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モニターツアー 

アンケート・インタビュー結果 
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親子向けツアーのプレスリリース 
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株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

【林野庁事業】⼦育て世代に向けた新たな森林の楽しみ⽅を提案 森林×SDGs 親⼦で楽
しむ森の時間『ワデュケーション』体験モニターツアー実施

今まで森林と関わりの少なかった0歳〜8歳の⼦どもを持つ3組の⼦育て世代が、森林空間におけるテレワ
ークと休暇（バケーション）、森林環境教育プログラムなどの教育（エデュケーション）を体験する取材
企画です。

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役︓岡部寛）と⼀般社団法⼈森と未来

（本社︓東京都世⽥⾕区、代表︓⼩野なぎさ）は、林野庁の委託事業「令和２年度 つたえる、感じる、つながる、森林

×SDGs プロジェクト事業」の⼀環で、北杜市役所のご協⼒の元、10⽉30⽇（⾦）〜10⽉31⽇（⼟）に、⼭梨県北杜市

で「新たな森林の楽しみ⽅」として⼦育て世代に向けた「ワデュケーション」体験モニターツアーを実施します。⼀般公募

で選ばれた都市部在住の親⼦3組が、森林空間におけるテレワークと休暇、森林環境教育プログラムなどを体験します。

⽔と緑と太陽に恵まれた⼭梨県北杜市。（出典︓⼭梨県北杜市ウェブサイト）

森と⼈が共⽣する持続可能な未来の実現

持続的な開発⽬標（SDGs）に貢献する取組が重視される中で、SDGsの達成に向けた森林の役割に関⼼が集まって

います。森林は、⽔資源の確保、気候変動の緩和、⼭地災害の防⽌などの「環境」保全のほか、森林・林業分野に

おける雇⽤創出などを通じた「経済」の活性化、及び健康増進による⼈の⽣活の質（QOL）向上など「社会」へも

貢献します。  

参考︓森林×SDGs（https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/genjo_kadai/SDGs_shinrin.html） 

林野庁は、森林の持つ多⾯的機能を持続的に発揮させ、循環型資源である⽊材を将来にわたって供給するため、S

DGs の様々な⽬標に関わる施策を実⾏しています。「令和2年度 つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロ

ジェクト」は、森林の新たな価値を伝え、⼈と森林の繋がりを強めることにより、森林と⼈それぞれにとって持続

可能な未来を実現したいという思いから始動しました。

林野庁森林利⽤課⼭村振興・緑化推進室⻑ ⽊下 仁からのメッセージ 

忙しい毎⽇の中で森を訪れたり、便利な暮らしの中で⽊をつかったりすることは、少し⾯倒と感じるかもしれませ

ん。でも、その少しの⼿間や時間の⼤切さに気づき、私たちの暮らしが、森や⽊と関わったら、もっと幸せで⼼地

いい暮らしに出会えるのではないか。そんな気づきを感じ、それを多くの⼈に伝え、森や⽊と⼈とがつながるきっ

かけを作りたいという想いを込めて、このプロジェクトに取り組んでいます。

このツアーに参加された⽅の中に、⼩さな気づきが芽⽣え、それが⼈に伝わり、さらに多くの⼈が森や⽊とつなが

ることを期待しています。

2020年10⽉27⽇ 09時00分
URL http://www.kmcinc.co.jp/

業種 サービス業

本社所在地 東京都渋⾕区恵⽐寿１－３－

朝⽇⽣命恵⽐寿ビル１０階

電話番号 03-5791-5083

代表者名 岡部 寛

上場 未上場

資本⾦ 6000万円

株式会社かいはつマネジメント・コンサ
ィング

フォロワー(0)

フォロー フォローするとどう

検索

キーワードで検索

関連プレスリリース

銘匠光学 TTArtisan 35mm
f/1.4 C 単焦点レンズ Ｌ(バ
ネット)マウント発売
株式会社焦点⼯房

2時間前

【本が好き︕】「本とトート
でつながルー プロジェク
ト」第1弾、太⽥市美術館・
株式会社スーパープランニング

3時間前

NECレッドロケッツ【Vリー
グ/バレー】に「⾸掛け型 空
気清浄機」を無償提供
⽇本電気株式会社

3時間前

さとふると福井県越前町、コ
ロナ禍で活動継続が危ぶまれ
る越前焼窯元を⽀援するた…
株式会社さとふる

3時間前

【愛知県観光誘客地域活動事
業】常滑市の地域PR動画「泣
きたいのに泣けない私」が…
愛知県

3時間前

プレスリリース ランキング

ツイート はてな 素材DL

・・・
その他
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シェア

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プレスリリースを受信 配信を依頼 ログイ

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ スポーツ

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/68098
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/genjo_kadai/SDGs_shinrin.html
http://www.kmcinc.co.jp/
https://prtimes.jp/companyrdf.php?company_id=68098
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000071960.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000071960.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/71960
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000021774.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000021774.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/21774
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000051247.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000051247.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51247
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000272.000025119.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000272.000025119.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25119
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000045082.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000045082.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/45082
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E3%80%90%E6%9E%97%E9%87%8E%E5%BA%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%91%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E4%B8%96%E4%BB%A3%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E6%96%B9%E3%82%92%E6%8F%90%E6%A1%88%20%E6%A3%AE%E6%9E%97%C3%97SDGs%20%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%81%A7%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80%E6%A3%AE%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%8E%E3%83%AF%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%8F%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E5%AE%9F%E6%96%BD&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000068098.html&via=PRTIMES_JP
https://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000068098.html&title=%E3%80%90%E6%9E%97%E9%87%8E%E5%BA%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%91%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E4%B8%96%E4%BB%A3%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E6%96%B9%E3%82%92%E6%8F%90%E6%A1%88%20%E6%A3%AE%E6%9E%97%C3%97SDGs%20%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%81%A7%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80%E6%A3%AE%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%8E%E3%83%AF%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%8F%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E5%AE%9F%E6%96%BD
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=68098&release_id=4
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fprtimes.jp%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000000004.000068098.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=1495958567142613
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/media_service/
https://prtimes.jp/main/registcorp/form
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/technology/
https://prtimes.jp/mobile/
https://prtimes.jp/app/
https://prtimes.jp/entertainment/
https://prtimes.jp/beauty/
https://prtimes.jp/fashion/
https://prtimes.jp/lifestyle/
https://prtimes.jp/business/
https://prtimes.jp/gourmet/
https://prtimes.jp/sports/


2021/1/15 【林野庁事業】⼦育て世代に向けた新たな森林の楽しみ⽅を提案 森林×SDGs 親⼦で楽しむ森の時間『ワデュケーション』体験モ…

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000068098.html 2/7

みずがき湖の紅葉（写真提供︓北杜市役所） 

⼦どもから⼤⼈まで楽しめる、新たな森林の価値を提案

新型コロナウィルス感染症の感染拡⼤を受け、テレワークを導⼊する企業が増えたことにより、働き⽅の選択肢が

広がりました。⼀⽅で、おうち時間（STAY HOME）が増えたことにより、⼦どもの外遊びが減っています。本

事業では、これまで森林との関わりの少なかった、都市在住の⼦育て世代を対象に、「新たな森林の楽しみ⽅」と

して、テレワークと休暇（バケーション）、森林環境教育プログラムなどの教育（エデュケーション）を組み合わ

せた「ワデュケーション」体験モニターツアーを実施いたします。

“森林浴”を活⽤し、企業研修や地⽅創⽣の活動を⾏う「⼀般社団法⼈森と未来」の代表 ⼩野なぎさは、森林空間に

おける「ワデュケーション」の可能性について、次のように語っています。

「森林環境が、ストレス緩和や免疫⼒向上など、健康の増進に効果があることは、科

学的に実証されています。森林空間における『ワデュケーション』は、⼼⾝の健康を

改善することで、⼤⼈たちの労働⽣産性を⾼めるとともに、⾃然体験を通じて、⼦ど

もたちの⽣きる⼒を醸成します。また、⼭村地域の森林空間を活⽤した新しい産業を

⽣み出すことで、地域経済に貢献できます。」

モニターツアーの概要

■ツアー︓森林×SDGs 親⼦で楽しむ森の時間『ワデュケーション』体験モニターツアー 

■期間︓2020年10⽉30⽇（⾦）〜2021年10⽉31⽇（⼟）1泊2⽇ 

■場所︓⼭梨県 北杜市 

■参加者︓地⽅への移住や森林環境教育に関⼼のある、3組の親⼦（0歳、5歳、6歳、7歳、8歳の⼦どもを含む） 

■協⼒︓北杜市役所

■連携企業︓⽩州・尾⽩の森名⽔公園「べるが」（https://www.verga.jp/）、⽩州・⼭の⽔農場（https://ww

w.yamanomizu.com/）、アトリエヨクト（https://www.a-yocto.jp/） 

■プログラム︓

1⽇⽬ ⼩淵沢駅待ち合わせ→⽩州・尾⽩の森名⽔公園「べるが」着…北杜市市⻑からの歓迎の挨拶・オリエンテー

ション→園内散策→昼⾷→森林浴体験→⼦ども︓サクッと⼯作・⼤⼈︓テレワーク体験→温泉→⼣⾷→森×テレワ

ーク座談会

2⽇⽬ 朝のプログラム→⽩州・⼭の⽔農場訪問…きのこ収穫体験・昼⾷→アトリエヨクト訪問…クラフトワーク体

験・インタビュー→道の駅はくしゅう⽴ち寄り→⼩淵沢駅解散

いま話題 今⽇ 今週 今
【Ground Y 2021 Spring /
Summer Collection】-
Disney・Pixar「Toy Story…
株式会社ヨウジヤマモト

待望のコラボ第三弾︕ オンラ
インクレーンゲーム
「MOLLY.ONLINE」限定で…
カバー株式会社

スペシャルプログラム「バイ
オハザード・ショーケース」
を2021年1⽉22⽇（⾦）放…
株式会社カプコン

⽇本円デジタルコイン運営の
⽇本暗号資産市場が4,000万
円の資⾦調達を実施
⽇本暗号資産市場株式会社

元ZOZO執⾏役員の⽥端信太
郎⽒がMOSHのマーケティン
グ戦略顧問に就任。MOSH…
MOSH株式会社

【永らくのご愛顧ありがとう
ございました】緊急事態宣⾔
再発出にともない、東京都…
株式会社モンテローザ

みんな⼤好き︕︕しゃぶしゃ
ぶ⾷べ放題の 「しゃぶ⾷べ」
３店舗で“もつ鍋と⽜⾁・三
株式会社モンテローザ

緊急事態宣⾔︕東京都⾜⽴区
に寄贈︕365回洗っても抗菌
⼒を維持する【⽇本製】…
宏福商事合同会社

【蔦屋書店】吉川晃司写真集
『STAND UP KIKKAWA KO
FILMOGRAPHY by 14…
株式会社 蔦屋書店

楽天、川⼝市に「新型コロナ
ウイルス唾液PCR検査キッ
ト」を提供
楽天株式会社

Facebookで⼈気のプレスリリ

ハウスコム、FC浜松駅前
店を移転︕JR浜松駅によ
り近い路⾯店にてリフ…
ハウスコム株式会社

シングルマザーや⺟⼦家
庭、ひとり親家庭の皆さ
まを応援︕ 【WakeAi …
株式会社WakeAi

⾷のDXを推進する「グッ
ドイートカンパニー」が
始動。〜 ⽇本の⾷を愛…
株式会社グッドイートカンパニ
ー

https://www.verga.jp/
https://www.yamanomizu.com/
https://www.a-yocto.jp/
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⽩州・尾⽩の森 名⽔公園「べるが」森の宿泊棟（出典︓⽩州・尾⽩の森 名⽔公園「べるが」ウェブサイト ）

⽊の温かみが感じられる⽊造コテージ（出典︓⽩州・尾⽩の森 名⽔公園「べるが」ウェブサイト）

本モニターツアーは森林の新たな楽しみ⽅や過ごし⽅を発信することを⽬的とする取材企画です。メディア

の⽅々による取材歓迎しております。

10⽉30⽇（⾦）、10⽉31⽇（⼟）に、モニターツアー実施スタッフ、林野庁職員、参加者の親⼦3組、

および移住経験のある地元の関係者に、直接取材が可能です。

ツアー実施後に、ツアーの様⼦が分かる動画コンテンツを作成し、SNS等で発信を予定しております。ご

関⼼のある⽅は、記載ある連絡先まで、お問い合わせください。

本モニターツアーのポイント

1．親⼦⼀緒に森林浴体験 

⽊々を観察したり、⿃のさえずりに⽿を澄ませたり…。これまで森と関わりが少なかった都市在住の参加者に、森

との触れ合いを通して、⼼と⾝体をリラックスさせ、感性を育む時間を提供します。⼩野なぎさによるプログラ

ム。
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2．親はテレワーク、⼦は⽊育体験 

親と⼦に分かれ、お⽗さん、お⺟さんは、インターネット環境が整ったお部屋で、テレワークを体験。⼣⾷後に、

今後の働き⽅について話し合う座談会を開催します。⼦どもたちは、⽊材を使って⼯作体験。楽しみながら、⽊材

に対する親しみや⽊の⽂化への理解を育みます。

インターネット環境の整ったテレワーク体験スペース（出典︓⽩州・尾⽩の森 名⽔公園「べるが」ウェブサイト)

⼦ども向けの⽊⼯ワークショップ。⽊材に対する親しみや⽊の⽂化への理解を育みます。（出典︓⽩州・尾⽩の森 名⽔
公園「べるが」ウェブサイト）

3．移住経験者との交流体験 

「⽩州・⼭の⽔農場」と「アトリエヨクト」へ訪問。きのこ収穫体験やスパイスボトルのワークショップを通じ

て、地域の暮らし、仕事に触れていただきます。実際に⼭梨県北杜市に移住し、⽣活している⽅から、実体験を伴

った移住のお話をお伺いします。
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北杜市の綺麗な⽔で育まれた、⼭の⽔農場のきのこ。

 

アトリエヨクトで製作する⽊の蓋のスパイスボトル（出典︓アトリエヨクトウェブサイト)

＜参考情報＞

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング（KMC）（http://www.kmcinc.co.jp/） 

地域や⼈々の間の格差の縮⼩、雇⽤の創出、事業機会の拡⼤、地球温暖化対策、伝統⽂化の保護といった社会課題

の解決を専⾨とするコンサルティング会社。国際協⼒機構（JICA）などが実施する政府開発援助（ODA）事業、

国内省庁や⾃治体の地域振興、企業の海外へのビジネス進出にかかる各種コンサルティングサービスを提供する。

⽇本のみならず、アジア、アフリカ、中東、中南⽶など世界70か国以上での業務実績を有する。持続的な開発を⽬

標とするSDGs⽀援について豊富な知⾒と経験、SDGs達成のための取組に遍く精通している。 

 ⼀般社団法⼈森と未来（https://www.fwithf.org/） 

都会に暮らす⼈々を地域の森につなぐ各種のサービスを提供する森林空間サービスの専⾨企業。代表の⼩野なぎさ

は、認定産業カウンセラー、森林セラピストの資格を有し、⽇本国内および中国北京市において、アドバイザー、

研修講師、講演などの豊富な業務実績を誇る。2019年に森林浴を活⽤した健康対策、⼈材育成、地域⽀援に関す

る書籍『あたらしい森林浴』（学芸出版社）を出版した。

 林野庁 令和2年度 つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロジェクト 

林野庁 森林利⽤課 ⼭村振興・緑化推進室により受託し、株式会社かいはつマネジメント・コンサルティングと⼀

般社団法⼈森と未来が共同事業体として実施している事業。

①森林空間を活⽤した⾃然保育や学校教育、企業研修等、様々な「教育」にかかる現状、ニーズ、課題を調査し、

今後の森林環境教育の推進に向けた新たな⽅向性を検討すること、②これまで森林と関わりの少なかった都市住⺠

や未来の社会の中核を担う中学⽣・⾼校⽣に対して、前者に対し森林の新たな楽しみ⽅を提案したり、後者とは未

来予想図を作成する事業を実施、対外的に発信したりすることにより、森林に対する理解・関⼼を⾼めることを⽬

的としている。

http://www.kmcinc.co.jp/
https://www.fwithf.org/
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親子向けツアーの参加者募集要項 
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親子向けツアーの配布資料一式 
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広報媒体および SNSにおける肖像権使用承諾書について 

令和 2 年 10月 21 日 

令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業共同事業体 

（株）かいはつマネジメント・コンサルティング 

（一社）森と未来 

 

2020年 10月 30日（金）～10月 31日（土）、山梨県北杜市にて行われる、森林×SDGs 親子で

楽しむ森の時間『ワデュケーション』体験モニターツアーにおいて、モニターツアー運営スタッフ

が、写真および動画の撮影を行います。また、ツアー参加中には、子どもの様子を撮影いただき、

動画素材の提供にご協力いただきます 。 

つきましては、下記を十分お読み頂き、肖像権使用のご承諾をいただけますようお願いいたします。  

記 

１．主な使用目的 

・ 本事業共同体が運営するソーシャルメディア公式アカウント上での、「森林×SDGs 親子で楽しむ森の時

間『ワデュケーション』体験モニターツアー」に関する投稿等における使用 

・ 本事業を広報するための出版物（ウェブサイト、雑誌等）への掲載（印刷物および電子データ） 

・ 林野庁の出版物（広報誌・年次報告書・機関誌等）への掲載（印刷物および電子データ） 

・ 内部・外部向けの報告書への掲載（印刷物および電子データ） 

なお、上記ソーシャルメディア公式アカウントにおける各使用に際しては、各ソーシャルメディア運営会

社の利用規約等に従うものとします。 

 

２．使用時期 

令和 2 年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業の PR・広報のために使用するた

め、必要に応じて使用させて頂く予定です。 

 

３．その他  

撮影した写真及び動画を営利目的で使用することはありません。 

以上 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

肖像権使用承諾書 

私      （氏名）は、本モニターツアー参加時で撮影した私の肖像が含まれる写真および動画を、

令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業同事業体が上記目的で使用・公開す

ることを承諾し下記に署名します。肖像権使用に係る対価は求めません。また、私は、私の肖像が含まれる

写真および動画を、本共同事業体ソーシャルメディア公式アカウントにおいて本事業共同体が使用するに際

しては、各ソーシャルメディア運営会社の利用規約等に従うことを了承します。 

なお、子どもが未成年者のため、親権者として上記に定める条件に代理として同意します。 

年月日      年   月   日 

住所                                     

連絡先（e-mail／TEL／FAX）                                 

氏名（署名）                       

※提出された個人情報は、一定期間「令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業

同事業体」にて保管されます。 

※本書における個人情報が、本人の承諾なしに第三者に対し開示されることはございません。 



S
D
G
s

2
0
2
0

1
0

3
0

3
1

SD
Gs

 

.

3. 4.

. . .



.

Q
R

Yo
ut

ub
e

iP
h
o
n
e

5
:

Q
R

.

1
0:

05
8
:0

0
-

5
-9

:5
3

1
0:

10

1
0:

30

1
1:

00

1
2:

00

1
3:

00

1
4:

30

1
6:

30

1
8:

00

2
0:

00

7
:1

5

7
:4

5

9
:0

0

9
:3

0

1
0:

00

1
2:

00

1
2:

30

1
3:

00
/

1
4:

45

1
5:

00

1
6:

00
1
6:

10
 

1
0

3
1

1
0

3
0



4
.

9 ht
tp

s:
//

w
w

w
.y

am
an

om
iz

u.
co

m
/

ht
tp
s:
//
w
w
w
.a
-y
oc

to
.jp

/

3
.



.

40
8-

03
15

 
80

56

.

09
0-

34
32

-8
52

9
08

0-
95

80
-8

56
7



 

 

 

 

別添 16 

ビジネスパーソン向けツアーのプレスリリ

ース 
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株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

【林野庁事業】森林空間を活⽤したポスト・コロナ時代の新しい働き⽅・ライフスタイ
ルを探求するモニターツアーを実施 企業経営者、働き⽅改⾰先進企業の経営幹部、企
業家などが参加

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役︓岡部寛）と⼀般社団法⼈森と未来

（本社︓東京都世⽥⾕区、代表︓⼩野なぎさ）は、林野庁の委託事業「令和２年度 つたえる、感じる、つながる、森林

×SDGs プロジェクト事業」の⼀環で、11⽉24⽇（⽕）〜11⽉25⽇（⽔）に、東京都奥多摩町で、「森林×SDGs ポス

ト・コロナ時代のNew Standard探求モニターツアー」を実施します。

 

 

⽇本⼀巨樹が多い町であり、また、⽇本⽔源の森百選にも選ばれている奥多摩町（写真提供︓おくたま地域振
興財団）

森と⼈が共⽣する持続可能な未来の実現

持続的な開発⽬標（SDGs）に貢献する取組が重視される中で、SDGsの達成に向けた森林の役割に関⼼が集まって

います。森林は、⽔資源の確保、気候変動の緩和、⼭地災害の防⽌などの「環境」保全のほか、森林・林業分野に

おける雇⽤創出などを通じた「経済」の活性化、及び健康増進による⼈の⽣活の質（QOL）向上など「社会」へも

貢献します。

参考︓森林×SDGs（https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/genjo_kadai/SDGs_shinrin.html） 

林野庁は、森林の持つ多⾯的機能を持続的に発揮させ、循環型資源である⽊材を将来にわたって供給するため、S

DGs の様々な⽬標に関わる施策を実⾏しています。「令和2年度 つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロ

ジェクト」は、森林の新たな価値を伝え、⼈と森林の繋がりを強めることにより、森林と⼈それぞれにとって持続

可能な未来を実現したいという思いから始動しました。

林野庁森林利⽤課⼭村振興・緑化推進室⻑ ⽊下 仁からのメッセージ 

忙しい毎⽇の中で森を訪れたり、便利な暮らしの中で⽊をつかったりすることは、少し⾯倒と感じるかもしれませ

ん。でも、その少しの⼿間や時間の⼤切さに気づき、私たちの暮らしが、森や⽊と関わったら、もっと幸せで⼼地

いい暮らしに出会えるのではないか。そんな気づきを感じ、それを多くの⼈に伝え、森や⽊と⼈とがつながるきっ

かけを作りたいという想いを込めて、このプロジェクトに取り組んでいます。

このツアーに参加された⽅の中に、⼩さな気づきが芽⽣え、それが⼈に伝わり、さらに多くの⼈が森や⽊とつなが

ることを期待しています。

2020年11⽉19⽇ 09時00分

URL http://www.kmcinc.co.jp/

業種 サービス業

本社所在地 東京都渋⾕区恵⽐寿１－３－

朝⽇⽣命恵⽐寿ビル１０階

電話番号 03-5791-5083

代表者名 岡部 寛

上場 未上場

資本⾦ 6000万円

株式会社かいはつマネジメント・コンサ
ィング

フォロワー(0)

フォロー フォローするとどう

検索

キーワードで検索

関連プレスリリース

銘匠光学 TTArtisan 35mm
f/1.4 C 単焦点レンズ Ｌ(バ
ネット)マウント発売
株式会社焦点⼯房

2時間前

【本が好き︕】「本とトート
でつながルー プロジェク
ト」第1弾、太⽥市美術館・
株式会社スーパープランニング

3時間前

NECレッドロケッツ【Vリー
グ/バレー】に「⾸掛け型 空
気清浄機」を無償提供
⽇本電気株式会社

3時間前

さとふると福井県越前町、コ
ロナ禍で活動継続が危ぶまれ
る越前焼窯元を⽀援するた…
株式会社さとふる

3時間前

【愛知県観光誘客地域活動事
業】常滑市の地域PR動画「泣
きたいのに泣けない私」が…
愛知県

3時間前

プレスリリース ランキング

ツイート はてな 素材DL

・・・
その他

349

いいね︕

シェア
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森での休息の様⼦（写真提供︓おくたま地域振興財団）

 

森林空間を活⽤することによる価値・可能性を探求

新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、テレワークを導⼊する企業が増えたことにより、働き⽅の選択肢が広が

りました。リゾート地などで余暇（vacation）を楽しみながら仕事（work）をする「ワーケーション」に注⽬が

集まる⼀⽅、在宅やサテライトオフィスでのテレワークを前提に地⽅への移住を希望する⼈も増えています。森林

環境が、ストレス緩和や免疫⼒向上など、健康の増進に効果があることは科学的に実証されてきており、森の中で

のテレワークなどを通じて、⼈にやさしい働き⽅につながる可能性を秘めています。

本モニターツアーでは、企業経営者、働き⽅改⾰先進企業の経営幹部、起業家などの5名の参加者が、ツアープロ

グラムの体験や参加者同⼠の対話を通じて、ポスト・コロナ時代の⼈と森との関係性、働き⽅・ライフスタイルを

探求します。森の中で焚き⽕を囲んで⾏う対話セッションでは、多種多様なバックグラウンドを持つ参加者が、⾃

⾝のビジネスの視点から、今後の森林空間活⽤の可能性について語り合います。

 

 働く場所や時間を社員が⾃由に選べる⼈事制度「WAA（Work from Anywhere and Anytime）」やワーケーシ

ョンを推進するユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社の島⽥由⾹⽒は、企業が森林空間を活⽤するこ

とによるベネフィットについて、次のようにコメントしています。

「2020年コロナウイルスによる影響は私たちの働き⽅を⼤きく

変えました。リモートや在宅勤務がメインとなったことだけで

はなく、健康や幸せをどう保つのかという点についても私たち

の意識に⼤きな変化がありました。今後企業には、ワーケーシ

ョン等の働く場所や時間の柔軟性の⾼いしくみを提供していく

ことが、そして働く私たちは1⼈ひとりが⾃分のウェルビーイン

グを⾼めていくことが求められます。そこに森林は⼤きな可能

性を持っていると考えています。森林の持つ効果が社員にもた

らす好影響は確実にビジネスにもつながります。今回のモニタ

ーツアーで多様な業界の専⾨家の⽅と森林空間でご⼀緒させて

いただくことで、どんなアイディアやコラボレーションが⽣ま

れるのかをとても楽しみにしています。」

モニターツアーの概要

■ツアー︓森林×SDGs ポスト・コロナ時代のNew Standard探求モニターツアー 

■期間︓2020年11⽉24⽇（⽕）〜2020年11⽉25⽇（⽔）1泊2⽇ 

■場所︓東京都奥多摩町

■プログラム︓

1⽇⽬ 奥多摩駅待ち合わせ→登計トレイルに移動→オープニングセッション→森林セラピー→昼⾷→東京・森と市

庭に移動…製材所⾒学、取組事例紹介、ディスカッション→Circus Outdoor Tokyoへ移動…チェックイン→焚⽕

を囲んだ対話セッション

2⽇⽬ 朝の散歩→朝⾷・チェックアウト→Okutama+へ移動…施設⾒学、テレワーク体験→⼭鳩喫茶に移動…昼⾷

→クロージングセッション→奥多摩駅解散

 

いま話題 今⽇ 今週 今
【Ground Y 2021 Spring /
Summer Collection】-
Disney・Pixar「Toy Story…
株式会社ヨウジヤマモト

待望のコラボ第三弾︕ オンラ
インクレーンゲーム
「MOLLY.ONLINE」限定で…
カバー株式会社

スペシャルプログラム「バイ
オハザード・ショーケース」
を2021年1⽉22⽇（⾦）放…
株式会社カプコン

⽇本円デジタルコイン運営の
⽇本暗号資産市場が4,000万
円の資⾦調達を実施
⽇本暗号資産市場株式会社

元ZOZO執⾏役員の⽥端信太
郎⽒がMOSHのマーケティン
グ戦略顧問に就任。MOSH…
MOSH株式会社

【永らくのご愛顧ありがとう
ございました】緊急事態宣⾔
再発出にともない、東京都…
株式会社モンテローザ

みんな⼤好き︕︕しゃぶしゃ
ぶ⾷べ放題の 「しゃぶ⾷べ」
３店舗で“もつ鍋と⽜⾁・三
株式会社モンテローザ

緊急事態宣⾔︕東京都⾜⽴区
に寄贈︕365回洗っても抗菌
⼒を維持する【⽇本製】…
宏福商事合同会社

【蔦屋書店】吉川晃司写真集
『STAND UP KIKKAWA KO
FILMOGRAPHY by 14…
株式会社 蔦屋書店

楽天、川⼝市に「新型コロナ
ウイルス唾液PCR検査キッ
ト」を提供
楽天株式会社

Facebookで⼈気のプレスリリ

ハウスコム、FC浜松駅前
店を移転︕JR浜松駅によ
り近い路⾯店にてリフ…
ハウスコム株式会社

シングルマザーや⺟⼦家
庭、ひとり親家庭の皆さ
まを応援︕ 【WakeAi …
株式会社WakeAi

⾷のDXを推進する「グッ
ドイートカンパニー」が
始動。〜 ⽇本の⾷を愛…
株式会社グッドイートカンパニ
ー
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⾹りの道「登計トレイル」。⽇本初の森林セラピー専⽤ロードです。（写真提供︓おくたま地域振興財団）

■参加者（敬称略）

島⽥由⾹

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社

（https://www.unilever.co.jp/）取締役 ⼈事総務本部⻑ 

働く場所や時間を社員が⾃由に選べる⼈事制度「WAA（Work from Anywhere and

Anytime）」やワーケーションを推進する。⽇本の⼈事部「HRアワード2016」個⼈

の部・最優秀賞、「国際⼥性デー｜HAPPY WOMAN AWARD 2019 for SDGs」受

賞。林野庁「森林サービス産業」検討委員。

 

⻄村勇哉

NPO法⼈ミラツク（http://emerging-future.org/） 代表理事 

セクター、職種、領域を超えたイノベーションプラットフォームの構築と、年間30

社程度の⼤⼿企業の事業創出⽀援、研究開発プロジェクト⽴ち上げの⽀援、未来構想

の設計、未来潮流の探索などに取り組む。

国⽴研究開発法⼈理化学研究所未来戦略室 イノベーションデザイナー／ 

⼤阪⼤学社会ソリューションイニシアティブ 特任准教授

 

本間貴裕

株式会社SANU（https://sa-nu.com/）創設者/ブランドディレクター

2010年、「あらゆる境界線を越えて、⼈々が集える場所を」を理念に掲げ、ゲスト

ハウス・ホステルを運営するBackpackersʼ Japanを創業。2019年には、⾃然と共に

ある⽣活 ”Live with Nature.“ を提案するライフスタイルブランド「SANU」を設

⽴。第⼀弾のサービスとして、⾃然の中に、もう⼀つの家があるライフスタイルを、

⽉額5万円から提供する「SANU 2nd Home（サヌ・セカンドホーム）」を2021年

春に開始する。

関⿓彦

講談社（https://www.kodansha.co.jp/）FRaU編集⻑ 兼 プロデューサー 

「VOCE」「FRaU」の編集⻑を経て、現在は「FRaU」編集⻑ 兼 プロデューサー。

2018年12⽉、⼥性誌としてはおそらく世界初となる「1冊丸ごとSDGs特集」のFRa

Uを刊⾏。その後３冊のSDGs号を制作する傍ら、読者会員らとの共創会議（http

s://gendai.ismedia.jp/articles/-/72294?media=frau）はじめ、省庁・企業・⾃

治体主催のSDGs関連イベント、メディアにも多数出演。 

中⾹織

株式会社ダンクソフト（https://www.dunksoft.com） 企画チーム ダイバーシティ

推進マネージャー

「デジタルで⼈を幸せに」を掲げるIT企業、ダンクソフトで初めて育児休業を取得

し、実体験をもとに、社内の規定類の整備や申請⽅法の⾒直し等、社員が働きやすい

環境整備に取り組んでいる。テレワークとワークライフバランスの先進企業として受

賞多数。

https://www.unilever.co.jp/
http://emerging-future.org/
https://sa-nu.com/
https://www.kodansha.co.jp/
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72294?media=frau
https://www.dunksoft.com/
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■連携企業︓

⼀般財団法⼈おくたま地域振興財団（https://www.okutama-therapy.com/okutamazaidan.php） 

⾃然豊かな奥多摩町の森林を活⽤した活動及び森林環境の保全などを通じて、広く⼈々の健康維持・増進、並びに

教育、交流、⼭村地域の振興に寄与する。「森林セラピー事業」を中⼼としたストレス解消や健康増進の場の提供

や、奥多摩町の観光PR事業を⾏い、⼈々の健康増進及び地域振興事業等を展開している。

 Okutama+（https://okutamaplus.com/） 

廃校となってしまった旧古⾥中学校を拠点とし、創造的な活動を応援するコミュニティスペース。若者の都会流出

や出⽣減の影響により、過去30年間で居住⼈⼝が約半減している奥多摩町において、出会いの創出や創造的な活動

を⾏うことで、地域の活性化を⽬指す。コワーキングスペースの他、宿泊施設、撮影地としても利⽤できる。

Circus Outdoor TOKYO（http://circusoutdoor.com/） 

東京の森の奥深くにあるアウトドアフィールド。東京とは思えぬ程の⼤⾃然が残る奥多摩で、室内と⼤⾃然を隔て

るのはたった⼀枚の布から出来たテント。テント内は、それぞれのコンセプトを元に設えられた個性的なお部屋で

⾮⽇常体験を楽しめる。

テント協⼒︓株式会社ロゴスコーポレーション（http://www.logos-co.com）

https://www.okutama-therapy.com/okutamazaidan.php
https://okutamaplus.com/
http://circusoutdoor.com/
http://www.logos-co.com/


2021/1/15 【林野庁事業】森林空間を活⽤したポスト・コロナ時代の新しい働き⽅・ライフスタイルを探求するモニターツアーを実施 企業…

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000068098.html 5/7

東京・森と市庭（https://mori2ichiba.tokyo.jp/） 

東京の森で育ったスギ・ヒノキを活かし、⽊育商品および⽊育遠⾜などの体験を提供する企業。⼦どもたちが、リ

アルな⽊製品や⾃然に触れることで五感を開き、様々なことを感じとる環境づくりを⽬指す。

 

 

本モニターツアーは森林の新たな楽しみ⽅や過ごし⽅を発信することを⽬的とする取材企画です。メディア

の⽅々による取材を歓迎しております。

11⽉24⽇（⽕）、11⽉25⽇（⽔）に、モニターツアー実施スタッフ、林野庁職員、参加者5名、および

地域の協⼒者に、直接取材が可能です。

https://mori2ichiba.tokyo.jp/


2021/1/15 【林野庁事業】森林空間を活⽤したポスト・コロナ時代の新しい働き⽅・ライフスタイルを探求するモニターツアーを実施 企業…

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000068098.html 6/7

メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

種類

ビジネスカテゴリ

キーワード

プレスリリース画像⼀覧

＜参考情報＞

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング（KMC）（http://www.kmcinc.co.jp/） 

地域や⼈々の間の格差の縮⼩、雇⽤の創出、事業機会の拡⼤、地球温暖化対策、伝統⽂化の保護といった社会課題

の解決を専⾨とするコンサルティング会社。国際協⼒機構（JICA）などが実施する政府開発援助（ODA）事業、

国内省庁や⾃治体の地域振興、企業の海外へのビジネス進出にかかる各種コンサルティングサービスを提供する。

⽇本のみならず、アジア、アフリカ、中東、中南⽶など世界70か国以上での業務実績を有する。持続的な開発を⽬

標とするSDGs⽀援について豊富な知⾒と経験、SDGs達成のための取組に遍く精通している。 

 ⼀般社団法⼈森と未来（https://www.fwithf.org/） 

都会に暮らす⼈々を地域の森につなぐ各種のサービスを提供する森林空間サービスの専⾨企業。代表の⼩野なぎさ

は、認定産業カウンセラー、森林セラピストの資格を有し、⽇本国内および中国北京市において、アドバイザー、

研修講師、講演などの豊富な業務実績を誇る。2019年に森林浴を活⽤した健康対策、⼈材育成、地域⽀援に関す

る書籍『あたらしい森林浴』（学芸出版社）を出版した。

林野庁 令和2年度 つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロジェクト 

林野庁 森林利⽤課 ⼭村振興・緑化推進室により受託し、株式会社かいはつマネジメント・コンサルティングと⼀

般社団法⼈森と未来が共同事業体として実施している事業。

①森林空間を活⽤した⾃然保育や学校教育、企業研修等、様々な「教育」にかかる現状、ニーズ、課題を調査し、

今後の森林環境教育の推進に向けた新たな⽅向性を検討すること、②これまで森林と関わりの少なかった都市住⺠

や未来の社会の中核を担う中学⽣・⾼校⽣に対して、前者に対し森林の新たな楽しみ⽅を提案したり、後者とは未

来予想図を作成する事業を実施、対外的に発信したりすることにより、森林に対する理解・関⼼を⾼めることを⽬

的としている。

（参考︓森林空間を活⽤した教育イノベーション検討委員会）

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kan_kyouiku/main5.html

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。 

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング >  【林野庁事業】森林空間を活⽤したポスト・コロナ時代の新しい働き

⽅・ライフスタイルを探求するモニターツアーを実施 企業経営者、働き⽅改⾰先進企業の経営幹部、企業家などが参加

イベント

政治・官公庁・地⽅⾃治体 ⾃然・天気

企業家 森林 森 リモートワーク 森林セラピー 持続可能な開発⽬標 働き⽅改⾰ ワーケーション
ポストコロナ 林野

プレスリリース素材ダウンロード

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=68098&release_id=5&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000000005.000068098.html
http://www.kmcinc.co.jp/
https://www.fwithf.org/
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kan_kyouiku/main5.html
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/68098
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/release_type_id/02
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/023/lv2/85/
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/022/lv2/78/
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%AE%B6
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E6%A3%AE%E6%9E%97
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E6%A3%AE
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%BC
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%9B%AE%E6%A8%99
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E6%94%B9%E9%9D%A9
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E6%9E%97%E9%87%8E
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=68098&release_id=5
https://prtimes.jp/i/68098/5/resize/d68098-5-344457-1.jpg
https://prtimes.jp/i/68098/5/resize/d68098-5-902440-0.jpg
https://prtimes.jp/i/68098/5/resize/d68098-5-458283-2.jpg
https://prtimes.jp/i/68098/5/resize/d68098-5-697621-5.jpg
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ビジネスパーソン向けツアーの配布資

料一式  





SDGS  NEW STANDARD 



広報媒体および SNSにおける肖像権使用承諾書について 

令和 2 年 11 月 19 日 

令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業共同事業体 

（株）かいはつマネジメント・コンサルティング 

（一社）森と未来 

 

2020年 11月 24日（火）～11月 25日（水）、東京都奥多摩町にて行われる、森林×SDGs  ポス

ト・コロナ時代の New Standard 探求ツアーにおいて、取材チームと運営スタッフが、写真および

動画の撮影を行います。 

つきましては、下記を十分お読み頂き、肖像権使用のご承諾をいただけますようお願いいたします。  

記 

１．主な使用目的 

・ 本事業共同体が運営するソーシャルメディア公式アカウント上での、「森林×SDGs  ポスト・コロナ時代

の New Standard 探求ツアー」に関する投稿等における使用 

・ 本事業を広報するための出版物（ウェブサイト、雑誌等）への掲載（印刷物および電子データ） 

・ 林野庁の出版物（広報誌・年次報告書・機関誌等）への掲載（印刷物および電子データ） 

・ 内部・外部向けの報告書への掲載（印刷物および電子データ） 

なお、上記ソーシャルメディア公式アカウントにおける各使用に際しては、各ソーシャルメディア運営会

社の利用規約等に従うものとします。 

 

２．使用時期 

令和 2 年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業の PR・広報のために使用するた

め、必要に応じて使用させて頂く予定です。 

 

３．その他  

撮影した写真及び動画を営利目的で使用することはありません。 

以上 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

肖像権使用承諾書 

私      （氏名）は、本モニターツアー参加時で撮影した私の肖像が含まれる写真および動画を、

令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業同事業体が上記目的で使用・公開す

ることを承諾し下記に署名します。肖像権使用に係る対価は求めません。また、私は、私の肖像が含まれる

写真および動画を、本共同事業体ソーシャルメディア公式アカウントにおいて本事業共同体が使用するに際

しては、各ソーシャルメディア運営会社の利用規約等に従うことを了承します。 

 

年月日      年   月   日 

住所                                     

連絡先（e-mail／TEL／FAX）                                 

氏名（署名）                       

※提出された個人情報は、一定期間「令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業

同事業体」にて保管されます。 

※本書における個人情報が、本人の承諾なしに第三者に対し開示されることはございません。 
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ビジネスパーソン向けツアーのFRaU掲

載記事（前編） 

  



2021/3/8 森林空間から⾒出す、ポストコロナ時代における新たな価値観とは【PR】（FRaU編集部） | FRaU

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?imp=0 1/4

登計トレイル内にある、ツアー参加者が利⽤できる森のリビングルームにて休憩中の⼀コマ

2020.12.29 #15陸の豊かさを守る #8働きがいと経済成⻑ #SDGs #仕事 #コロナ

森林空間から⾒出す、ポストコロナ時代における新
たな価値観とは【PR】
⼈と森林をつなぐ探求ツアー（前編）

FRaU編集部
プロフィール

とどまることを知らない新型コロナウイルスの感染拡⼤。テレワークの普及、オンラインビ
ジネスの発展や東京近隣県への移住者の増加など、これまでの常識が⼤きく覆された。

そこで、「地域づくり・⼈づくり・組織づくり」を⼿がけるコンサルティング企業「かいは
つマネジメント・コンサルティング」と、⼈と⾃然の共⽣を⽬指す⼀般社団法⼈ 森と未来
は、林野庁事業「令和2年度 つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロジェクト事業」
の⼀環として、森林空間の価値と可能性を⾒出す探求ツアーを実施。東京とは思えぬ豊かな
⾃然に恵まれた⻄多摩郡・奥多摩町を舞台に、これからの働き⽅、ライフスタイル、ビジネ
スを通じ、ポストコロナ時代における在り⽅を⾒つめ直す貴重な時間となった。

参加したのは、持続可能な未来に向け、さまざまな分野で活躍する5名のリーダー

シェア ツイート ブックマーク 0 LINEで送る

SDGs 旅 ライフスタイル 美容・健康 ⽂化・教養 インタビュー ⾷・グルメ 連載

https://gendai.ismedia.jp/list/tag/15%E9%99%B8%E3%81%AE%E8%B1%8A%E3%81%8B%E3%81%95%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B
https://gendai.ismedia.jp/list/tag/8%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%88%90%E9%95%B7
https://gendai.ismedia.jp/list/tag/SDGs
https://gendai.ismedia.jp/list/tag/%E4%BB%95%E4%BA%8B
https://gendai.ismedia.jp/list/tag/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A
https://gendai.ismedia.jp/list/author/frau
https://gendai.ismedia.jp/list/author/frau
https://gendai.ismedia.jp/frau
https://gendai.ismedia.jp/list/genre/sdgs
https://gendai.ismedia.jp/list/genre/trip
https://gendai.ismedia.jp/list/genre/lifestyle
https://gendai.ismedia.jp/list/genre/beauty&health
https://gendai.ismedia.jp/list/genre/culture&art
https://gendai.ismedia.jp/list/tag/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc
https://gendai.ismedia.jp/list/genre/gourmet
https://gendai.ismedia.jp/list/tag/%e9%80%a3%e8%bc%89


2021/3/8 森林空間から⾒出す、ポストコロナ時代における新たな価値観とは【PR】（FRaU編集部） | FRaU

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?imp=0 2/4

左から順に

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 ⼈事総務本部⻑

島⽥由⾹さん
 

働く場所や時間を社員が⾃由に選べる⼈事制度「WAA(Work from Anywhere and

Anytime)」やワーケーションを推進。林野庁「森林サービス産業」検討委員。

FRaU編集⻑兼プロデューサー 関⿓彦
 

2018年に⼥性誌としてはおそらく世界初となる「1冊まるごとSDGs特集」を刊⾏。メディ

アの“伝える⼒”を通じたSDGs推進に取り組んでいる。

株式会社SANU 創設者、ブランドディレクター本間貴裕さん
 

⾃然と共にある⽣活“Live with Nature”を提案するライフスタイルブランド「SANU」を展

開。都市住⺠向けにセカンドハウスのサブスクリプション型事業を⾏う。

NPO法⼈ミラツク 代表理事、国⽴研究開発法⼈理化学研究所 未来戦略室

イノベーションデザイナー ⻄村勇哉さん

セクター、職種、領域を超えたイノベーションプラットフォームの構築と、⼤⼿企業の未来

構想の設計・開発、事業創出⽀援に取り組む。京都を拠点に、10年に渡り多拠点分散型の

100%リモートで働く組織を運営。

株式会社ダンクソフト 企画チーム ダイバーシティ推進マネージャー

中⾹織さん

「デジタルで⼈を幸せに」を掲げるIT企業「ダンクソフト」で初めて育児休業を取得。実体

験から社内の規定類の整備や申請⽅法の⾒直しなど、社員が働きやすい環境整備に取り組ん

でいる。
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舞台となった奥多摩町は、東京都の最北⻄端に位置し、全域が秩⽗多摩甲斐国⽴公園に含ま
れている。東京都の10分の1に当たる225.53平⽅キロメートルという広⼤な⾯積を有し、⼤
部分は⼭岳によって隔てられ、まちの中⼼を多摩川が⻄から東へと貫流。都⼼から電⾞で約1
時間半、雄⼤な⾃然を感じられるお出かけスポットとして親しまれている。

1  2  3  4  ＞

泊まれる学校でワーケーション

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=2
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=2
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=3
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=4
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=2
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コワーキングスペースを完備“泊まれる学校”

新型コロナウイルスの感染リスクを減らすために定着しつつあるテレワーク。その影響により、満員
電⾞が減り、街中のカフェでパソコンに向き合う⼈の姿を多く⾒かけるようになった。そんなポスト
コロナ時代の新たな働き⽅の選択肢にくわえたいのが、廃校となった旧古⾥中学校をリノベーション
した泊まれる学校「OKUTAMA＋」だ。

奥多摩町は、少⼦⾼齢化や若者の都会への流出により、過去30年間で居住⼈⼝が約半数も激減。
「OKUTAMA＋」は、⼤⾃然に囲まれたこの場所で、出会いの創出や創造的な活動を⾏うことで地域
の活性化を⽬指している。また、テレワークの普及により“仕事”と“旅⾏”を組み合わせたワーケーショ
ンを楽しめるスポットとしても注⽬を集めている。

JR川井駅より徒歩約15分。ここ旧古⾥中学校は、旧⽴氷川中学校の合併により奥多摩中学校が新設されたことで、
2014年に廃校となった

2020年1⽉にオープンした建物内は、地元（多摩産）の⽊材をベースにリノベーションされており、
⾜を踏み⼊れた瞬間に、⽊のやさしい⾹りが漂うリラックス空間に包まれる。

ドミトリー、個室などのタイプ別宿泊スペース、Wi-Fiを完備したコワーキングスペースなどがあるほ
か、⿊板や机など⼿付かずのまま残した教室や理科室などは、撮影やイベント時のレンタルスペース
として提供している。
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コワーキングスペースは、1⽇、ウィークリー、マンスリーで利⽤できる。料⾦は2,000円（税込）〜 予約制

⼤⼈数での参加にも余裕で対応できる広々としたコワーキングスペースから少⼈数のテレワークの会
議室まで、全7部屋⽤意。もちろんWi-Fi完備、棚には漫画やビジネス書などが並ぶ。パソコンからふ
と⽬線を離すと、窓の向こう側には季節のうつろいとともに⾊を変える⽊々が広がり、その美しい眺
めが⼼を静かに癒してくれる。

窓際に⽴ちながら仕事ができるハイテーブルが置かれたスペースでは、「座って仕事をするのが苦⼿
だからうれしい」と、株式会社SANU 創設者、ブランドディレクター本間貴裕さん。
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個⼈から団体まで、デイリー使いに適したドミトリータイプ。1泊5,000円（税込）〜予約制 ぐっすり眠れると好評
なのだそう

コワーキングスペースだけの利⽤はもちろん、そのまま宿泊することもできるのが「OKUTAMA＋」
のユニークなところ。まるでカプセルホテルのようなドミトリータイプは、ベッド下の空きスペース
にソロワークルームが設けられている。

デスクと椅⼦、⾐装ボックスまで完備。コンパクトな空間とはいえ、思ったより窮屈さ
は感じられない

美しく整えられたベッドルーム、シャワールーム、家庭科室を活⽤した⾃炊スペースなども完備。冷
蔵庫、⾷器、調理器具もそろっているため、⻑期滞在にも最適だ。
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参加者全員が「懐かしい︕」と⼝をそろえた教室の⼀部は、ベッドを並べて宿泊ルームに。個室タイプは定員4名で1
名から利⽤可。1泊24,000円（税込）〜予約制

「OKUTAMA＋」では、“学べる場”としてさまざまなワークショップやイベントも開催している。ま
た、パソコン仕事に疲れたら、校庭でキャッチボールをしてリフレッシュしたり、近場にある緑に囲
まれたカフェでおいしい⾷事を楽しんだり、美しい多摩川を眺められる絶景スポットまで⾜を伸ばし
てみるのも良い。

たまには、いつもの職場を抜け出して、環境をガラリと変えてみることをおすすめしたい。ポストコ
ロナ時代の働き⽅にルールなんてない、⾃由なのだと気づかされるだろう。

DATA
 

OKUTAMA＋
 

東京都⻄多摩郡奥多摩町川井594
 

TEL︓0428-85-8575
 

https://okutamaplus.com/

森林を⽀える林業の可能性

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=3


2021/3/8 森林空間から⾒出す、ポストコロナ時代における新たな価値観とは【PR】（FRaU編集部） | FRaU

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=3 1/5

⼀本の丸太から製品ができるまで。林業の流通とは︖

飲⾷物の包装、⻭ブラシ、キッチン容器をはじめ、私たちの⾝の回りにはプラ製品であふれている。
郊外や地⽅に⽐べ緑が少ない都⼼に住む⼈たちは、CO2を吸収し、⾬⽔を蓄え、⽣物多様性の保全な
ど、私たちの暮らしを影で⽀える森林を、⾝近に感じながら暮らすことはまず難しいだろう。

そんな森林を⽀える林業が、⼀体どのような過程で流通し、成り⽴っているかを知るために、「東
京・森と市庭」を訪問。⼦どもの頃から⽊材を⾝近に扱うことで、⼈と森との関わりについて主体的
に考えられるよう、幼稚園、保育園、⼩学校などで使われる⽊育遊具や森林での遊びと学びを提供。
製材所では、丸太から板になるまでのプロセスを間近で⾒学させてもらえる。

製材所に積み上げられた多摩産の間伐材
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本来ならば、原⽊市場で丸太を競り落とし、そこから製材所で⽊材を加⼯し、材⽊屋をはじめとする
流通業者を経て、ハウスメーカーや⼯務店をはじめとする業者が製材所から柱などの⽊材製品を購⼊
する。ところが「東京・森と市庭」では、⽊材の伐採から、消費者へ届けるところまで⼀貫して⾏っ
ている。

「東京・森と市庭」営業部⻑ 菅原和利さん

幼い頃から⽊に触れさせる⽊育は、将来⼦どもたちが⽊のある暮らしを取り⼊れる原体験につなが
る。「以前、遊具を提供した保育園の先⽣が『今の世の中は、バーチャルな遊びがあふれています。
暮らしの中に⽊材を取り⼊れることは、感覚を研ぎ澄ますことにつながる』とおっしゃっていました
が、私たちが実践しようとしているのは、まさにそういうことです」と、語るのは「東京・森と市
庭」営業部⻑ 菅原和利さん。

「東京・森と市庭」がメインでマネタイズしているのはオーダーメイドの⽊育遊具。例えば「園内に
あるいちょうの⽊を使って、何か⾯⽩いものをつくれないか︖」という保育園からのリクエストにツ
リーハウスを、「教室に整頓スペースが欲しい」というリクエストには収納棚をつくったり。また、
⽊製の⾍眼鏡や⿃の鳴き声に似た⾳がなるバードコールをつくるなど、⼦どもたちに“本物の⽊材”に
触れ、遊んでもらいながら⽊材の付加価値を⾼めるためのおもちゃづくりも⾏っている。
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伐採した丸太の⽪を向き、板割りをしたのち丁寧に削られた⽊材のなめらかな⼿触りに驚く⼀同

さらに森林空間を利⽤して起業したい⼈をターゲットにしたワークショップの開催や、2020年11⽉に
は、⽇本郵政とともに、奥多摩町の⼭頂にある家へドローンを使い物資を届ける空中輸送の検証をす
るなど、あらゆる⾓度から森林の可能性を伝える活動を続けている。
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職⼈の⼿により丁寧につくられた美しい製品。⽊材でできた猫のキーホルダー300円

ヒノキのお椀10,000円。お椀をつくる過程を⾒た⾃閉症の園児が、お椀に向かって「ありがとう」と⾔ったという⼼
温まるエピソードを聞かせてもらった

今後、少⼦化の影響により、どんどん⼦どもの数が減り⽊育遊具の需要も減っていくかもしれない。
「東京・森と市庭」の将来像について、営業部⻑ 菅原和利さんは次のように答えた。

「これからは、保育・幼稚園も選ばれる時代なっていくのではないでしょうか。流⾏りの⼈気キャラ
クターを好む園と、森林など⾃然との距離を⼤切にしている園。園⻑先⽣の価値観によって園の経営
理念はまったく異なります。この先、私たちは“⽊育”の継承者として、⾃然と仲良くなれる“⽇本なり
の遊具の在り⽅”を⽊育遊具といった形で、中国や台湾など海外に向けても伝えていけたらと思ってい
ます」

これまで⽊材の魅⼒がうまく企業に伝わらず、本質的な部分ではないところが評価されるなど、苦し
んだ時期も⻑かったという。けれど新型コロナウイルスの影響でソーシャルディスタンスを保たなく
てはならない昨今、求められているのは森林空間であることを再認識した菅原さんは、「今ならもっ
と森林の良さを伝えられるし、分かってもらえるのではないか」と語る。

「森も海もみんなつながっていますよね。森の⽣態系を守ることは、私たち⼈間が⽣きていくうえで
いかに重要だと教えていくことが⼤事。なので、⽊育遊具などを使って⼦どもの頃から⽊に触れて暮
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らすというのは、すごく良いことだと思います」（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会
社 取締役 ⼈事総務本部⻑ 島⽥由⾹さん）

⾃然との向き合い⽅を知るひとつのきっかけとして、「東京・森と市庭」の可能性は、これからどん
どん広がりを⾒せていくだろう。

DATA
 

東京・森と市庭
 

東京都⻄多摩郡奥多摩町氷川1075
 

TEL︓0120-022-318
 

https://mori2ichiba.tokyo.jp/

⼼⾝の健康を保つ森林セラピー

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=4
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澄んだ空気を吸い込む、森林セラピー

ワーケーションのスケジュールに組み込みたいのが、奥多摩駅より徒歩15分、⽇本初の森林セラピー
専⽤ロードとして親しまれる「登計トレイル」だ。歩⾏距離 約1.3キロ、歩⾏時間 約40分という気軽
さながら、奥多摩のうつくしい⼭々が⼀望できる絶景トレッキングコースだ。

ガイドは、森林保全に取り組む⼀般財団法⼈おくたま地域振興財団 齋藤美保⼦さん。体が不⾃由な⽅にも利⽤いただ
けるように「⾞椅⼦⽤モノレール」を設置している

⽐較的緩やかな傾斜なうえ、遊歩道にはスギやヒノキのチップが敷かれクッション性があるため歩き
やすい。澄んだ空気を吸い込みながら歩き進めると、ところどころにベンチや椅⼦が設置されおり、
いつでも休憩できるようになっている。
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空や星を眺められるようにと、座席が斜めに設計されている。「深呼吸するだけで気持ちが楽になる」（FRaU編集⻑
兼プロデューサー関⿓彦）

訪れたのは紅葉の⾒頃を終えたばかりの11⽉下旬。びっしりと冬芽をつけた⽊々の枝や、指でこする
と天然アロマのようなやさしい⾹りのするカツラの葉、まだ20センチにも満たない⼩さなスギやヒノ
キの稚樹をはじめ、森林をゆっくりと歩き進めると、めずらしい⽊々や実、さまざまな野⿃や⾍に出
会うことができる。

春を静かに待ちわびるような冬芽
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切り株から育つスギの稚樹が仲良く並ぶ

トレッキングの中盤にぜひ取り⼊れたいのが“森のお昼寝”。本当に眠るわけではないが、断熱シート
の上に横たわり、深呼吸をしながら静かに⽬を閉じると、深いリラックス状態に導かれる。⿃の声や
⾵に揺られ葉が重なり合う⾳が、静まり返った森林にやさしく響いていることに気づく。

「海や⼭と違って『森に⾏く』とは、あまり聞かないように、『森』そのものが、⼈々の⽣活に⼊り
込んでいない。もっと森を⾝近に感じてもらうためには、どうすれば良いかが課題ですね。例えば、
『東京・森と市庭』を⾒学したように、会社が⾃然に触れる機会をつくる仕組みを取り⼊れれば良い
のでは」（株式会社ダンクソフト 企画チーム ダイバーシティ推進マネージャー中⾹織さん）
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⽬を閉じてたったの10分⾜らずの休息でも、眠ってしまう⼈もいるのだとか

「奥多摩森林セラピー」に申し込みをすれば、トイレやキッチン、暖炉にテーブルのある素敵なロッ
ジを利⽤することができる。ツアーにはお弁当がついてるのでみんなで⾷事をしたり、お茶を飲んだ
り......と、全⽅位うつくしい草⽊に囲まれたガラス張りの部屋で過ごす贅沢なひと時は、森林空間の
在り⽅を考えさせられる貴重な時間となるだろう。

休憩施設「ステーション2」は、「奥多摩森林セラピー」への申し込みが必要となる

DATA
 

⼀般財団法⼈ おくたま地域振興財団
 

東京都⻄多摩郡奥多摩町氷川215-6
 

TEL︓0428-83-8855
 

https://www.okutama-therapy.com/

森林空間の価値と可能性を⾒出す探求ツアー後編では、素敵な宿泊施設にて参加者によるトークセッ
ションの様⼦をお届けします。

撮影／嶋⽥礼奈 取材・⽂／⼤森奈奈

＜  1  2  3  4

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=3
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?imp=0
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=2
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78723?page=3
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2021.02.09 #15陸の豊かさを守る #8働きがいと経済成⻑ #SDGs #仕事 #コロナ

「今度、森でコーヒー飲もうよ」森林はもっと⾝近
であっていい【PR】
⼈と森林をつなぐ探求ツアー（後編）

FRaU編集部
プロフィール

壮⼤かつ美しい⼭々に囲まれた東京都⻄多摩郡・奥多摩町。都内とは思えぬ⾃然豊かなこの
町を舞台に、これからの働き⽅、ライフスタイル、ビジネスを通じ、ポストコロナ時代にお
ける森林空間の在り⽅を⾒つめる探求ツアーを実施。前編に続き、後編ではツアーのメイン
プログラムでもある参加者5名のリーダーによるトークディスカッションの様⼦をお届けしま
す。アフターコロナに向けて、働き⽅、暮らし、⼈⽣における価値観が変化しつつある今、
そしてこれからの時代から⾒る森林空間の価値とは︖ 

前編の記事はこちらからチェック︕

持続可能な未来に向け、さまざまな分野で活躍する5名のリーダー

シェア ツイート ブックマーク 1 LINEで送る

SDGs 旅 ライフスタイル 美容・健康 ⽂化・教養 インタビュー ⾷・グルメ 連載
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ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 ⼈事総務本部⻑ 

島⽥由⾹さん
 

働く場所や時間を社員が⾃由に選べる⼈事制度「WAA(Work from Anywhere and

Anytime)」やワーケーションを推進。林野庁「森林サービス産業」検討委員。

FRaU編集⻑兼プロデューサー 関⿓彦
 

2018年に⼥性誌としてはおそらく世界初となる「1冊まるごとSDGs特集」を刊⾏。メディ

アの“伝える⼒”を通じたSDGs推進に取り組んでいる。

株式会社SANU 創設者、ブランドディレクター本間貴裕さん
 

⾃然と共にある⽣活“Live with Nature”を提案するライフスタイルブランド「SANU」を展

開。都市住⺠向けにセカンドハウスのサブスクリプション型事業を⾏う。

NPO法⼈ミラツク 代表理事 / 国⽴研究開発法⼈理化学研究所 未来戦略室

イノベーションデザイナー ⻄村勇哉さん
 

セクター、職種、領域を超えたイノベーションプラットフォームの構築と、⼤⼿企業の未来

構想の設計・開発、事業創出⽀援に取り組む。京都を拠点に、10年に渡り多拠点分散型の

100%リモートで働く組織を運営。

株式会社ダンクソフト 企画チーム ダイバーシティ推進マネージャー

中⾹織さん
 

「デジタルで⼈を幸せに」を掲げるIT企業「ダンクソフト」で初めて育児休業を取得。実体

験から社内の規定類の整備や申請⽅法の⾒直しなど、社員が働きやすい環境整備に取り組ん

でいる。

⽇本の国⼟⾯積約7割を占める森林の価値に気づいていな
い

宿泊したグランピング施設「Circus Outdoor TOKYO」で焚き⽕を囲みながら繰り広げられ
た、熱いトークディスカッションの⼀部始終をレポート︕
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場所や時間を社員が⾃由に選べる働き⽅やワーケーションを推進する島⽥由⾹さん

島⽥由⾹（以下島⽥） ⽇本は、国⼟⾯積の約7割が森林なのに、その希有な魅⼒にみんなの
意識が向いていませんよね。私が専⾨とする「ウェルビーイング」の観点から考えると、ト
レッキングや森林浴など、たった30分でも森の空気を吸って、マインドフルネスの状態をつ
くることは、ウェルビーイングを確実に⾼めると実証されています。例えば、森の中でもWi-
Fiがつながっている、絶景が⾒渡せるスポットにパソコンが置けるテーブルとイスがあるな
ど、仕事ができる環境が整うともっと良いのでは。

「オフィスにいないと仕事ができない」という概念は取り去られてきています。森林空間を
どうワークプレイスのひとつにしていくかが重要じゃないかな。企業が率先して森林空間で
過ごす機会を取り⼊れれば、仕事のパフォーマンス向上にもつながるので良いことしかない
んですよね。

関⿓彦（以下関） 農林⽔産省のことも「農⽔省」と略しますもんね。なぜ「林」を抜くの
かと。森林浴という⾔葉が⽇本で⽣まれたのも、きちんとエビデンスがあるからでしょう。
森林という宝が⽇本には7割もあるのに、私たち国⺠は森林の存在を忘れがちです。

1  2  3  4  5  ＞

⼈は潜在的に⾃然を求めている

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=2
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=2
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=3
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=4
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=5
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=2
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中⾹織（以下中） 海や⼭と違って「森に⾏く」とはあまり⾔わないし、聞かない。例えばゲームの
「どうぶつの森」みたいに、森をもっと⽣活の中に落とし込むというか、⾝近なものにするために対
策を考えなくてはいけませんよね。

本間貴裕（以下本間） そもそも⼈は、歴史上都⼼に利便性や安全、楽しさを⾒出して集ったわけで
すが、いざ緊急事態宣⾔が出たら、みんな都⼼から離れたがる。やっぱり⼈は⾃然と切り離しては⽣
きられないということは、みんな⼼の中で感じていると思う。そんな⼈の本質的な部分が露呈した
今、コロナが収束して元の状態に戻る前に、私たちは何を楔として打つのか。それはWi-Fiかもしれな
いし、⾵通しが良いホテルかもしれない。奥多摩に来るまでの⾞内で仕事ができる環境づくりかもし
れない。今、何かしら⾃然へ出かけていく理由としての楔を打つプレイヤーの存在が、この先社会を
⼤きく変えるために必要だと思います。

「奥多摩でいちばんいい⼟地をください（笑）」と冗談を⾔う本間貴裕さん

⻄村勇哉（以下⻄村） 森林と⼈の間に精神的なつながりを持たせるということですね。

本間 昔の⼈たちは、暮らしにおけるすべてを近隣の森林から得ていた。時代が進むにつれ、⾷料が
輸送できるようになり、物理的に⼈と森に距離が⽣まれたために、森に感謝することがなくなった
し、近隣の森が廃れても何とも思わなくなってしまった。⼤切なのは「⽣きている実感」。森林との
距離を縮めることが、実感を得ることにつながっていくのかな。例えばキャンプって、⽣きることの
疑似体験をしていると思うんです。ご飯をつくるのも、寝床を準備するのにもめちゃくちゃ時間がか
かるし、ぼーっと1時間くらい景⾊を眺めていたら、それだけで⼀⽇が終わる。本来の暮らしはそれく
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らいに忙しいはずなのに、家電に頼っている僕たちは、暮らしを営む＝⽣きることに直結しなくなっ
てしまっているのではないか。

これまでは、事業を成功させて⼤⾦を稼いで、いい⾞に乗ってブランドものを持って……という暮ら
しが豊かだとされていたけれど、それは嘘だということ、みんなもう気付いてますよね。そう考える
と、本当の豊かさ、何を⽣きている実感にするのか。そこへみんなの意識が戻ってきていると思いま
す。

⻄村 毎⽇忙しく働いていると、⽣きていると実感しにくいのかな。そんな⼈にこそ、森林を訪れて
もらえるような仕組みをつくれたらいいですね。

関 森林を歩いていると、息をするだけで気持ちが楽になれますからね。朝⽇放送テレビの「ポツン
と⼀軒家」が⾼視聴率なのも、みんな潜在的に⾃然とのつながりを欲しているのではないでしょう
か。その部分を⾃然に引き出せる何かができてれば良いですね。

⼈と森の距離を縮めるには

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=3
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森林との距離を縮め、関わりを深めるには

島⽥ ⾃然に囲まれた温泉地に⼤勢の⼈が⾏くように、誰もが⾃然とのつながりをどこかで感じてい
るはず。温泉は⼼⾝の回復⼒、つまりレジリエンスを⾼めるともいわれています。レジリエンスを⾼
めさえしておけば、体調を多少崩しても、気分が落ち込んでも回復できる。そのためのツールのひと
つとして森林があればいいのでは。

また、森林につくまでの道中の過ごし⽅も重要になってきます。例えば奥多摩の場合だと、都⼼から
電⾞に乗って約1時間半で着くのでアクセスはしやすいけれど、座席が横並びのロングシートのみなの
でパソコンを開いてちょっとした仕事をすることができないし、くつろげない。新幹線のようにクロ
ーズドな空間にしたりと、もっと快適に、便利に、楽しく過ごせる⼯夫があるとワークプレイスとし
ての魅⼒がさらに⾼まるのではと思います。

関 やはりエンターテイメントに落とし込んでいく必要があると思います。私の場合「FRaU」という
⼥性誌を通じて「森林に⾏ってみたい」そう思わせる楽しみを提⽰したい。⽇本でいう温泉のように
森林浴がメジャーなエンタメのひとつになればいいですね。

中 「登計トレイル」で⾷べたお弁当のように、“おいしいもの”に出会えるというのも魅⼒のひとつ
ですよね。

社員が働きやすい環境整備を⾏う中⾹織さんの会社は、昨年3⽉から現在も従業員全員がテレワークを継続中だそう
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島⽥ そうですね、やっぱり“楽しい”と“おいしい”があれば、⼈はそこへ⾏きたいと思う。

本間 最近、僕たちの間では「美味しくないご飯が⾷べたいね」と話してるんです。どういうことか
というと、⼦どもの頃に⾷べた祖⺟がつくる油でびちょびちょの天ぷらが⼀周まわって今、恋しいと
いうか。当時は「おいしくないな」と思っていたのに、いざ祖⺟が他界し、⾷べられないと思うとす
ごく寂しい。カリッと揚がった⾼級で美味しい天ぷらはもちろん東京で⾷べられるわけで、祖⺟がつ
くるようなべちゃっとした、けれどあたたかくて想いがこもった天ぷらが⾷べたい。

そう考えると、味や⾷材の⾼級さよりも、⼈のあたたかみを感じる、なんてことのない⼿料理を⾷べ
る⽅が実は⼈は豊かなのかなと。なので、その⼟地でしか⾷べられない、なんでもないけれど想いの
こもったものを堂々と出す店の⽅が、価値がある気がします。

島⽥ 確かに。「あの店の⼤将にまた会いたい」が、その⼟地へ向かう理由になりますもんね。あ
と、社内の役員会議を森林でやるのもいいかなと。壁のない空間でディスカッションしたら、どんな
ことが起きるのか︖ というのを体験してみるのも、すごくいいアクションだと思います。

⻄村 いいアイデアですね。あと、集中⼒が落ちて思うように仕事が進まない状態で⼀週間働くくら
いなら、「ちょっと森林へ⾏ってきます」と、潔く休暇をとるのもいい。

京都を拠点に、多岐点分散型の100%リモートで働く組織を運営する⻄村勇哉さん
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欲しいのは、森林の空き⼟地リストの開⽰

関 みんなで森をつくる「FRaUの森」みたいな（笑）プラットフォームを⽴ち上げて、インフラ的な
仕組みをつくれたらステキだなと。国有林に恵まれた⽇本だからこそできることは、たくさんあると
思います。

⾃宅でコンポストを利⽤し循環を意識した暮らしを楽しんでいると話す関⿓彦

本間 森林をもっと活⽤するなら、空き⼟地がわかるリストを公表するべきだと思います。都⼼と違
って⽥舎、特に森林は、空き⼟地の情報が本当に分からない。森林を活⽤してキャンプ場やグランピ
ング施設をつくりたいという⼈はたくさんいます。

なのに、空いてる⼟地情報を取ろうとするとめちゃくちゃ難しい。きちんと⼟地情報をオープンにす
るだけでプレイヤーが集まってくると思います。そうすれば地価もあがるし町としてのメリットも⼤
きい。

中 最近すっかりテレワークが普及していますが、例えば外部研修のように強制的に森林など⾃然に
触れ合う機会を会社が与えるのがいいのでは。

島⽥ 例えば森林と屋内で同じパズルをやってみて、どっちが何分早く完成したとか、ディスカッシ
ョンで出たアイデアの数を出すとか、脳や⼼理状態の測定の⽐較はやってみたいですよね。具体的に
使えるデータが⽇本はまだあまりないので。
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⻄村 森林にはもっと研究者を⼊れて、関⼼の知⾒を深めた⽅がおもしろくなるのでは。植物学者も
もちろんだけど、森林と関わりの薄い社会学系や教育学者、⼼理学者が良いと思います。

今度、森でコーヒー飲もうよ

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=5
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課題解決を⽬指すための3つのテーマ

ツアーの締めくくりに⾏われたクロージングセッションでは、5名のリーダーにくわえ、今回のツアー
でお世話になった⼀般財団法⼈おくたま地域振興財団、「OKUTAMA＋」「Circus Outdoor TOKYO」
のみなさん、ツアーの運営スタッフも参加。森林での楽しみや過ごし⽅を伝えるための取り組みや課
題の解決法などについて意⾒を交わし、議論を深めました。

4つのグループに分けて約20分のディスカッション

まず、奥多摩で働くメンバーが感じている課題について話を伺いました。

⼀般財団法⼈おくたま地域振興財団 岩崎恵⼦さん
 「今回のツアーではみなさんに森林の魅⼒を体感いただき「すごく良かった︕」という声をいただけ

ましたが、やはりその“体感”がすべてです。なので、まだ体感されたことのない⼈に⾜を運んでもら
うためにはどうすれば良いのか。そこが課題ですね。とはいえ、コロナ禍により森林セラピーの問い
合わせは、⾮常に多くいただいています。私たちは普段から少⼈数制で⾏っているので、3密を避ける
今、都⼼に住む⽅々に⽬を向けていただいている実感があります」

OKUTAMA＋ 総括プロデューサー 鈴⽊海⽃さん
 「春夏に⽐べ、紅葉終わりから2⽉頃までの集客が難しいこと。奥多摩町全体的に観光客が激減する冬

は、ほとんどのレストランが店を閉めます。そうなると、僕たちの施設を利⽤してもらう導線そのも
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のが途切れてしまいます。もうひとつの課題は、リピートしてもらうためにはどうすれば良いか、と
いうところでしょうか」

Circus Outdoor TOKYO 副代表 ⽥中シュナイダー茜さん
「コロナの影響で宿泊⼈数は増えている⼀⽅で、スタッフの確保に苦労しています。今まで優秀な⼈
材確保を都⼼から⾏っていたのですが、外出⾃粛要請により今までのように⾃由に移動ができなくな
ったためです。奥多摩町には⾼齢の⽅が多く、若い世代の⼈材を探すのは簡単ではありません。オー
プンして3年ほど経ちますが、現在も少⼈数体制で事業をまわしているので、地元の⽅々との関係性を
築く時間や余裕がないところも課題ですね」

左から・OKUTAMA＋ 総括プロデューサー鈴⽊海⽃さん、カヌー⼯房「 Mountscape Canoe Craft 」代表の⼭崎邦彦
さん

そんな奥多摩町で働く⼈と、都⼼で働く参加者たち。暮らす環境は違えど、これからの時代を⽣きる
者同⼠として、改めて考える森林の在り⽅とは︖ 下記の3つのテーマに基づきグループごとにトーク
ディスカッションを⾏いました。その結果をご紹介します。

＜森林の価値＞

・都⼼に⽐べ季節のうつろいや匂いを感じやすく飽きない魅⼒がある。

・殺菌⼒やリラックス効果のあるフィトンチッド（植物が放出する揮発性物質）のパワーを実感

できる。
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・⽣命の量と種類が多い。（⽣命に触れる学びを深める取り組みを⾏うと価値を引き出せる）

・内省して⾃⾝の輪郭をはっきりさせてくれる。

＜森林と関わる機会＞

・海に⽐べ森林に警戒⼼を抱く⼈が多いので、ハードルを下げる仕掛けをする。（ウイスキーロ

ックではなくハイボールのような、気軽に飲めるように味を薄める）

・森林ではなく森林が好きな⼈とつながりを持つ。

・メディアに露出しても⼀過性で終わってしまうので、持続的にアピールできる強みを確⽴させ

る。

・わくわく、楽しい、美しいなど、気分が⾼まるエンターテイメント性が必要。

・森林の⽣命体である⽊をつかって⼈と森林をつなぐような仕組みをつくる。

＜アピール（発信）の内容＞

・森林でどんなことが体験できるのか、想像しやすいような情報が必要。

・初⼼者に向け「Circus Outdoor TOKYO」「OKUTAMA＋」のように、きちんと休める場所

があることを伝える。

・さまざまな魅⼒がある中でひとつ⼤きな柱のようなアピールできるものを固める。

・「週末、森でコーヒー飲みに⾏こうよ」と、気軽に遊びに⾏けるブランド⼒があるといい。

最後は、ツアー主催者である林野庁事業「令和2年度 つたえる、感じる、つながる、森林×SDGs プロ
ジェクト事業」を代表し、林野庁 根岸由佳さんの挨拶で締めくくりました。

「今回は実際に森林に触れた⽣の声を聞かせてくださりありがとうございました。私⾃⾝もこれまで
知らなかった新たな価値に気づくことができました。森林は、⽊材の⽣産を⾏う場所というだけでな
く、その空間⾃体にすばらしい価値があります。ふらっと森林にコーヒーを飲みに⾏くように、もっ
と⾝近に感じてもらうにはどうすれば良いのか︖ その答えにつながるヒントをたくさんいただくこ
とができました」

豪華テントで過ごす夜

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79905?page=6
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宿泊先は「何もしないことをする」アウトドアフィールド

⼀泊⼆⽇で⾏われた本ツアー。宿泊に訪れたのは、奥多摩湖のほとりに佇むアウトドアフィールド
「Circus Outdoor TOKYO」。「⼈間と⾃然が共存する50年後の⼈間社会を研究する森」をテーマ
に、都内の森に世界⼀美しいアウトドアフィールドを創るべくグランピング事業を展開する「株式会
社 NOX Intervillage」が⼿がける話題のスポット。「何もしないことをする」ことを⽬的としたここ
は、360度⾃然に囲まれた国⽴⾃然公園の中にあります。

料⾦は⾷事付き1泊1⼈￥35,000円（税抜）から。アクセスは奥多摩湖沿いを⾛る国道沿いにあるバス停「中奥多摩
湖」より徒歩3分

国道から坂道を少し登り森の奥深くに進んでいくと、客室となるテントが5つ。まるで⼩さなコミュニ
ティのような演出に⼼が踊ります。“世界中を旅するサーカス団”をテーマに、それぞれ異なるコンセ
プトのもと世界中から集められた家具やインテリアで設えられた幻想的な空間は、まるで映画の中に
⾶び込んだような⾮現実感が味わえます。
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サーカス団⻑の控え室をイメージした宿泊ルーム「Pink Elephant」。厳しくも⼼優しい団⻑が愛した家具たちがお出
迎え Photo by Circus Outdoor TOKYO

ディナーは、世界中から集められた希少な⾷材を⽤いたフルコースを⽇替わりで考案。この⽇担当し
たシェフは、創作フレンチが得意な⽵⽮匠吾シェフとサービスクルーの若林佳太さん。ここでしか味
わえない珍しい⾷材に出会えるのも、楽しみのひとつ。

エディブルフラワーもおいしくいただきます

メープルシロップ、シェリー酒ビネガーを使った前菜から、発酵きのこのクレープ、ぱりぱりのほう
れん草とパウダー状にした菊をまぶしたホタテのソテー、エディブルフラワーを散らしたマグロのタ
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ルタル、⾻つきラムのグリル、デザートの全８品。

ほんのり⽢いソースが、お⾁のおいしさを引き⽴てていました

「おいしい︕」と各テーブルから聞こえてきた料理は、どれも素材のうまみを活かした繊細な⼿仕事
が光るものばかり。料理がテーブルに運ばれてくるたび、意外な⾷材の組み合わせや、サプライズの
つまった盛り付けにみなさん興味津々。ユニークな演出のおかげで会話もお酒もすすみ、終始にぎや
かなディナータイムになりました。

前編と後編に分けてレポートした森林空間の価値と可能性を⾒出す探求ツアー。東京・奥多摩町の森
林の魅⼒をたっぷりとお届けしました。コロナ禍によりさまざまな価値観が変わった今、森林の価値
について考え、その可能性に気づくきっかけになったのではないでしょうか。

撮影／嶋⽥礼奈 取材・⽂／⼤森奈奈
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