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 うるま市「津堅島」島おこし支援事業 アクションプラン １

昨年度の「津堅島」島おこし支援事業の実施を通して確認された津堅島の現状と課題、

そして住民の意見を集約しまとめたものが、以下のアクションプランである。 
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 今年度事業の取り組み ２

今年度はアクションプランの中でも、大きく分けて「環境美化の推進」と「津堅ツー

リズムの推進」に取り組んだ。両項目に共通しているのは、人材の育成及び啓蒙の必要

性であり、これは根底的な問題といえる。人材の育成とともに、リーダーシップを発揮

しうる人材の発掘も必要となってくる。今年度は、クリーンアップ作戦や教育旅行の受

け入れ体制作り、観光情報の発信支援、先進事例の研究の取り組みを行い人材の育成と

啓蒙を図った。 
 

 事業全体像 １.

 

平成25年度「津堅島」島おこし支援フォローアップ事業 

人材の育成及び啓蒙 

■環境美化の推進 

①クリーンアップ作戦 

■津堅ツーリズムの推進 

①「沖縄離島体験交流促進事
業」を活用した教育旅行の受
け入れ 

②観光情報の発信支援 
 (1)IT講座 
 (2)フェイスブックでの 
  情報発信 

③先進事例の研究 
 (1)島おこし講演会 
 (2)先進地視察研修 
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 実施概要 ２.

環境美化の推進 

クリーンアップ作戦 

(実施日) 平成26年1月19日(日) 
(目 的) 津堅島の現状を島内外の視点から確認し、島内の美化意識を高める。 
(内 容) 漂着物や生活ゴミの目立つ島内5箇所(トマイ浜、ヤジリ浜、農道、漁港、

公民館周辺)にて津堅住民や津堅郷友会、うるま市役所職員他、計約150
名が参加する清掃活動を実施・支援した。 
→施策№3「環境整備・景観緑化活動の推進」 

 

天気にも恵まれ、約 150 名がクリ

ーンアップ作戦に参加した。 

 

住民と津堅郷友会、行政職員他

も一緒に海岸の漂着ゴミを拾う。 

 

地域の大人も子どもも総出で、

清掃活動を行った。 

津堅ツーリズムの推進 

「沖縄離島体験交流促進事業」を活用した教育旅行の受け入れ 

(実施日) 平成25年11月6～8日(水～金)  
(目 的) 教育旅行受け入れの体制作りを図る。コーディネーターの人材育成を

図る。 
(内 容) 沖縄県地域・離島課主管「沖縄離島体験交流促進事業」を活用し、教

育旅行の受け入れ体制作りや体験プログラムの企画・立案等の支援を

行った。 
→施策No.1「民泊事業の推進」 

 

子どもたちと会話しながら昔なが

らの芋もち作りを指導する。 

 

事前に津堅小学校からライフジ

ャケットを借用。安全面に考慮し

て実施に臨んだ。 

 

子どもたちに知ってほしい島の

情報盛り沢山の手作りウォーク

ラリーワークシート。 
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観光情報の発信支援 

(1)IT講座 

(実施日) 平成25年12月26日(木)、平成26年1月7日(火)、2月19日(水)  
(目 的) インターネットの普及が遅れている現状を踏まえ、住民の年齢や嗜好

に合わせた情報化を展開し、ネット活用による島の定住環境の向上を

図る。 
(内 容) 津堅島のネット環境の調査・確認と課題の整理、外部講師による講座

等を実施した。また、ソーシャルネットワークサービスの1つである

フェイスブック(Facebook)を活用し、津堅島Facebookページ作成の支

援と住民による島の情報発信の支援を行った。 
→施策№2「インターネット等を活用した観光情報等の発信」 

 

第 1・2 回 IT 講座では、渡真利

氏を講師として迎え、IT 講座を

実施した。 

 

初めて使う iPad はなかなか慣れ

ないもの。スタッフが 1 人ずつサ

ポートに入った。 

 

参加者同士で iPad の使い方を教

えあう一面もあった。 

  
(2)津堅島Facebookページでの情報発信 

 (目 的) 観光客などへ津堅島の認知度を上げることと、住民自らが島の情報を

継続的に発信し続けられて、島の良さや課題を(再)発見できるような

取り組みをする。 
 (内 容) 津堅島Facebookページ作成後も「いいね！」を押したりコメントを書

き込んだり、先進地視察研修の際にも積極的な投稿を促した。 
→施策№2「インターネット等を活用した観光情報等の発信」 

■津堅人参を紹介する投稿 ■「いいね！」300 名超えの喜びのメッセージ 
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先進事例の研究 

(1)島おこし講演会 

(実施日) 平成26年1月20日(月)  
(目 的) 池間島の高齢者の暮らしと知恵を活かした島おこしの事例から、津堅

島の現状に適した島おこしの参考とする。 
(内 容) 昨年度事業の先進地視察先の1つである池間島より、NPO法人いけま

福祉支援センターの理事長 前泊博美氏と副理事長 儀間律子氏のお二

人を招聘し、高齢者を主役とした地域活性化の実践について講演して

いただいた。 
→施策No.1「民泊事業の推進」 

 

講演会には47名の老若男女が

参加し、池間島での島おこし事

例に耳を傾けた。 

 

池間島の実践例は、津堅島でも

できるという励ましの言葉が何度

も送られた。 

 

津堅島の高齢者も元気。これか

ら島の活性化のためにどう動ける

か、真剣に話を聞く。 

    

(2)先進地視察研修 

(実施日) 平成26年3月4～6日(火～木)  
(目 的) 津堅島の現状に適した実現可能・持続可能な地域おこしの参考とする。 
(内 容) 伊是名村と大宜味村にて視察研修を行った。両村の提供するプログラ

ム及び民泊を体験し、受け入れ団体と意見交換することで、津堅島の

現状に適した島おこしの推進方法や島の窓口となる協議会等の立ち

上げ、体験プログラム開発の参考とし実施した。 
→施策No.1「民泊事業の推進」 

 

民泊受け入れ民家さんも交えて

民泊事業を活用した島おこしの

事例について意見交換を行う。 

 

講話終了後は、民泊や島おこし、

会の設立等について活発な意見

交換が行われた。 

 
ぶながや弁当作りを体験し、津

堅島でも弁当作りの可能性を

探る。 
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 本事業の総括及び今後の提案 ３

本章では、総括として本事業の成果と確認された津堅島の課題について述べる。最後

に、次年度に向けての方向性を述べる。 
 

 成果 １.

本事業では、島の住民自らが津堅島の宝を(再)発見・(再)認識し、住民主体の地域お

こしに繋げていく仕掛けとサポートを行い、津堅島の活性化と定住化、地場産業の創

出・拡大などを図ることを目的として実施している。そのため、今年度は、アクション

プラン及び住民の要望に基づいて、「環境美化の推進」と「津堅ツーリズムの推進」を

中心に事業を進めてきた。 
その結果として、住民自ら「島の活性化のために、島おこしの会(仮称)を立ちあげた

い、自分たちで市の助成事業に応募して活動資金を得たい。」と団体の立ちあげに向け

て動き始めた。中心となるメンバーで話し合いを持ち、4月に公募のある「うるま市地

域活動支援助成事業」への申請を目指している。これまでにも「津堅島をどうにかして

いきたい」といった声は多々聞かれたが、具体的な行動が起こり始めたのは今年度実施

を通してからである。 
このように住民が主体的に動き出した経緯を、以下実施項目ごとにみていく。 
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環境美化の推進 

クリーンアップ作戦 

昨年度事業で確認された津堅島の課題の1つに、不法投棄(生活ゴミ･家電製品･廃車

等)、農漁業具の後始末不足、そして施設や遊歩道など管理不足による島内環境の荒れ

があった。不法投棄されたゴミは、森林や海沿い、文化財付近といった人目につきやす

い場所でも見受けられ、島に来る観光客にも不法投棄の現状が目に映る。 

そこで、今年度は津堅区と津堅郷友会の主催によるクリーンアップ作戦を実施した。

これまでにも津堅区は区の主催で清掃活動を行っているが、今回は住民の参加人数が過

去最多とのことであった。住民からは「普段は参加しない人も来てくれている」といっ

た声も聞かれ、津堅島全体で清掃活動が実施できたことを喜んでいる様子がうかがえた。

その一方で、「島外の人にゴミ拾いをしてもらうことは、本当は恥ずべきこと。自分た

ちで綺麗にしていかなくてはならない」といった感想もあったことから、今後住民主体

の清掃活動の展開が期待される。 
また、津堅島の活性化には行政の関わりも必要である。企画課や環境課、教育委員会

等の職員とその家族も参加したことで、津堅島のことをあまり知らない行政職員やその

家族にとっては、津堅島の良さと課題の両面を把握する機会となった。このことから、

行政も巻き込んだ津堅島の応援団の素地ができたと思われる。 
環境の美化の側面からも、区長を筆頭に花壇や港周辺、また休耕中の畑への花植えの

推進などが話し合われたことから、次年度は住民主体の美化活動が益々推進されていく

ものと思われる。 
 
 

津堅ツーリズムの推進 

「沖縄離島体験交流促進事業」を活用した教育旅行の受け入れ 

安心安全な教育旅行の受け入れ体制づくりを目指し、「沖縄離島体験交流促進事業」

を活用し小学５年生(22名)を受け入れた。これまで、津堅島でも中高生の民泊を受け入

れたことはあるが、小学生の受け入れは初めてであった。住民からは「小学生は孫のよ

うでかわいかった」といった声もあり、今回の受け入れが住民にとって良いものであっ

た様子がうかがえた。 
また、今回は、安心安全な受け入れを推進するため、見守る大人(住民)を集めた。そ

の結果、これまで教育旅行や島おこしにあまり関わりのなかった方の巻き込みを図る事

ができた。 
なお、今回小学生を受け入れたことにより新しい2つの体験プログラムを企画･実施す

ることができた。「島の暮らし体験」と「サバニ海洋文化体験」である。このプログラ

ムは「魅せたい・伝えたい津堅島」をテーマに作成されたものである。新しい試みとし

て、ウォークラリーコースとワークシートの作成にもチャレンジすることができた。住
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民からは「知らなかった島の歴史を知るきっかけとなった」、「津堅島のガイドブックが

無くて、島の情報が乏しいことが改めて分かった。作成する必要がある」といった感想

があがった。この体験プログラムは、住民自らが島の魅力と課題を発見する機会になっ

たといえる。 
「サバニ海洋文化体験」については、初めて島外の人のためにハーリー船を出したと

の事であった。漁業関係者からは、「今後も機会があれば子どもたちの漁業体験の受け

入れをしたい」との感想が聞かれたため、引き続き体験プログラムの質の向上を図って

いけるものと思われる。 
次年度、津堅島では、「沖縄離島体験交流促進事業」を活用し、二度の教育旅行受け

入れを予定している。今年度の成果をふまえて、受け入れ体制の確立を目指す。 
 
 

観光情報の発信支援① IT 講座 

昨年度事業で重点課題の1つとして設定したインターネットを活用した観光情報等の

発信支援は、島におけるインターネット回線の状態やPC普及率、住民のインターネッ

ト使用に対する意識等について調査することから始めた。そこから見えてきたものは、

離島ブロードバンドが普及したとは言え、ハード(個人PCやタブレット端末等)が未だ備

わっていない事とネットの使い方が分からない(必要性を感じていない)住民が多いと

いう事であった。このような状況下で、今年度はau沖縄セルラー電話株式会社にタブ

レット端末貸出の協力を得て、タブレット端末を利用した3回のIT講座を実施した。 
インターネットの楽しさを体感する事ができれば継続して利用し、住民自らが島の情

報発信者となり、島外者へ「津堅島の日常」をアピールすることができる。このことか

ら、IT講座の導入はインターネットを楽しむような内容とした。参加者のほとんどがこ

れまでにインターネットを使ったことがなく、iPadやスマートフォンなどの端末に触れ

たことがない方々であったため、当初は端末に慣れない様子が見受けられたが、次第に

慣れ、仲間同士で閲覧し談笑するようになった。また検索サイトにて「津堅島」という

キーワードで検索をし「島外者が書いた(撮った)津堅島」を客観的に見ることで、津堅

島の良さや島の情報の少なさも実感したようであった。講座終了後のアンケートやスタ

ッフに届いたメールやメッセージには、「これからも島の情報発信をしていきたい」、「家

族や友達との連絡手段に使いたい」といった感想もあったことから、住民の好みにあっ

た講座が展開できたと思われる。 
また、IT講座を開催した事で島内に住むネットが使える若い世代と、ネットを使いた

いが使い方が分からない世代を繋ぐことができた。本講座は島内でのネットワーク作り

と、島の情報を助けあって発信していく仕組みづくりにも貢献できたと思われる。 
 
 
観光情報の発信支援② 津堅島 Facebookページでの発信支援 

津堅島Facebookページにおいては、講座終了後もほぼ毎日、住民による津堅島の写
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真とコメントがアップされており、島の情報発信が続いている。平成26年3月17日現在、

津堅島フェイスブックファンページに「いいね！」を押した人数は353名となった。自

分が撮った写真やコメントが世界中に発信されていることに「驚きだけど、嬉しい。」

といった声もあり、今後も情報発信を継続できる素地づくりができたと思われる。島の

情報を発信するにあたって、「きれいな写真を撮ろうと意識したら、島の良い所がたく

さん見えてきた」、「島の行事をアップしたら、島外に住む島出身の人がコメントしてく

れた。気持ちが繋がって嬉しい」といった喜びのコメントも多々聞かれた。また、良い

面ばかりでなく、住民が課題だと思う事(遊歩道が一部崩落している様子等)も投稿し島

内外に訴えるなど、島の現状も発信している。島の情報を発信することは、島の良さと

課題を(再)発見・(再)認識する機会にもなったといえるだろう。 
 
 
先進事例の研究① 島おこし講演会  

昨年度事業の先進地視察参加者からの強い要望で、池間島からNPO法人いけま福祉支

援センターの前泊氏と儀間氏のお二人をお呼びする事となり、視察参加者を中心に住民

自らが講演会参加への呼びかけを行った。その事から、参加人数はこれまでに実施して

きた講演会の中でも最多となり、関心の高さがうかがえた。津堅島が池間島とよく似た

問題(少子高齢化や就業の場が少ないこと等)を抱えていることから、うなずきながら講

演に聞き入る参加者が多かった。 

これまでに実施してきた講演会の感想にも「感動した」、「勉強になった」、「津堅島で

も成功させる」といった前向きな感想が多かったが、今回の講演会の感想では「津堅島

活性化のために、できることから資金集めをする」、「津堅島にも介護事業はある。介護

事業所の運営が島の活性化の鍵となることが分かったので何かやってみたい」といった

実際に行動に移していきたいとする感想が多々聞かれた。講演会は、次の行動へのステ

ップアップができるような展開づくりに貢献することができたと思われる。 

なお、後日、NPO法人いけま福祉支援センターより同法人が作成したカレンダーが津

堅島に50部プレゼントされた。カレンダーに同封されていた前泊氏からの手紙には、「カ

レンダーの売上金は津堅島の活性化のために活用してほしい」と書かれていたとのこと

であった。その好意を受けて女性グループ数名で、島内各地でカレンダーの販売を行っ

たところ、即完売となり活動資金が得られたと喜びの報告が寄せられた。 

その後、お礼として津堅島から池間島に人参を贈るなど双方の交流は現在でも続いて

おり、離島間の連携を深めることにも寄与できたと思われる。 

 

 

先進事例の研究② 先進地視察研修  

津堅島には、現在観光窓口や民泊受け入れ窓口がない状態であるが、津堅島の活性化

のために何か動きたいという声があった。しかし「どう団体を立ちあげたら良いのか分

からない。集まりをなかなか持つことができない」という現状を訴える声があった。今
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回、地域おこしの中心的存在として活動する地域の団体やリーダー、民泊の受け入れを

している方たちと直接意見交換をしたことで、研修後には「津堅島でも島おこしの会を

立ちあげて、月１・２回は集まりを持とう。」、「簡易宿所許可を取って、安心安全な受

け入れをしていこう。」といった感想が聞かれた。また、島外に住む津堅島出身者も巻

き込んで島おこしをする方法について議論するなど、住民自らが津堅島の活性化に向け

て具体的な行動を興すきっかけとなった。 

なお、具体的な行動の1つとして、津堅構造改造センターの「津堅みやらび」(女性5

名グループ)を中心に視察先で食した「月桃ゼリー」と「生ウコンの大根漬け」を津堅

風にアレンジするなど、試作中である。先進地視察で見聞きしたことを津堅島に持ち帰

って津堅の良さにプラスしていこうとする動きが出始めており、先進地視察研修は住民

主体の島おこしに貢献できたものと思われる。 

 

 

行政の取り組みについて  

住民の声を集約したアクションプランには、ソフト面だけでなく行政側の援助が必要

なハード面の実施についても記載されている。その１つに「観光案内サインの設置」が

ある。昨年度事業では「島あっちゃーwithなんでもお助け隊」を実施し、住民だけでな

くうるま市役所職員も一緒に島内の環境について確認し合った。実施中には、旧史跡の

案内サインが必要だと島内外者から多数の意見が出ていたが、平成26年3月、津堅島内

に住民が待ち望んでいた旧史跡の案内サインが設置された。多言語に対応した案内サイ

ンを見て、住民からは喜びの声とともに観光の推進を期待する声があがっている。津堅

島「島おこし」支援事業が、住民の声に耳を傾け、住民と行政が望む方向へ進んできた

結果だといえるだろう。 
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 課題 ２.

昨年度事業から以下三点を重点課題と設定し、今年度実施に臨んだ。 

① 産業振興の視点から、島の特産品の開発に関して、人参とモズク以外の調査が必

要である。 

② 先進地視察研修では成果を得たが、決意やアイディア出しに終わったため次の行

動へのステップアップできるような展開とフォローが必要である。 

③ PC普及率やインターネット回線率について調査する必要がある。また、IT講座の

実施や講師の派遣など、ハード・ソフトの両面にわたるサポートが必要である。 

 

上記の②と③については、先述したとおり成果をあげており、次年度も継続してサポ

ートしていく必要がある。その際には、住民との対話を通して段階に応じた柔軟なサポ

ートをする。①については、人参とモズク以外の調査はし得なかったが、うるま市地域

雇用創造協議会「地域活性化プロモーションうるま」と連携を図り、特産品の開発等を

進めていく予定である。そのため、次年度も引き続き島の特産品の調査・取り組みをし

ていく必要がある。 

以下は、今年度確認された課題である。 

 

 

島内での組織づくり及び多くの住民を巻き込んだ島おこし 

島全体で島おこしを推進していくためには、より多くの住民を巻き込んでいく必要が

ある。区長を始め、現在中心となって動いているメンバーからも、活性化のためには幅

広い職業や年代の住民と一緒に取り組む必要性があげられている。この事からも、津堅

島の住民が、島おこし事業に主体的に関わっていけるような仕組みづくりが必要とされ

る。 
津堅島において島の行事を率先して盛り上げているのは津堅青壮年部であり、島の行

事への参加は若樹会のメンバーが多い。そういった方々を巻き込むために、次年度は教

育旅行の受け入れの際に事前広報を行ったり、役割分担をするなどし、より多くの住民

に喜びが生まれるようにしたり、住民の分野別・年代別の好みや目的に応じて複数回の

先進地視察研修を実施したりするなど、柔軟に対応し、より幅広い住民の巻き込みを図

っていく必要がある。 
 
 

津堅ツーリズムの推進支援 -民泊事業の推進- 

現在、うるま市においては津堅島を含む島嶼地域で単発的な民泊事業の取り組みが行

われているが、具体的な事業化には至っていない。そのため、昨年度事業で行ったワー

クショップ等の意見をもとに講演会や先進地視察などを実施してきた。現在は住民自ら

「島おこしの会(仮称)」の立ち上げに向けて動いているため、必要に応じて組織の育成
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を図りながら、民泊事業を推進していくことが肝要である。安心安全な受け入れのため

に簡易宿所許可の取得を要望する住民も多いため、次年度は民泊に関する研修会を開催

するなど許可取得に向けたサポートを行う。同時に、新規の体験プログラム作成や既存

の体験プログラムの質の向上の支援もしていく必要がある。 
なお、一部には「島おこし＝民泊事業」と捉えられている住民もいるため、民泊はあ

くまでも島おこしの一環であることを再度丁寧に説明し、理解を得ていく必要がある。 
 
 

津堅ツーリズムの推進支援 -資源調査及びガイドブック･リーフレット･季節暦の作成- 

住民の多くから、津堅島のガイドブックやリーフレット等を作りたいという要望があ

がっている。次年度は、環境美化の推進を行いつつ、住民と一緒に島の資源を調査・作

成することで、住民の島に対する愛着と島のブランド力の向上、そして観光振興を図っ

ていく必要がある。その際には、うるま市役所や専門家とも連携を図り、推進する体制

づくりが求められる。 
 

昨年度及び今年度事業で確認されたこれらの課題を重点課題と設定し、次年度以降の

島おこし支援事業につなげていきたい。 
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 次年度に向けての方向性 ３.

上記の成果と課題を受けて、次年度の取り組みを以下に記載する。 
 
 
人材の育成 

 ・コーディネーターの養成 

 ・島の観光ガイドの養成 

 ・ソーシャルネットワークサービス(SNS)を活用した情報発信者の育成 

 人材の育成は、島おこし事業において根底的な問題である。島の住民に「足元の宝」

に気づいてもらうことと、島おこしを主体的に担っていただくためには、どの実施項目

においても人材の育成は必要である。年代別・職業別に「コーディネーターの養成」、

「島の観光ガイドの養成」、「ソーシャルネットワークを活用した情報発信者の育成」に

取り組む。 
 
環境美化の推進 

・クリーンアップ作戦の実施 

津堅島最大の課題は、生活ゴミを始めとする不法投棄、廃車の放置、農漁業具の後始

末不足、そして施設や遊歩道など管理不足による島内環境の荒れであった。今年度は島

内外者約150名による清掃活動を行ったが、住民からは次年度は清掃活動のみでなく、

花を植えるなどきれいな島にしていきたいとの意見が交わされた。必要に応じて住民主

体の環境美化の推進をサポートする。 
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津堅ツーリズムの推進 

 ・受け入れ組織及び仕組み作り 

 ・観光マップ及びガイドブックの作成 

 ・観光商品(体験プログラム等)の開発 

 ・ホームページ等の作成 

 ・津堅観光サイト、ソーシャルネットワークサービス(SNS)を活用したサイトの作成 

 ・体験型プログラムなどの旅行商品の開発 

 津堅島は現在、行政や区全体を巻き込んだ組織づくりに向けて動いているところで、

「島おこしの会(仮称)」が立ち上がれば、この先観光窓口となる可能性もある。この会

のメンバーの人材育成を図りながら、体験プログラムづくりや観光ガイドの養成、観光

マップやガイドブック作成などは外部の専門家を招聘するなどし、島おこしを多方面か

らサポートする。 
 

特産品のブランド作り 

 ・商品開発、販売組織や整備 

・島外専門家を活用したマーケティングや、ブランディングによる商品開発及び販路

開拓 

 平成 26 年 1 月より、津堅構造改善センターでの食堂経営が始まったことから、新た

な特産品開発の取り組みの気運が高まっている。「お客さんに、津堅人参のコース料理

が提供できるようになりたい」といった声があることからも、今後は、島外の専門家も

活用し商品開発及び販路開拓をサポートする。 
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 施策案 ４

昨年度及び今年度事業で確認された津堅島の現状および課題、またそれらへの提案

(解決案)を踏まえ、8つの施策案を推進することを目的に、施策案を深化させた。 

No.1 民泊事業の推進 

施策№ №1  

施策名 民泊事業の推進 

取組み主体 地域住民・行政・民間 

H25年度の取り組み ・住民ワークショップ等の意見を基に、講演会や先進地視察を実施した。 
・「沖縄離島体験交流促進事業」(沖縄県地域・離島課主管)を活用して、教

育旅行受け入れ体制づくりの支援(組織づくり及び新規2つの体験プログ

ラム)を行った。 
・うるま市における民泊事業の推進については、これまでも津堅島を含む

島しょ地域などで単発的な取り組みが行われている。また、うるま市商

工観光課が中心となり、民泊推進協議会(仮)設立に向けた取り組みを始め

ている。 
・津堅島の住民を中心に、将来教育旅行の受け入れ窓口となりうる「島お

こしの会(仮称)」立ち上げの動きが起こっている。 
施策展開の課題及び方

向性 

・津堅島における民泊事業の推進にあたっては、地域の理解とやる気が必

要不可欠であり、より多くの住民(幅広い職業や年代の住民)と一緒に取り

組む必要がある。 
・うるま市内では、民泊事業受入の窓口が確立されておらず、今後、民泊

推進協議会(仮)を設立することになれば、受入世帯への具体的なサポート

や総合的な調整を行う窓口となる組織・団体の整備・育成が急務となる。 
・今後、民泊事業の受入を希望する家庭は、関連法令等の条件を踏まえた

うえで、県知事による簡易宿所営業の許可を取得する必要があるが、煩

雑な手続きや費用負担が発生する為、それらの負担軽減に向けた取り組

み・支援が求められている。 
・民泊事業を進めるにあたって、地域と連携した体験交流プログラムの整

備や質の向上、新規の体験プログラム企画・実施する必要がある。また

訪れた方が快く過ごしてもらえるような環境が求められている。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●講習会・先進地視察等の実施 実施 継続実施 継続実施 
●受入窓口団体の育成・連携 調査 実施 継続実施 
●民泊手続きに向けた支援 調査 実施 継続実施 
●体験交流プログラム等の開発 実施 継続実施 継続実施 

備考（関連施策） 

№2 インターネットを活用した観光情報等の発信 
№3 環境美化・景観緑化活動の推進 
№4 キャロット愛ランド公園の改修・活用 
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No.2 インターネット等を活用した観光情報等の発信 

施策№ №2  

施策名 インターネット等を活用した観光情報等の発信 

取組み主体 地域住民・行政・民間 

H25年度の取り組み ・島におけるインターネット回線の状態やPC普及率、住民のネット使用に

対する意識等の調査を行った。 
・平成25年12月、うるま市情報課が主催するタブレット型端末講習会を1

回実施した。 
・平成25年12月～平成26年2月、地域情報の継続的な発信に向けて、うる

ま市企画課が主催するタブレット端末を活用したIT講座を3回実施し

た。 
・インターネットが使える若い世代と使い方が分からない世代を繋ぐこと

で、島内のネットワーク作りと島の情報を助けあって発信できる仕組み

づくりを行った。 
施策展開の課題及び方

向性 

・沖縄県離島地区ブロードバンド環境整備促進事業(平成19年度実施)を通

して、津堅島住民がネット利用できる環境はあるが、実際に活用してい

る世帯は少なく、12世帯に留まっている。 
・観光客などに対する津堅島の情報が少ないため、インタ―ネット等を通

じた情報発信が必要である。 
・小規模離島が特産品の販路を開拓するためには、インターネットの活用

が重要となる。 
・日常的に地域情報を発信するためのしくみが必要である(人材育成や各メ

ディアの活用法など)。 
・個人の情報や島の正しい情報発信をするためには、島内でのルール作り

が求められている。 
・インターネットの普及が遅れている現状を踏まえ、住民の年齢や好み、

状況に応じた情報化の展開が求められている。 
・ネットを通じた商品購入や娯楽コンテンツ活用等、インターネット活用

による島の定住環境向上に向けた方策を検討する必要がある。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・確認 継続確認 ― 
●インターネット活用の検討 検討 実施 継続実施 
●外部講師による講座（人材育成） 実施 継続実施 継続実施 
●ブログ、SNS等の開設 実施 継続実施 継続実施 

備考（関連施策） 
№1 民泊事業の推進 
№6 農水産物の販路拡大 
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No.3 環境整備・景観緑化活動の推進 

  
施策№ №3  

施策名 環境整備・景観緑化活動の推進 

取り組み主体 地域住民・行政 

今年度の取り組み ・津堅区と津堅郷友会の主催で、島内外関係者約150名によるクリーンア

ップ作戦を実施した。 
・伊是名村と大宜味村で先進地視察を行った。 

施策展開の課題及び方

向性 

・ごみの分別・収集と、処理方法にかかる課題を抽出・整理する必要があ

る。 
・不法投棄ゴミの処理については、地域・津堅郷友会・行政が一体となっ

て解決する必要がある。 
・津堅島の環境改善に資することが期待される小型焼却炉の導入にあたっ

ては、必要性、ランニングコスト等の負担といった運営管理のあり方も

含め検討する必要がある。 
・下水処理施設の利用状況が低いため、今後は、環境改善の一環として接

続率の向上に取り組む必要がある。 
・津堅島における環境改善や景観緑化の推進にあたって、まずは、住民の

衛生・美化意識の向上を図り、主体的な環境保全活動に取り組んでもら

うことが必要不可欠である。 
・次年度は、津堅区の主催で花植え活動を行う予定である。 
・収穫後のモズク網が漁港を中心に島内に放置されたままであるため、改

善策が求められている。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●既存投棄ゴミの撤去（クリーンアッ

プ作戦の推進） 
実施 継続実施 継続実施 

●景観緑化活動に向けた住民啓発活

動の実施（講習会・先進地視察等の

実施） 
実施 継続実施 継続実施 

●小型焼却炉の導入 検討 調査・調整・検討 調整・実施 
●下水処理施設への接続率の向上に

向けた啓発事業等の実施 
検討 調査・調整・検討 実施 

備考（関連施策） 
№1 民泊事業の推進 
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No.4 キャロット愛ランド公園の改修・活用の推進 

施策№ №4  

施策名 キャロット愛ランド公園の改修・活用の推進 

取り組み主体 地域住民・行政 

今年度の取り組み ・平成26年3月、三ヶ国語(英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語)に対応

した旧史跡案内サインが設置された。 
・住民の情報発信に対する関心が高まったことにより、世論へ津堅島

Facebookページ上でキャロット愛ランド公園の課題の共有を図った。 
施策展開の課題及び方

向性 

・観光資源としての活用が期待できるキャロット愛ランド公園の遊歩道に

ついては、現在台風等の自然災害により一部区間が崩落しているなど、

利用できない状況にあり、早急に改修などの措置が必要となっている。 
・キャンプ場についても、整備当初に比べ利用客が減っている様子が見受

けられるため、今後は、島民や観光客が快適に利用できるように、シャ

ワー室やトイレなどの改修とともに、全体図や場所ごとの解説板など、

サインの整備が求められる。 
・キャロット愛ランド公園は、津堅島の観光振興を図るうえで重要な役割

を担っており、現状の改善に向けて、住民の要望や専門家の意見を取り

入れたキャロット愛ランド公園改修計画（仮称）を策定し、段階的に改

修を進める必要がある。 
・「キャロット愛ランド公園」全体の維持・管理の課題を抽出したうえで、

より一層の活用が図れるよう、指定管理者の導入も視野に入れ、地域と

連携し管理運営のあり方について検討・決定する必要がある。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・確認 継続調査・確認  
●公園改修計画（仮称）の策定 ― 調査・検討・調整 策定 
●公園改修計画（仮称）に基づく施設改

修・整備 
― 

調査・検討・調整 
検討・ 

一部実施 
●管理運営のあり方について ― 調査・検討・調整 決定 

備考（関連施策） №1 民泊事業の推進 
№8 バタフライアイランド推進事業  
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No.5 津堅農業構造改善センターの改修及び活用の推進 

施策№ №5  

施策名 津堅農業構造改善センターの改修及び活用の推進 

取り組み主体 地域住民・行政・民間 

今年度の取り組み ・今年度の離島フェアでも「津堅みやらび」(女性5名グループ)が、津堅

味噌やイカの塩辛・一夜干し、人参ゼリー等の商品を販売した。 
・以前より「津堅みやらび」が要望していた津堅構造改善センターでの食

堂経営許可に関して、用途変更の許可が下りたため、平成26年1月より

食堂経営が始まった。 
・先進地視察先でヒントを得て、島に自生する月桃を使用した「月桃ゼリ

ー」の試作品を作った。 
施策展開の課題及び方

向性 

・現在の津堅農業構造改善センターについては、今後の津堅島の農水産業

における6次産業化の拠点となることが期待されるが、一部設備等につ

いて老朽化なども見受けられるため、今後、運営の主体となる「津堅み

やらび」の意向を踏まえた施設改修などを検討する必要がある。 
・高齢者や観光客などが集える憩いの場のみならず、特産品開発の拠点、

調理体験プログラムの実施会場や飲食店など、多機能な活用が望まれて

いる。 
・センター周辺の整備が必要である(窓外の木々の適度な伐採や、駐車ス

ペースの確保など）。 
・「津堅みやらび」が島に自生する月桃を使用した「月桃ゼリー」の開発

に取り組み、将来、津堅人参ゼリーと合わせた新規商品の販売を目指し

ている。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・確認 継続調査 ― 
●用途変更手続き 確認・実施 ― ― 
●活用計画（仮称）の策定 検討 調整・策定 ― 
●活用計画（仮称）に基づく施設改修 検討 実施 継続実施 

備考（関連施策） 
№6 農水産物の販路拡大 
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No.6 農水産物を活用した商品開発及び販路拡大の推進 

施策№ №6  

施策名 農水産物を活用した商品開発及び販路拡大の推進 

取り組み主体 地域住民・行政・民間 

今年度の取り組み ・津堅構造改造センターにて食堂経営の許可が降りたことから、「津堅みや

らび」を中心に、地域の食材を活用した飲食の提供が始まった。 
・先進地視察先でヒントを得て、島に自生する月桃を使用した「月桃ゼリー」

の試作品を作った。 
・平成25年5月20日、うるま市地域雇用創造協議会「地域活性化プロモーシ

ョンうるま」と有限会社プティ・フール(洋菓子店)の共同開発により「津

堅にんじんロール」が誕生した。現在はプティ・フール(各3店舗)と
Restaurant B・B・Rで販売されている。 

施策展開の課題及び方

向性 

・マーケティング調査を行い、消費者のニーズにこたえられるような特産品

開発を行えるよう講座等の開講や視察が望まれている。 
・外部の専門家と共に販路を拡大する必要がある。 
・収益力を上げるにはブランド力を高め、付加価値の高い特産品の開発が求

められている。 
・農水産物（人参、モズク、魚介類）は豊富に獲れるが既存の販路に加え、

インターネット等を活用した新たな販路の拡大が必要とされている。 
・規格外や小さな瑕疵のある人参が畑の側に放置されており、作物の病気が

蔓延する可能性があるため、適切に処理するか、又は形を問わない加工品

といった商品の開発が求められている。 
・今後、「津堅にんじんロール」はコンセプトと原材料は変えずに、店舗ご

とに異なる味で販売し、将来的にはご当地スイーツとしての確立を目指し

ている(販売店舗は現在の2店舗から4～5店舗に増える予定)。 
・次年度は「地域活性化プロモーションうるま」と有限会社レーベン・レブ

の共同開発による「津堅人参チーズタルト(仮称)」と「人参ゼリー(仮称)」
が全国のわしたショップとタウンプラザかねひで、きなこや(沖縄菓子の製

造・販売・開発店舗)にて販売予定である。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●現状確認と課題整理 確認 継続確認・課

題整理 
― 

●マーケティング調査・分析 検討 実施 継続実施 
●組織づくり 検討 調査・実施 継続実施 
●特産品開発 検討 実施 継続実施 
●担い手の育成 

（講座開催・実践指導等） 
実施 継続実施 継続実施 

備考（関連施策） 
№2 インターネット等を活用した観光情報等の発信 
№5 津堅農業構造改善センターの改修及び活用 
№7 津堅旅客待合所の環境整備・活用の推進 
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No.7 津堅旅客待合所の環境整備・活用の推進 

施策№ №7  

施策名 津堅旅客待合所の環境整備・活用の推進 

取り組み主体 行政・民間・地域住民 

今年度の取り組み ・クリーンアップ作戦を通して、うるま市役所職員関係者の津堅旅客待合

所に対する理解促進を図った。 
施策展開の課題及び方

向性 

・津堅島を訪れる観光客などにとって最初の玄関口となる旅客待合所だ

が、現在観光案内情報に乏しいため、今後、観光案内板の整備や案内用

パンフレットの配布が望まれる。 
・物産品については、島の特産品である人参や水産物加工品(イカの塩辛

等)も販売されているが、品薄になる時期もあるため、今後は、新たに

開発される特産品等の恒常的な仕入れ・販売の検討が求められている。 
・旅客待合所は、津堅島の観光振興の拠点施設の一つと考えられるが、現

在は外観や内装及び周辺環境も含め、観光客等に華やかな印象を与える

彩りが足りない様子が見受けられるため、今後、施設周辺の緑化等も含

めた環境整備の検討を行う必要がある。 
・旅客待合所のより効率的、効果的な活用が図れるよう、今後は、施設を

保持・管理する県や市及び地域が連携し、指定管理者の導入等も含めた

運営計画(仮称)を策定する必要がある。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●現状確認と課題整理 確認・整理 継続確認・整

理 
― 

●観光案内板等の設置 検討 一部実施 継続実施 

●施設環境整備 検討 検討・ 
一部実施 

実施 

●運営計画（仮称）の策定 検討 検討・調整 策定 

備考（関連施策） 

№3 環境整備・景観緑化活動の推進 
№6 農水産物の販路拡大の推進 
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No.8 バタフライアイランド推進事業 

施策№ №8  

施策名 バタフライアイランド推進事業 

取り組み主体 行政・民間・地域住民 

今年度の取り組み ・今年度の取り組みは無し。 

施策展開の課題及び方

向性 

・昨年度事業の一環で行った「島あっちゃーwithなんでもお助け隊」

の結果、同行した専門家から出された「島には多くの野生の蝶が生

息しており、非常に貴重な自然資源である」との助言を参考に、今

後の観光資源としての活用可能性について検討を行う。 
・津堅島の気候風土にあった蝶を選定し、食草が育つ土壌であるかの

調査が必要である。 
・蝶を愛するうるま市内の同好会と協力体制を取り付け、蝶の繁殖計

画を策定し、段階的に繁殖させることが求められる。 
・蝶のみならず、花木を増やすことで、来訪者にも島の住民にも魅力

ある島づくりが求められる。次年度は津堅区主催で花植え活動が予

定されている。 
・花や蝶の季節には、イベントを企画し、島のブランド向上と観光の

振興が求められている。 

推進事項 
実績 目標 

H25年度 H26年度 H27年度 

●現状確認と課題整理 検討 調査・確認 ― 
●バタフライアイランド推進計画（仮

称）の策定 
検討 調整・ 

一部策定 
策定 

●花木や食草の植樹と育成 検討 実施 継続実施 
●イベントの実施 検討 実施 継続実施 

備考（関連施策） 
№4 キャロット愛ランド公園の改修・活用の推進 
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