
多良間島の「多」くの「良」い空「間」
をそのまま活用したワーケーション
～しまんちゅと島時間を、自然の恵みを、

五感で感じる10日間～



-Work×Vacationではなく
Work×Co-Creation（共創）-

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。



島の目指すビジョン実現に向けた共創

Leave No Traceとは、環境に対するインパクトを最⼩限にして、アウトドアを楽しむための環境倫理プログラムです。すべてのテクニックが、７つの原則を基に
しており、誰にでもわかりやすく、楽しく実践することができます。世界９０カ国のアウトドアレクリエーションにおける⾏動基準となっています。

多良間村は、ワーケーションの推進によりSDGs の考え⽅の元、交
流・関係⼈⼝との関わりから持続可能な島作りを通して、新たな多良
間村のファン層を獲得し、本村の振興にかかる関係⼈⼝の拡⼤に繋げ
ていくことを⽬指しています（多良間アクションプランより）
「⾵景と⽇常をくずさず、できるだけ何も⾜さずに何も引かずに、島
の魅⼒を引き上げる⽅法はないだろうか︖」
アウトドアを楽しむ全ての⼈が、環境へのインパクトを最⼩限にする
⾏動をとることを⽬指す、LNTの考え⽅を観光の⼟台に据え、LNT７
原則を活⽤しながら、「多良間県⽴⾃然公園」をLNTトレーナーと共
に巡りながら、環境・暮らし・経済が調和した⾃然体験を提供してい
くコンテンツとは、⾃然環境によりインパクトの少ない判断をするた
めの基準は、「観光振興と⾃然環境保護、⼀⾒相反する2つの取り組み
のバランスをどう取るべきか」について考えます。



テーマ

“アンビバレンス”
「この会社で働き続けたい。でも、別の会社でも働いてみたい」
「独りで⾃由に暮らしていきたい。でも、結婚して家族を持ちたい」

ひとつのものごとに対して、相反する感情を同時に持ったりすることで、⽭盾する気持ちの間で⼈の⼼は揺れています。

島では、持続可能な島作りを⽬指し「観光振興と⾃然環境保護、⼀⾒相反する2つの取り組みのバランスをどう取るべきか」を
考えながら、コンテンツづくりをスタートさせました。

「私たちにとって、幸せになる選択は︖」島まるごと⾃然公園で答えを探す旅。

貴重な抱護林や⼤⽊の繁る⾃然豊かな森と御嶽、琉球⾵⽔集落、トゥブリ…
「多」くの「良」い空「間」で、五感を研ぎ澄ませて、じっくり考えます。



観光
振興

自然環
境保護

“アンビバレンス”



多良間県⽴⾃然公園は、多良間島と⽔納島のほぼ全域とその周辺海域を含む
5,300ヘクタール（陸域2,153ヘクタール、海域3,147ヘクタール）を公園区
域として、平成23年3⽉29⽇に指定されました。

同公園の陸域においては、貴重な抱護林や⼤⽊の繁る⾃然豊かな森と御嶽、⾃
然井⼾等が残されており、優れた⾃然景観と⽣物多様性豊かな⾃然環境を有し
ています。
また、海域においては多良間島、⽔納島ともに多数の海洋⽣物が⾒られるとと
もに、健全なサンゴ礁が発達しています。

フィールド

※【国⽴⾃然公園】⻄表⽯垣、慶良間諸島、やんばる【県⽴⾃然公園】久⽶島、伊良部島、渡名喜島、多良間島



アウトプット

【共創ワークショップ】
多良間版の「ダメージを残さずに⾃然を
の楽しむための７原則」をつくる︕
LNT普及の⽅法について考える︕

旅マエ 旅アト

●LNTを活⽤したアウ
トドアの楽しみ⽅を学
ぶことができる︕
●毎年遊びに来てくれ
る
●島の観光と連携した
商品・サービスの提供

【共創プログラム】
多良間の⾃然×参加者のサービス
や商品のコンテンツの創出
例 トゥブリでワイン販売事業者
が販売するオリジナルワインを飲
んで癒しの時間を楽しむ。

旅ナカ
●ワーケーション終了
後も、SNSコミュニ
ティ内で島側・参加者
側の継続的な交流を⾏
なっていく。

多
良
間
側

参
加
者
側

●LNT原則①事前の計
画と準備のレクチャー
●地域、ひとを知って
もらう

●LNT原則①事前の計
画と準備を学ぶ
●地域・ひとを知る
●連携できるサービ
ス・商品の提案・提供
（連携できることが参
加条件ではない）

【体験プログラム】
アウェアネスワークショプの実施
参加者へ「修了証」付与

1 ２

３



ツアー概要
トゥブリで島の姿を変えずに、ありのままの島で、島を遊び尽くす。
ジャンキムヌ作りを通して、島の魅⼒を再認識し、島と⼈・⼈と⼈をつなぐ時間を過ごす。
ゆったり過ごすキャンプ時間を通してゆったり流れる島時間を⾃然の恵みを五感で感じる。

2022/11/21（⽉）〜30（⽔） 10⽇間 【限定6名】
１

２
2023/1/7（⼟）〜13（⾦） 7⽇間 【限定6名】

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CORE WEEK

7 8 9 10 11 12 13
CORE WEEK

※CORE WEEKは、全プログラム参加必須となっております。前後については、プログラムはご⽤意しますが、任意参加となります。



夢パティオたらま

ご宿泊

コテージは1棟に3部屋あり、1部屋ツインベット。
交流サロンと簡易キッチン・バスルーム・トイレを完備。
全6名の参加者は、1棟を貸切ってご宿泊いただきます。

ツイン(洋室・和室) 5,500円（税抜）/1泊2⾷付

※宿泊先は、CORE WEEKのみ事務局にて予約の⼿配を⾏います。前後の宿泊先については、宿をご紹介致しますので、⾃⾝でのご⼿配をお願いします。

⾃然の中で眠りにつき朝を迎えます。参加者同⼠でギ
アをセッティングし、島⿂を焼いていただきます。満天
の星空の下、焚き⽕を囲んで語らいます。

無料（体験プログラムとして実施）＊1泊のみ

オーバーナイトキャンプ
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多良間村就業意識向上⽀援事業【職業⼈講話】

多良間島でクリエイティブに働ける環境をつくるためには？

TARAMAワーキングスペース（観光協会内）



2022/11/21（月）～30（水）
【限定6名】



23(水)

オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

24 (木) 25 (金)C
O
R
E

W
EEK

26 (土) 27(日)



ツアー行程
2022/11/21（⽉）〜30（⽔） 10⽇間 【限定6名】１
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

早朝
マナティ
&

サンライ
ズカフェ

午前 島散策
ふるさと
⺠俗学習
館

アウェア
ネスワー
クショッ

プ

午後 特産品作
り体験

島⼈ゆん
たく会

追い込み
漁体験

共創
ワーク

ショップ

⼣⽅ オリエン
テーショ

ン

オーバー
ナイト
キャンプ

ジャンキ
ムヌ体験

夜 交流会 飲み会
仲筋組踊り

Over 
night 
Meeting

交流会 交流会

必須

必須

必須

必須



アウェアネスワークショップ注目
アウェアネスワークショプは、⼦どもから⼤⼈まで、アウトドアを楽しむ全ての⼈

を対象にした、LNTの体験プログラムです。7原則の中からテーマに焦点を絞り、
LNTについてその必要性を理解し、興味、関⼼が持てるような楽しいワークショップ
を野外で実施します。ワークショップ終了後には「修了書」を交付します。

Leave No Traceとは、環境に対するインパクトを最⼩限にして、アウトドア
を楽しむための環境倫理プログラムです。すべてのテクニックが、７つの原則
を基にしており、誰にでもわかりやすく、楽しく実践することができます。世
界９０カ国のアウトドアレクリエーションにおける⾏動基準となっています。

-原則1-
事前の計画と準備

-原則2-
影響の少ない場所での活動

-原則3-
ゴミの適切な処理

-原則4-
⾒たものはそのままに

-原則5-
最⼩限のたき⽕の影響

-原則6-
野⽣動物の尊重

-原則7-
他のビジターへの配慮



与那国島出⾝。てぃぐま（沖縄で
「⼿先が器⽤」の意味）の家庭に
⽣まれた。専業で⺠具を作り、ク
バだけでなくアダンや⽵、⽉桃な
ど様々な植物を思いのままに操る。
「⺠具はもともと島の素材で作ら
れていたから、その良さを感じて
ほしい」と、⾃然素材にこだわっ
た⼿仕事に励んでいる。

⾃称、世界遺産ハンタ―。オース
トラリアでエアーズロックを⾒て
感動し、⼈⽣をかけて 世界遺産
を巡ることを⾄⾼の喜びにしてい
る。世界遺産ガイドとしての経験
を⽇本の観光に活かしたいという
想いから、2019年〜2022年北中
城村地域おこし協⼒隊員として勤
務。現在はフリーで、沖縄の世界
遺産をはじめ、サップ・カヤック
などのマリンのガイドも⾏う。

（仮称）Over night Meeting注目
「アンビバレンス」とは、相反する感情を同時に抱えている状態を意味します。これが原因で、何かに葛藤してい
る⼈もいるかもしれません。
多様な⽣き⽅・暮らし⽅を実践する⽅々を迎えて「⾃分の⼈⽣にとって何が⼤切なのか︖」「私たちにとって、幸
せになる選択は︖」 焚き⽕を囲みながら、⾃分と向き合い共に考えます。

旅⼈だった祖⽗の影響を強く受け、
⼤学在学中にバックパック旅に没
頭。2019年12⽉より世界⼀周へ
出発。新型コロナウイルスの影響
によりカーボベルデで⾜⽌めとな
るも、その環境を活かしカーボベ
ルデ政府とのパイプを構築し、活
躍の幅を世界に広げている。現在
は、SNSを使って沖縄の⾚字化し
たホテルを建て直す「ど素⼈ホテ
ル再建計画」に挑戦中。

一緒に焚き火を囲む皆さん

群⾺県前橋市出⾝。世界中の
海を潜り潜⽔経験は20000本
を超えるベテランガイド。
コースディレクターとして
数々の指導にもあたり 多くの
ダイバーを育成してきました。
多良間島・⽔納島の海域を全
て熟知し、 海に⼈にダイビン
グに情熱を注ぎながら、その
⽇最⾼の海へ安全に楽しく案
内しています。

よなは民具
與那覇 有羽さん

フリーガイド
篠田 宇希さん

インフルエンサー
片岡 力也さん

郷土マリンサービスJAWSⅡ
代表 柳岡 秀二郎さん ●●



（仮称）共創ワークショップ注目

LNT7原則は、全ての⼈が環境へのインパクトを最⼩限に
するためのわかりやすい基準を表しています。バックカン
トリー、原⽣⾃然、都市の公園、さらにはあなたの家の庭
に⾄るまで、全ての環境に応⽤することができます。また、
ほとんどのアウトドアレクリーションにも応⽤可能です。

本ワークショップでは、現地のLNTトレーナー*1と共に、
持続可能な島づくりに繋がる多良間版の「ダメージを残さ
ずに⾃然をの楽しむための７原則」をつくり、LNT普及の
⽅法についてアイディア出しを⾏います。

本村は、島の最⼤の資源は「⼈(⼈的資
本=ヒューマンキャピタル)」であり、
島での営みや知恵を総動員して、村⺠⽣
活、社会と調和の取れた持続可能な観光
地を作っていきます。
取り組みの⼀環として、LNTトレーナー
を育成し、基準に照らした観光ガイドの
実践等に活かしています。

*1 13名のLNTトレーナー



2023/1/7（土）～13（金）
【限定6名】



ツアー行程
２ 2023/1/7（⼟）〜13（⾦） 7⽇間 【限定6名】

7 8 9 10 11 12 13

早朝
マナティ
&

サンライ
ズカフェ

午前
ふるさと
⺠俗学習
館

アウェア
ネスワー
クショッ

プ

午後 島⼈ゆん
たく会

追い込み
漁体験

共創
ワーク

ショップ

⼣⽅ オリエン
テーショ

ン

オーバー
ナイト
キャンプ

ジャンキ
ムヌ体験

夜 交流会 飲み会
仲筋組踊り

Over 
night 
Meeting

交流会 交流会



体験

ジャンキムヌ

海⽔からでき
た⾖腐



多良間村就業意識向上⽀援事業【職業⼈講話】

多良間島の⾃然を壊さず、⾃然を活かした観光は？

20

観光

トゥブリカフ
ェ

琉球⾵⽔の島
で遊ぶ



21

多良間村就業意識向上⽀援事業【職業⼈講話】

多良間島の⾃然を壊さず、⾃然を活かした観光は？

交流

多良間式BBQ

島の歌・三線



22

共創

村⺠との出会
い

ワークショッ
プ


