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令和４年９月某日
くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（じゃんサポ）

担当：久保勇人

しまむすびワーケーション＠国頭村

【企業向け】 Live and Work Anywhere

「社内改革」ｘ「地域貢献」
答えを見つける、ワーケーションブートキャンプ！



▼くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（じゃんサポ）
活動地域： 沖縄県国頭村
設立： ２０１９年１２月
目的： 国頭ファンを増やし、移住、定住に向けたあらゆる段階をサポートする、ワンストップ

窓口となることを目的とする。
構成員

会長： 国頭村商工会経営指導員金城太輔
副会長： 合同会社くんじゃんプランニング（不動産業）代表社員東健
他メンバー： 国頭村区長会、国頭村青年会、辺土名大通り会、国頭村農業青年会議、ユナムンダクマ

協議会の代表者、国頭村内事業者（観光業1社、宿泊事業1社）
活動実績

２０１９年度：国頭村企画商工観光課「空家バンク作成委託事業」受託
２０２０年度：沖縄県地域離島課、しまのわ「北部三村体験移住ツアー」に受入地域として参加

：国頭村企画商工観光課「若年者意識調査委託業務」受託
：沖縄県世界自然遺産推進室「世界自然遺産保全活動支援事業」受託
：内閣府「沖縄テレワーク推進事業」受託
：オンライン移住相談会（1回）、リアル移住相談会（1回）

２０２１年度：沖縄県地域離島課「しまっちんぐ実証事業」にローカルパートナーとして参加
：オンライン移住相談会（2回）、リアル移住相談会（3回）

じゃんサポについて



しまむすびワーケーションとは
リゾートホテルで青い海を眺めながらのテレワーク。
そんなこれまでのワーケーションのイメージとは全く
異なる、沖縄発の新しい挑戦。「風の時代」に島で
生き方を探究する、新しいワーケーションのお試し
プログラムが、沖縄の国頭村・久米島町・多良間村の

3つの地域で実施されます。

プログラムに共通しているのは、「地域の物語とつながる」ということ。
それぞれの地域ならではの人・自然・文化、そして暮らし。
現地コーディネーターが、皆さんと地域の橋渡しを担い、
その地域・そのタイミングだからこそ生まれる共創の場づくりをサポート
します。

しま（地域）と結ばれる。しま（地域）と自分のリソースを結ぶ。
しまと自分の、関わり方のつづけ方を一緒に探究する。
それが、沖縄しまむすびワーケーション。

引用：昨年度のHPより https://www.shimamusubi.net/



実施体制
沖縄県地域離島課

プロモーションうるま

国頭村（じゃんサポ）
久米町
多良間村
伊平屋村
伊江村



企業様向けツアーの狙いと目的

①リゾートワークを実践
⇒自社の課題に取り組む
②地域課題への取り組み
⇒地域との関わり方を学ぶ

しまむすび＠国頭村

③良縁の創出
⇒文化、人、仲間と交流する

「狙い」を達成する
「ツアー商品」に欠かせない
「スイートスポット」を探る

参
加
企
業

参
加
企
業
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私たちの目的



私たちは、
こんな課題認識を持つ、
企業様を探しています。
次の事柄に、本格的に取り組みたいが、少しの助けを
必要としている企業
 ワーケーション、特にリゾートワークを「自社の強み」にしていきたい
（リクルート面、人材育成面、経営合宿、新規事業開発など）

 企業の「社会的責任としての地域貢献」に取り組みつつ、事業にフィー
ドバックをかけたり、社会や株主などのステークホルダーにPRしたい

 自社製品やサービスの「実証フィールド」を探しているが、いままで地
域との良縁がなく実践できていない



こんなモニターツアーを、
ご提案いたします。

 最初の一歩として取り組みやすい「地域課題」をご用意
→ 課題を良く理解するためのプログラムも用意します。

 地域の方々との「交流プログラム」をご用意
→ みなさんが地域へ溶け込むキッカケを用意します。

 リゾートワークに造詣の深い「アドバイザー」がスタンバイ
→ リゾートワークを自社の仕組みとして取り入れる際に直面する課題の
解決に向けたヒントが得られます。

 費用感：想定売価５０万円／人→ ２０万円／人前後※滞在費のみ
→ 宿泊場所や人数、レンタカーの手配の有無などにより変わります。

「しまむすび＠国頭村」では、



提供するメリット
「しまむすび＠国頭村」にご参加いただくと、

▼メリット①「今年度の成果」
・滞在修了時には「感謝状」を贈呈いたします。

▼メリット②「今年度の成果」
・みなさんのご関心ある分野の「地域課題をご紹介」します。
▼メリット③「来年度以降に向けた布石」
・リゾートワークや地域貢献を「貴社の強み」とすべく、課題
が洗い出され、解決の方策を検討できます。

▼メリット④「来年度以降に向けた布石」
・国頭村をフィールドにして、皆様がトライしたいことを
私たちが「地域の窓口」としてサポートいたします。



滞在中の過ごし方イメージ
月 火

参
加
者

水 木 金 土 日

1週間（土日休暇の場合）

通常業務 通常業務地域課題pg 通常業務 通常業務午
前

通常業務 通常業務 ワーク
ショップ通常業務 通常業務午

後

自由夜 交流pg自由 自由

※週1～2回程度の地域課題pgやワークショップ、交流pgへ参加

全体スケジュール
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2022年 2023年

体制構築 報告書作成コーディネート

ツアー期間
1/14 - 2/13

交流pg

自由

自由

自由

自由

自由

自由



プログラム構成（案）



国頭村インフォメーション１

※国頭村移住相談会向け資料より抜粋



国頭村インフォメーション２

※国頭村移住相談会向け資料より抜粋



国頭村インフォメーション３

※国頭村移住相談会向け資料より抜粋



宿泊施設

ちちぬぅーじ
１～２名/室

※２室ご用意可能

国頭村鏡地
（くにがみそんかがんじ）

オクマビーチヴィラ
１～４名/室

※２室ご用意可能

国頭村浜
（くにがみそんはま）

YANBARU HOSTEL
ドミトリー

※ドミトリー１室貸切でご用意可能

国頭村辺土名
（くにがみそんへんとな）

※予定



コワーキング

Cafe and Coworking
HENTONA LOUNGE

国頭村辺土名
（くにがみそんへんとな）

みちの駅
やんばるパイナップルの丘

安波

国頭村安波
（くにがみそんあは）

coconova
coworking space seeds

名護市宮里
（なごしみやざと）

他

※予定



ローカルメンバー

久保勇人
（くぼはやと）
Quantum Leaps Complex Office
代表
合同会社QLCO 代表社員
じゃんサポメンバー

仲本いつ美
（なかもといつみ）
株式会社Endemic Garden H
代表取締役社長
じゃんサポメンバー

東健
（あずまけん）
合同会社くんじゃんプランニング
代表社員
じゃんサポメンバー

他



アドバイザー

北辻巧多郎
（きたつじこうたろう）
株式会社LIFULL 地方創生推進部
LivingAnywhere Commonns
グループ所属
多摩大学総合研究所
客員研究員

古波津勝彦
（こはつかつひこ）
株式会社KAI 代表取締役
株式会社しゃらぽ代表取締役

鈴木哲也
（すずきてつや）
一般社団法人ローカルコワーク
アソシエーション理事

Zuppa Ishigaki 離島ターミナル
ファウンダー



アドバイザーイメージ

しまむすび
＠国頭村受入メンバー

（じゃんサポ）
アドバイザー
（2～3名）

参加企業
（2～3社）

コーディネート 協力

参加

募集
相談

回答・アドバイス

依頼

社内の課題
疑問

報告



お問い合わせ
▼しまむすびワーケーション（全体）について
一般社団法人プロモーションうるま（担当：平田、叶）

メール：workation@shimamusubi.net
電話：098-923-5995
※電話対応時間：9:00～17:00 ※土曜、日曜、祝日は除く

▼しまむすびワーケーション＠国頭村について
くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（担当：久保）

メール：jansapo2019@gmail.com
電話：090-1888-2002（個人携帯）
※電話対応時間10:30～19:00



以上が現時点のプラン概要です。

「ちょっと違うんだよな‥」
「ココがこうならない？」

「ココをこうしたい！」など、
みなさまのご意向を取り入れて、

Fit/Gapを解消することも可能です。

少しでも気になることがあれば、
遠慮なくご連絡ください。

じゃんサポ久保



付録：ローカルメンバー１

久保勇人
（くぼはやと）
Quantum Leaps Complex Office
代表
合同会社QLCO 代表社員
じゃんサポメンバー

＜東京都品川区出身、妻が国頭村出身＞
新卒で入社したキヤノン販売株式会社（※現、
キヤノンマーケティングジャパン株式会社）
を、2015年に早期退職し、妻の故郷である国
頭村へ移住。前職時代に培った「プロジェク
トマネージメント技術」で、「地域を明るく
元気にする！」「関わった人すべてを国頭
ファンにする！」を楽しみながら模索中。最
低でも1年に1つは新しい地域課題に取組み始
めることをライフワークとし、「課題があれ
ばあるほど盛り上がる"やんばる国頭村"」を
目指している。



付録：ローカルメンバー２

仲本いつ美
（なかもといつみ）
株式会社Endemic Garden H
代表取締役社長
じゃんサポメンバー

＜地元やんばる国頭村出身＞
やんばるの集落が続く未来を目指して、新卒
で入庁した国頭村役場を2019年に退職し、同
年に姉妹で合同会社Endemic Garden H（エンデ
ミックガーデンエイチ※現、株式会社Endemic 
Garden H）を起業し、現在に至る。国頭村役
場勤務時代の経験やネットワークを活かし、
「やんばるツアーズ（旅行業）」「やんばる
ホテル南溟森室（旅館業）」「奥やんばるの
里（旅館業）」など事業を精力的に立ち上げ、
やんばるの魅力を発信している。



付録：ローカルメンバー３

東健
（あずまけん）
合同会社くんじゃんプランニング
代表社員
じゃんサポメンバー

＜神奈川県川崎市出身＞
「親父の近くに居ようかな？」くらいの軽い
気持ちで申し込んだ地域おこし協力隊員とし
て平成28年に国頭村に着任。国頭村観光協会
の立ち上げや、移住希望者の対応、移住体験
住宅の管理などを行う。任期終了後は、宅地
建物取引士の資格と不動産業での経験を生か
し「合同会社くんじゃんプランニング（不動
産業）」を立ち上げ、引き続き移住希望者の
サポートを行っている。



付録：アドバイザー１

北辻巧多郎
（きたつじこうたろう）
株式会社LIFULL 地方創生推進部
LivingAnywhere Commonns
グループ所属
多摩大学総合研究所
客員研究員

＜宮城県仙台市出身＞
2012年4月に新卒でLIFULL入社。 LIFULL HOME‘S
の営業を6年間経験後、総務省の制度「地域お
こし企業人」を活用して岩手県釜石市へ出向。
2年間自治体職員として、空き家相談から利活
用の仕組みづくりを現場で行う。帰任後は
「自分らしくを、もっと自由に。」をテーマ
とした新しい暮らし・働き方を共創する
LivingAnywhere Commonns事業にてアライアン
スを担当。1/3 東京、2/3別地域にて生活。好
きな時に好きな場所で好きな人と暮らせて働
ける社会をつくるために奔走中。



付録：アドバイザー２

古波津勝彦
（こはつかつひこ）
株式会社KAI 代表取締役
株式会社しゃらぽ代表取締役

＜神奈川県横浜市在住、両親は沖縄県出身＞
「転んでもタダでは起きない」「依存は最小
限」がスローガン。「飽き」と「反発」を
きっかけに高校から大学進学、社会人キャリ
アをスタートし、大手上場企業への転職を経
て独立。現在は株式会社KAIを設立し、大手企
業へのコンサルティングの傍ら、首都圏と地
方をつなぐ地方創生プロジェクトを動かし、
周囲と共に「自己実現」と「社会実現」を両
立すべく活動中。最近、スタートアップ支援
事業を立ち上げ、若者たちに刺激を受けつつ
伴走する日々を送る。



付録：アドバイザー３

鈴木哲也
（すずきてつや）
一般社団法人ローカルコワーク
アソシエーション理事

Zuppa Ishigaki 離島ターミナル
ファウンダー

＜茨城県出身＞
IT企業に勤務する傍ら「地元を盛り上げたい」
と茨城県結城市で活動を開始。築85年の古民
家を活用した「Coworking & Café yuinowa（茨
城県結城市）」や、県全域の移住定住を支援
する「茨城移住計画」を立ち上げる。次に、
活動を島嶼地域に広げ、離島好きのコミュニ
ティ「リトウ部」や「Zuppa Ishigaki離島ター
ミナル（石垣島）」を立ち上げ。現在は、地
方でのコワーキング立ち上げを支援する
「ローカルコワークアソシエーション」の理
事として、日本全国の地域に関わる。
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