
  伊江島ならではの
【ふるさとじかん】
  共創する為のワーケーション

「ただいま」
と⾔える新しい旅を
⼼のふるさと伊江島で

出逢うすべての⽅へ感謝を

エリアコーディネーター：⽟城堅⽮



◎ PROFILE

1987年：伊江村で生まれる

2002年：中学卒業と共に親元を
　　　　  離れ島外の高校へ進学

2005年：幼い頃から夢だった芸能人を
　　　　  目指し東京へ上京

2011年：親父が創業した会社を継ぐ為
　　　　  沖縄へ帰郷

2019年：事業承継をし、会社代表へ

2021年：家族(妻1人/子供3人)と伊江島へ

NAME：Tamashiro Takaya



便 伊江港 発 本部港 発

１便 AM ８：００ AM ９：００

２便 AM １０：００ AM １１：００

３便 PM １：００ PM ３：００

４便 PM ４：００ PM ５：００

フェリーの詳細
こちら

伊江村の人口
4,380名だチュン

旅客料金：¥１，３９０（往復）



美ら海水族館から見える【伊江島】



空から見る【伊江島】
小さい島に滑走路が
4本もあります！！

島の面積約３／１
は米軍基地！！



沖縄本島の本部港からフェリーで30分の離島『伊江島』

タッチューの名で親しまれている島のシンボル

「城山」ぐすくやま。標高 172 メートルの頂上から360度一望

できる特別な絶景は青と緑のパノラマビューが広がり

立った者だけが味わえる達成感と爽快感。

農業や畜産業も盛んで特産品も多い伊江島グルメも魅力のひとつ

のどかな沖縄の原風景が残るどこか懐かしい島。

海や山などの景勝地が多く、神聖なパワースポットもあり

美しい自然の中で丁寧に育まれた島の恵みはどれも滋味

深い味わい旅の思い出をより一層色濃くするものばかり

また、昔から民家体感泊（ホームステイ）を盛んに受入ており、

非日常を体感し人々との交流の中で育まれる温かな「家」"いえ"

”夕日とロマンのフラワーアイランド”

【伊江島へ、いめんしょり〜】

伊江島って
どんな島？



コロナ前の
伊江島！！ 20年以上前より、伊江村は修学旅行団体の受入を

盛んに行って来ました。
日帰りで来島できる、サイクリング・マリン体験・
芸能文化体験をはじめ、島の方に触れ生活や家業の
体験を出来る”民家体感学習泊”いわゆる民泊体験を
メインで島の観光産業を確立させる！！
ピーク時には、民泊体験で７万人強・日帰りで２万
弱の学生を受入している！
こうして修学旅行生が来島することにより、昔から
村を支えて来た、農業・畜産・漁業の経済貢献にも
大きく繋がっていた！！
しかし、新型コロナウイルス感染症が流行したこと
により、修学旅行の中止などが相次ぎ、村経済も同
時に落ち込む。



またあの笑顔を見たい！！

出会う全ての方へ感謝を伝えたい！

関わる方々の未来の笑顔を見続けるため！！

伊江島をひとつにしたく、私は動く！



  伊江島ならではの
　【ふるさとじかん】
  になる新しいプログラムを創る！

学生向けに行っていたコンテンツを
個人のお客様へと向けて…

島の農家・畜産農家・漁師
各産業と『Ｏｎｅ Ｔｅａｍ』になり



旅マエ 旅ナカ 旅アト

◎ふるさとじかんを
　創り上げて行く為に
　地域へ説明と準備。
◎民泊する為の民家選出
◎参加者と事前にオン
　ラインヒヤリング実施

★伊江島というエリア
　を知ってもらう。
★どんな体験コンテンツ
　が創れるかを提案する
　為の事前準備。
★地域コーディネーター
　と民家とオンライン
　ヒヤリング実施。

１

《 共創体感プログラム 》
【ふるさとじかん】には欠かせない"民泊"。ホスト先となる
民家の方から、島生活を学ぶ。ふるさとじかんの民泊で必要
な要素を民家とユンタク(おしゃべり)しながら考える！！

２
《 共創体感プログラム 》
【ふるさとじかん】でしか
出来ない、島の産業をまる
ごと体感する為のプログラ
ムを一緒に構築する！！

３

伊
江
島

参
加
者

Approach point

《 共創ワークショップ》
伊江島ならではの【ふるさ
とじかん】を新たなプログ
ラムとしてリリースする為
に必要なコンテンツを確認
し、販売価格なども共に考
え、島の各産業がひとつに
なり実走に向け進んで行く
時間を共に創り共有する！

☑ 【ふるさとじかん】を
　体感したことで、他で　
　は味わえない、新た　
　な"感行"（かんこう）　
　の楽しみ方が出来る。

☑ ツアー後は、ふるさと
　じかんの情報発信を積
　極的に行う。

☑ SNSコミュニティツ
　ールを活用して、今後
　も島との交流＆関係を
　継続して行く。

☑ ふるさとじかんに関わ
　る島の特産品を、全国
　へ届ける為、ネット販
　売する為の仕組み創り
　を一緒にサポートする



宿 泊 民家体感泊（民泊）とは？！
地元の人との心あたたまる交流・
ユンタク(おしゃべり)や、民家と
一緒に過ごす時間は、観光だけで
は味わえない本物の風習や伝統料
理・芸能などに触れることもでき
ます。
五感を楽しみ、沖縄が第二の故郷
と感じて頂ける取り組みにきっと
なるはずです！

※受入実績と信頼のある民家宅で　　
　体感泊となります。



感染症予防対策
受⼊が決まった

ホストファミリーとゲストには

マッチング前に

検温・体調チェックなどを⾏います。

スタッフ・ホストファミリーも同様に、

検温チェックやアルコール消毒を徹底して、

ゲストの安⼼安全な受⼊に備えております。

⼩まめな⼿指消毒をお願いします。

⺠泊中は、出来る範囲で構いませんので

 マスク着⽤のご協⼒をお願いします。

感染対策にご理解ご協⼒をお願い致します。

定期的な換気

検温・体調チェック

⼿洗い・うがい

⼩まめなアルコール消毒

各ホストファミリー
感染予防対策



 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日

AM 本部港11時便発
伊江島へ フリー 島の農業を学ぶ

●（体験プログラム）
島の漁協を学ぶ

（体験プログラム）
フリー

PM 島を知るツアー
（16:00まで）

島の畜産業を学ぶ
●（体験プログラム）

フリー フリー ●共創
ワークショップ

夜 ●　16:00　IN
民家体感泊セレモニー

地域の方々と交流 民家体感泊（民泊）
第二の家族を作ろう！ 地域の方々と交流

● BBQ(島食材で)

伊江港16時便発
本部港へ

コア

ワーケーションツアープログラム in 伊江島
１st. 　2022.11.27(日)～12月1日(木)　
　　　　５日間　　◎限定６名

コア

コア

コア

コア

コア

オプション

オプション

※ ●が付いてる部分は、食事付きです。



まずは、島を知ってもらうために・・・



伊江島の名所
　　　 ゆり祭り
(リリーフィールド公園)

 湧出（わじ）

 城山（ぐすくやま）
※伊江島タッチュー  ニャティア洞

(※千人ガマ

 伊江ビーチ

他 名所はこちら
からご確認を…



交流のBBQでは、島の食材を使用



伊江島の特産品

他 特産品はこち
らからご確認を…

イエ ラム
（ラム酒）

伊江島牛

ジーマミ
(落花生)

島らっきょう

　　ケックン
　　 ぴしご
 （伊江島小麦）



伊江島滞在中の二次交通について
別途料金が発生しま
すが、他の車両をご
希望の場合はこちら
からご確認と予約を
お願いします。

レンタサイクル
を、ツアー期間
中はフリーで貸
出致します！！



旧ターミナル室内にコワーキングスペースあり



 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日

AM 本部港11時便発
伊江島へ 仕事 ●仕事 島の漁協を学ぶ

（体験）

仕事 仕事 フリー

PM 島を知るツアー
（16:00まで）

●島の畜産・農業
を学ぶ（体験）

仕事 ●仕事 ●島の畜産・農業
を学ぶ（体験）

伊江村役場来所 ●共創
ワークショップ

夜 ●16:00　IN
民家体感泊
セレモニー

地域の方々と
交流

民家体感泊
（民泊）

民家体感泊
（民泊）

民家体感泊
（民泊）

地域の方々と交流
● BBQ(島食材で)

伊江港16時便発
本部港へ

ワーケーションツアープログラム in 伊江島
２nd. 　2023.1.29(日)～2月4日(土)　
　　　　７日間　　◎限定６名

コア

コア コア

コア コア コア コア

オプション

オプション

※ ●が付いてる部分は、食事付きです。



自然や文化を体感し心の豊かさを感じる

そんなひと時。

観光では味わえない本当の沖縄の生活。

都会の喧騒から離れゆっくりとした時間の中で、

こんなにも心優しい温もりを感じられる場所は

なかったかもしれない。

ここでしか味わえない素朴でなぜか懐かしさを感じる時間

ゆっくりとした空間の中を家族として過ごすことが新しい。

五感を感じ過ごすことが好きになった。

「ただいま」という新しい幸せな感覚がここにはある。




