラムを造成するこ

とで閑散期の冬期に販売できるプログラムを増やすことも目的とした。また、島の施設を活用す

るためキャンプ場等を活用したプログラムも開発した。受け入れは阿波連集落を中心に行った。 
 

 造成プログラム一覧 
1 31 番目の国立公園 渡嘉敷島の自然をまるごと体感～海・山の W トレッキング～ 

2 渡嘉敷島の大パノラマ「ケラマブルー」を望む～渡嘉敷島照山ネイチャーウォーキング～ 

3 渡嘉敷島の自然を満喫＆写真撮影講座～ネイチャーフォト講座～ 

4 沖縄冬は島産の食材がうまい！！～島食材でつくるパワー満点ダッチオーブン料理～ 

5 親子で楽しむ渡嘉敷島の大自然！ 

 
 実施ツアー一覧 

＜参加者合計：285 名(３名)＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

31 番目の国立公園 渡嘉敷島の自然を 

まるごと体感～海・山の W トレッキング～ 

 

16/12/02(金) ２泊３日 民宿 ２０名 ６名 

16/12/23(金) １泊２日 民宿 ２０名 １０名 

17/01/20(金) ２泊３日 民宿 ２０名 １５名 

17/02/13(月) ２泊３日 民宿 ２０名 １５名 

17/02/17(金) ２泊３日 民宿 ２０名 ２１名 

17/02/20(月) ２泊３日 民宿 ２０名 ６名 

17/02/24(金) ２泊３日 民宿 ２０名 １５名 

17/02/27(月) ２泊３日 民宿 ２０名 １８名 

17/03/10(金) ２泊３日 民宿 ２０名 １５名 

渡嘉敷島の大パノラマ「ケラマブルー」を望

む～渡嘉敷島照山ネイチャーウォーキング

～ 

16/12/09(金) ２泊３日 民宿 ２０名 ２０名 

17/01/07(土) ２泊３日 民宿 ２０名 １４名 

17/01/27(金) ２泊３日 民宿 ２０名 ２０名 

17/02/20(月) ２泊３日 民宿 ２０名 １５名 

17/02/24(金) ２泊３日 民宿 ２０名 ２１名 

17/03/10(金) ２泊３日 民宿 ２０名 １５名 

渡嘉敷島の自然を満喫＆写真撮影講座 

～ネイチャーフォト講座～ 

17/01/13(金) ２泊３日 民宿 ８名 ４名 

17/03/03(金) ２泊３日 民宿 ８名 ７名 

沖縄冬は島産の食材がうまい！！～島食

材でつくるパワー満点ダッチオーブン料理

～ 

17/01/13(金) ２泊３日 民宿 １０名 ７名 

17/03/03(金) ２泊３日 民宿 １０名 ２０名 

親子で楽しむ渡嘉敷島の大自然！ 
16/12/26(月) １泊２日 民宿 １６名 １６（３）名 

17/02/06(月) １泊２日 民宿 １６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. 31 番目の国立公園 渡嘉敷島の自然をまるごと体感～海・山の W トレッキング～ 

ツアー紹介文： 

31 番目に国立公園に指定された慶良間諸島のひとつ、渡嘉敷島の豊かな山の自然と世界中から「ケ

ラマブルー」と称されている海の両方を満喫できる贅沢なトレッキングです。渡嘉敷島の自然をま

るごと感じたい人にオススメです！ 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:10  集合 
9:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00   泊港よりフェリーにて出発 
11:10  渡嘉敷港到着、コーディネーターと合流・展望台など周りながら阿波連集落へ移動 
11:30  【オリエンテーション】 会場：阿波連生活館 
12:00  終了・その後昼食、フリータイム 
18:30  夕食                                           （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
9:00  青少年旅行村 管理棟前集合、阿波連園地へ移動 

   【モニタープログラム】31番目の国立公園 
     渡嘉敷島の自然をまるごと体感～海・山のW トレッキング～ 

12:00  昼食 会場：阿波連園地 
13:30  阿波連集落へ移動・その後フリータイム 
18:00  夕焼けタイム～渡嘉敷の夕焼けを一緒に見ましょう～ 
18:30  【夕食交流会】 
21:00  終了                                           （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  チェックアウト、阿波連生活館へ移動 
9:30  【振り返りゆんたく会】 会場：阿波連生活館 
10:30  終了、アンケート回収・その後フリータイム 
14:30  阿波連生活館に集合、渡嘉敷港へ移動 
16:00  渡嘉敷港よりフェリーにて出発 
17:10  泊港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・渡嘉敷島の山、海を一度に楽しめる体験プログラムを確立できた。 

■課題 

・参加者全員に説明がゆき届くような工夫が必要かと思われる。 

 
モニターアンケート結果： 
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２. 渡嘉敷島の大パノラマ「ケラマブルー」を望む～渡嘉敷島照山ネイチャーウォーキング～ 

ツアー紹介文： 

渡嘉敷島の真ん中に位置する照山。照山からは、「ケラマブルー」の中に浮かぶ座間味島や阿嘉島な

どの慶良間諸島が広がる大パノラマの景色を見ることができます。渡嘉敷島の海はモチロン最高で

すが、陸の自然もオススメなのです。 
 

行程表： 
日 時間 行   程 

１
日
目 

12:10  集合 
12:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
13:00   泊港よりフェリーにて出発 
14:10  渡嘉敷港到着、コーディネーターと合流 

   展望台など周りながら阿波連集落へ移動 
14:30  【オリエンテーション】 会場：阿波連生活館 
15:00  終了・その後フリータイム 
18:30  夕食                                          （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
9:00  青少年旅行村 管理棟前に集合 

   体調チェック 
   【モニタープログラム】渡嘉敷島の大パノラマ「ケラマブルー」を望む 
   ～渡嘉敷島照山ネイチャーウォーキング～ 

11:45  終了 
12:00  昼食、会場：渡嘉志久ビーチ 
13:30  阿波連集落へ移動・その後フリータイム 
18:00  夕焼けタイム～渡嘉敷の夕焼けを一緒に見ましょう～ 
18:30  【夕食交流会】 
21:00  終了                                          （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  チェックアウト、阿波連生活館へ移動 
9:30  【振り返りゆんたく会】 会場：阿波連生活館 

   ・意見交換、アンケート 
10:30  終了、アンケート回収・その後フリータイム 
16:00  阿波連生活館に集合、渡嘉敷港へ移動 
17:00  渡嘉敷港より高速船にて出発 
17:35  泊港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・風光明媚な景観と起伏に富んだコースで、普段から歩き慣れている人に選んでもらえる体験プ

ログラムの確立につながった。 

■課題 

・コースの所要時間や難易度の選択肢を増やすとなおよいと思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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３. 渡嘉敷島の自然を満喫＆写真撮影講座～ネイチャーフォト講座～ 

ツアー紹介文： 

渡嘉敷島のありのまま美しい自然を、ありのままに写す技を教えます。島在住で水・陸・水中写真を

撮影する自然派カメラマンが丁寧にレッスンします。カメラ初心者の方にオススメのプログラムで

す！ 
 
行程表： 
日 時間 行   程 

１
日
目 

9:10  集合 
9:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00   泊港よりフェリーにて出発 
11:10  渡嘉敷港到着、コーディネーターと合流・展望台など周りながら阿波連集落へ移動 
11:30  【オリエンテーション】 会場：阿波連生活館 
12:00  昼食 
13:00  【モニタープログラム】渡嘉敷島の自然を満喫&写真撮影講座 ～ネイチャーフォト講座～ 

   ・島の紹介、撮影場所や撮影ポイントの説明 
15:00  終了・その後フリータイム ～各自島の風景をお撮り下さい～ 
17:00  宿泊先に集合、阿波連港へ移動 

   【モニタープログラム】 
   ・サンセットフォトタイム 

18:00  終了 
18:30  夕食                                           （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
9:00  青少年旅行村 管理棟前に集合、渡嘉志久ビーチへ移動 

   【モニタープログラム】 
   ・おすすめポイントで写真撮影 会場：渡嘉志久ビーチ 

11:00  終了・阿波連集落へ移動 
   昼食、フリータイム ～各自島の風景をお撮り下さい～  

18:30  【夕食交流会】 
21:00  終了                                           （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  チェックアウト、阿波連生活館へ移動 
9:30  【振り返りゆんたく会】 会場：阿波連生活館 
10:30  終了、アンケート回収・その後フリータイム 
15:00  阿波連生活館に集合、渡嘉敷港へ移動 
16:00  渡嘉敷港よりフェリーにて出発 
17:10  泊港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地元事業者の活用により、新たなジャンルでの体験プログラムの開発につながった。 

■課題 

・一度に対応できる人数に限りがあるため、新たなガイドの発掘と育成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. 沖縄冬は島産の食材がうまい！！～島食材でつくるパワー満点ダッチオーブン料理～ 

ツアー紹介文： 

島で収穫・調達した美味しい食材を、ダッチオーブンで更に美味しく調理しましょう！自分達で収

穫して調理した料理は、格別の味になること間違いなし！！ 
 
行程表： 
日 時間 行   程 

１
日
目 

9:10  集合 
9:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00   泊港よりフェリーにて出発 
11:10  渡嘉敷港到着、コーディネーターと合流 

   展望台など周りながら阿波連集落へ移動 
11:30  【オリエンテーション】 会場：阿波連生活館 
12:00  終了 

   昼食、フリータイム 
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
9:00  渡嘉敷村青少年旅行村 管理棟前に集合 

   【モニタープログラム】沖縄冬は島産の食材がうまい！！ 
   ～島食材でつくるパワー満点ダッチオーブン料理～ 
   ・島内を巡りながら食材調達 

11:30  終了 
   昼食、フリータイム 
  渡嘉敷村青少年旅行村 キャンプ場に集合 

15:00  【モニタープログラム】 
  ・ダッチオーブンで調理 会場：渡嘉敷村青少年旅行村 キャンプ場 

18:30  【夕食交流会】 会場：渡嘉敷村青少年旅行村 キャンプ場 
21:00  終了 

  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

7:30  朝食 
9:00  チェックアウト、阿波連生活館へ移動 
9:30  【振り返りゆんたく会】 会場：阿波連生活館 

   ・意見交換、アンケート 
10:30  終了、アンケート回収 

   昼食、フリータイム 
15:00  阿波連生活館に集合、渡嘉敷港へ移動 
16:00  渡嘉敷港よりフェリーにて出発 
17:10  泊港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地元住民の巻き込みや、キャンプ場施設の活用を行うことができた。 

■課題 

・コースの選択肢(釣りメインのコース、畑収穫メインのコースなど)を増やし、参加者の多様なニ

ーズに応えられるようになるとなおよい。 

 

モニターアンケート結果： 
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５. 親子で楽しむ渡嘉敷島の大自然！ 

ツアー紹介文： 

美しい海と山に恵まれた渡嘉敷島で、親子で自然を楽しみましょう！渡嘉敷島を知り尽くした地元

ガイドが、自然との遊び方をレクチャーします。小さなお子さまも一緒に家族みんなで楽しめる自

然体験プログラムです。 
 
行程表： 
日 時間 行   程 

１
日
目 

9:10  集合 
9:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:00   泊港よりフェリーにて出発 
11:10  渡嘉敷港到着、コーディネーターと合流 

   展望台など周りながら阿波連集落へ移動 
11:30  【オリエンテーション】 会場：阿波連生活館 
12:00  終了 

   昼食 
13:30  青少年旅行村 管理棟前に集合、阿波連園地へ移動 

   【モニタープログラム】親子で楽しむ渡嘉敷島の大自然！ 
   ・阿波連園地(アラシイノー)にてビーチトレイル 

15:30  終了、阿波連集落へ移動 
   フリータイム 

18:30  【夕食交流会】 
20:30  終了 

  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:30  朝食 
9:00  チェックアウト 

   フリータイム 
   昼食 
  阿波連生活館に集合 

13:30  【振り返りゆんたく会】 会場：阿波連生活館 
   ・意見交換、アンケート 
   終了、アンケート回収 

14:30  渡嘉敷港へ移動 
15:30  渡嘉敷港よりフェリーにて出発 
16:40  泊港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・幅広い年齢層(乳幼児～高齢者)に対応できるプログラムの開発につながった。 

■課題 

・参加者全員に説明がゆき届くような工夫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 
・民宿やリクエストプログラム事業者の間で事業の認知度が高まりつつあり、参加意欲が高まっ

ている。また、島内の事業者への経済効果や島内施設の活用など様々な効果が出ている。 
・モニターの意見や感想がコーディネーターやガイド、島の住民に刺激を与え、プログラムのブラ

ッシュアップや今後の島の自然保護活動にも役立つフィードバックをもらうことができた。 
・プログラムの内容や料金設定などの精査ができたため、今後に活かすことができる。 
・今後は参加者の属性（年齢など）を意識したプログラムの再構築や、地域の団体と連携して島の

行事と関連付けたプログラムの開発を行いたい。 
・今年度はオプションプログラムの事前周知が十分でなかったため、次年度はオプションプログ

ラム利用を促し、島内の経済循環の流れを大きくしていきたい。 
・今年度の受入れを通し、受入組織の必要性を実感した。観光協会設立に向けて動き出している。 

 
 参加者の声 

・本島から近いため日帰りを考えがちだが、2 泊 3日という離島時間を満喫できた。1泊では離島

の良さはわかりづらいと思った。 

・とてもわかりやすく様々な歴史を教えてもらった。島の人々の日常や文化も知ることができ、普

段気にしていないものごとの価値を再度見直すことができた。 

・実際訪れて初めて知ることが沢山あった。渡嘉敷がこんなに山に囲まれ絶景があるとは思わな

かった。 

・島内の集合場所などが分からない事があったので詳しい説明が欲しかった。 

・文化的な魅力があるにも関わらず、それが見えないことは残念。島の人達がこれまで培ってきた

知恵などを知る機会があってもいいのでは。 

 
 成果 

本年度の受入れを通して、新規プログラムの造成やこれまでの課題であった閑散期対策、受入

れの組織化への動きに繋がり、事業の成果が大きい島の一つである。島のコーディネーターやガ

イドが「事業を活用する」という意識ができているため、自走に向けての動きをより後押しするよ

うなサポートが有効かと思われる。 
 

 課題 
本事業の成果を高めていくために、島全体を巻き込んでの活動として本事業を位置づけて取り

組み、島内連携を強化していく必要がある。閑散期である冬期は営業していない飲食店や民宿も

多く、プログラムガイドも島を出る状況があるため、冬期の受入体制を整える必要がある。 
  


	H28離島観光・交流促進事業 報告書(最終稿) .pdfから挿入したしおり
	第１章 事業概要
	第１節 事業の目的と概要
	第１項 目的
	第２項 概要
	１. 主催
	２. 委託業務の期間
	３. 実施実績
	４. 派遣離島･地域
	５. 事業スキーム
	６. 事業実施体制
	７. 事業コンセプト
	８. 実施ツアーイメージ
	９. 業務行程



	第２章 ツアー造成
	第１節 事前準備
	第１項 事前調整
	１. 各島における受入れ現地コーディネーターの選出

	第２項 ツアー受入れ事前調査・打合せ等
	第３項 事業説明会
	１. 実施日程・場所
	２. 内容

	第４項 造成ツアー一覧
	第５項 荒天時の代替案について
	第６項 危機管理体制の構築
	１. 保険商品造成に向けた会議
	２. 民泊受入れに係る簡易宿所営業許可の取得状況調査



	第３章 モニター募集に係る取り組み
	第１節 募集概要
	第１項 募集期間
	第２項 モニター対象者
	第３項 応募方法

	第２節 モニター募集に係る広告・パブリシティの活用
	第１項 広告・パブリシティの取り組み一覧
	１. 広告
	２. パブリシティ
	３. 島あっちぃ応援し隊
	４. ポスター掲示・チラシ配布等
	５. とまりんフェスタ
	６. ラジオカー

	第２項 広告活動に関する考察


	第４章 募集結果
	第１節 結果概要
	１. 応募総数
	２. 当選案内数
	３. 主な応募動機

	第２節 モニター参加者像
	第３節 モニター参加者属性
	第４節 人気モニタープログラムランキング
	第５節 キャンセルについて
	１. キャンセル率
	２. キャンセルポリシー

	第６節 荒天時の欠航について
	１. 欠航ツアー数
	２. 欠航ツアー参加者への対応について


	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
	第１項 誓約書
	第２項 センディング
	第３項 オリエンテーション・島紹介
	第４項 振り返りゆんたく会
	第５項 離島観光ユース大使
	１. 主な活動ミッション
	２. 募集期間
	３. 募集要件
	４. 選考結果
	５. 情報発信


	第２節 モニターツアー以外での取り組み
	第１項 離島100の豆知識・離島クイズ
	第２項 離島フェア
	第３項 ラジオレギュラー番組
	第４項 島あっちぃコンサート
	１. アンケート集計結果
	２. 新聞広告
	３. 会場横断幕
	４. 会場のぼり
	５. 会場ポスター

	第５項 新聞広告記事掲載


	第６章 WEB構築
	第１項 サイト要件定義
	第２項 ページ構成／sitemap
	第３項 応募フロー
	第４項 応募アクセス状況

	第７章 モニター対象アンケート
	第１節 事前アンケート
	１. モニターツアーに参加しようと思った理由を教えて下さい。
	２. 島でのフリータイムはどのようなことをやりたいですか？

	第２節 事後アンケート
	第１項 アンケート票
	第２項 アンケート集計結果
	１. 今回のモニターツアーはいかがでしたか？
	２. このモニターツアーに参加して離島の重要性・特殊性・魅力に対する理解が深まりましたか？
	３. 今回訪れた島(地域)を再度訪れたいですか？
	４. 県内の他の離島にも行ってみたいと思いますか？
	５. 今回のツアーの中で魅力を感じたものを教えて下さい。(複数回答可)
	６. 島(地域) についてからのコーディネート(段取り)をいかがでしたか？
	７. 今回のモニター体験プログラムはいかがでしたか？
	８. モニター体験プログラムの価格について自費(助成無し)でも参加したいと思いますか？
	９. 島の方との夕食交流会は、これからも観光客に向けて実施したほうが良いと思いますか？
	１０. 夕食交流会の価格について自費(助成無し)でも参加したいと思いますか？
	１１. 島に到着してから帰るまでの間に、何に対して自分のお金を使いましたか？(複数選択可)



	第８章 地域コーディネーター対象アンケート
	第１節 事前アンケート(事前説明会)
	第１項 実施概要
	第２項 アンケート結果
	１. 体験プログラムについて
	２. 各島の状況について


	第２節 事後アンケート
	第１項 アンケート票
	第２項 アンケート結果
	１. 事業全体の評価を教えてください。
	２. 事業の満足度
	３. 事業の成果を教えてください
	４. 事業の課題を教えてください



	第９章 各島実施報告
	第１節 伊平屋島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 自然の造形美と沖縄の原風景を撮る～「てるしの」の島のスポット散策～
	２. 伊平屋島海人体験～夜の海（イザリ）漁体験～
	３. 沖縄の野草を再発見！野草収穫と料理体験
	４. 腰岳林道散策（島のスイーツを休憩で食べる）
	５. エメラルドの海からの恵み～伊平屋島で塩づくり体験～
	６. 島時間を満喫～島のガイドとぶらり集落さんぽ～
	７. 美しい海の恵みを満喫！ミネラルたくさんの島マースづくり&ゆし豆腐づくり
	８. 島の自然の恵みがギュッと詰まった本格ピザづくり体験

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第２節 伊是名島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	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５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第３節 伊江島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	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（未実施）
	９. ガッツリサトウキビ収穫体験（未実施）
	１０. あたいぐゎーでプチ農業＆家庭料理体験（未実施）
	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）

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第４節 水納島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 プログラム概要
	１. ”水納島”島の真ん中イノー散策
	２. 水納島季節の農業体験
	３. 水納島季節の親子プチ農業体験
	４. 海岸歩き＆貝殻キャンドルorフォトフレーム作り体験（未実施）

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第５節 粟国島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 粟国島の海岸で「太古の火山活動」の痕跡を廻る
	２. 高低差９６ｍの粟国島ウォーキング
	３. 新月の粟国島で「漆黒の闇」を体験(粟国ナイトウォーク)

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第６節 渡名喜島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 島のお母さん達から教わる島野菜・山菜料理
	２. ファミリー大歓迎！無農薬栽培にこだわる渡名喜島の食材を満喫
	３. 島自慢の味、冬の美味マンビカー干物づくりと釣り体験

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第７節 久米島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 海と山に囲まれた絶景パークゴルフ場で島人と交流試合＆儀間集落散策
	２. 移住希望者必見！かずみﾈｰﾈｰから学ぶ、 　　　　　島で話題の「直売市」で久米島限定お宝商品販売体験♪
	３. 日本一の生産量「久米島の活車えび」美味しい〆方教室と養殖場見学ツアー
	４. 久米島紬の里　ユイマール館で久米島紬の織り＆染め体験ツアー
	５. 海洋深層水化粧品ポイントピュールで美容セミナー♪
	６. 食物アレルギー対応の島！久米島で学ぶアレルギー対応研修ツアー
	７. 老人クラブ対抗　久米島ゲートボール交流試合♪
	８. 奥武島ステイプラン　自然に感謝！朝ヨガで心も身体もリフレッシュ！
	９. ホタルとサンゴの島づくり体験プログラム
	１０. マラソンランナー必見！久米島マラソンのためのSMAPプログラムとコース下見ツアー
	１１. 馬の歴史と生態から学ぶリーダーシップ研修
	１２. 親子で楽しむ馬牧場
	１３. パイン園でパン作り♪
	１４. パイン園でパン作り♪（ランチ付）
	１５. 高級な海洋深層水の塩100%使用した早苗さんのこだわりの久米島味噌作り体験
	１６. 山里ゆんたく市場　選べる地元体験プログラム！
	１７. 首里城の窓枠に塗られている「久米の赤土」から作る粘土を使ったシーサー作り（三時茶付）
	１８. 美容・健康のハーブ「ローゼル」でお料理教室（三時茶付）
	１９. オッパッピーママ小島智恵さんと一緒に踊る琉球舞踊体験♪（三時茶付）
	２０. 意外と知らないサトウキビ刈り体験（ランチ付）
	２１. あだんの根で作るＭＹ筆作りとお習字教室（自家製窯焼きピザランチ付）

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第８節 阿嘉島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. プチ農業(無農薬家庭菜園）＆島料理づくり体験ツアー
	２. 島豆腐作り＆プチデジタルデトックスツアー
	３. 自然は勝手にキレイにならない！阿嘉島の保全に繋がるビーチクリーン・フィールドクリーンツアー

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第９節 渡嘉敷島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 31番目の国立公園 渡嘉敷島の自然をまるごと体感～海・山のWトレッキング～
	２. 渡嘉敷島の大パノラマ「ケラマブルー」を望む～渡嘉敷島照山ネイチャーウォーキング～
	３. 渡嘉敷島の自然を満喫＆写真撮影講座～ネイチャーフォト講座～
	４. 沖縄冬は島産の食材がうまい！！～島食材でつくるパワー満点ダッチオーブン料理～
	５. 親子で楽しむ渡嘉敷島の大自然！

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１０節 津堅島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 津堅島特産あまーいニンジンの収穫＆調理体験

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１１節  北大東島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 大東島でしか出会えない！希少植物探検ウォーキング
	２. 紺碧の大海原での釣り体験と料理体験
	３. 北大東島産食材料理パーティー

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１２節  南大東島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. ボロジノの島で農業＆料理体験

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１３節  池間島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. アイキーミィーディ（島内散策）＆野のごちそう作り体験
	２. 高齢化率47.5％島の介護施設きゅーぬふから舎で介護体験＆在来種の力（未実施）

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１４節  宮古島城辺
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 大人の平和学習交流会～博愛の里めぐり～
	２. これであなたも「なりやまあやぐ」の達人～なりやまあやぐ発祥の地巡りと演奏講座～
	３. 昔ながらの味！スマのあんなが作るスマとーふと健康ランチづくり
	４. たまには子どもに戻ろう！宮古島伝統凧づくりと凧あげ大会
	５. 城辺の人達の元気の源かふつ野菜（無農薬）で島料理体験
	６. 親子で挑戦！本格派ゆし豆腐づくり
	７. 今年はサトウキビの当たり年！糖度バツグン黒糖作り！
	８. 宮古島の「想い」に触れる～サニンモチづくり＆素足で前浜ウォーキング～

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１５節  伊良部島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 伊良部島の名物料理体験
	２. カツオが空飛ぶ伊良部島「なまり節」と漁師飯づくり体験
	３. 佐良浜集落堪能！ウォークラリー
	４. これであなたもバイリンガル！？伊良部島方言講座（未実施）

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１６節  多良間島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 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)
	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

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１７節  石垣島川平
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム概要
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	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

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１８節  石垣島伊原間地区
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 石垣島北部の造船職人が作るサバニでいく風よみ体験＆地域交流会

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第１９節  西表島船浮
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 自然と共に生きる島”西表・船浮”滝までトレッキングツアー

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題

	第２０節  与那国島
	第１項 取り組み概要
	第２項 造成プログラム一覧
	第３項 実施ツアー一覧
	第４項 ツアー概要
	１. 与那国の植物で染物体験
	２. どなん島の海人と行くマグロ・シイラ漁体験
	３. 日本一遅いサンセットタイムにフラを踊ろう
	４. どなん島（チマ）の奇祭マチリと酒（サギ）堪能ツアー
	５. 交流館で体験する与那国島行事

	第５項 島に関するアンケート結果
	第６項 島の声
	第７項 参加者の声
	第８項 成果
	第９項 課題


	第１０章 総括
	第１項 成果
	１. 「本島住民の離島理解促進」について
	２. 「離島の受入態勢の強化」について

	第２項 課題
	１. ツアー造成について
	２. 募集について
	３. 当選通知について
	４. キャンセルについて
	５. 情報不足について
	６. 参加者の意識について
	７. 地域内消費額について


	資料編
	第１節 新聞掲載記事
	第２節 離島100の豆知識
	第３節 離島クイズ

	空白ページ


