
Re・Designセラピー活用による

ワーケーション時の睡眠の質・生産性の改善

「森林サービス産業」モデル地域事業報告

長野県小海町・憩うまちこうみ協議会憩うまちこうみWEB
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小海町は西側に八ヶ岳連峰、町の中心部には千曲川が流れる風光明媚な町です。

夏の冷涼な気候により、白菜、レタス、キャベツなどの高原野菜の生産が盛んで

観光のシンボルである松原湖高原は、夏は避暑地として別荘地やゴルフ場の利用者が訪れ、

冬は全面結氷する湖面でワカサギ釣りを楽しむ観光客で賑わいます。

「君の名は。」の新海誠監督の

出身地。小海町をイメージした

風景が作品に多く登場する。

JR東日本 大人の休日倶楽部

の撮影が行われた白駒の池。

～東京から、電車で約2時間、車で3時間の好アクセス～

長野県小海町について
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平成28年度 町民が中心となり「憩うまちこうみ」事業が発足

少子高齢化に伴う、生産年齢人口の減少

【課題】 労働力の減少(＝働き手不足)  と 生産力の低下

• 労働人口を増加させる

• 長時間労働・雇用形態の格差など労働環境の改善

• 労働生産性を向上させる

そ
こ
で…

ポイントとなるのが… 従業員(働くひと）の心とからだの健康

社員の健康状態は、生産性の向上を目指す中で大前提の条件

都市部では 「働くひとの心とからだの健康の維持・増進」 が課題となっている。

豊かな自然や 健康な食、観光地がある小海町にお手伝いができないだろうか？

出典：みずほ総合研究所 2017年

都市部企業の課題である 働き方改革と健康経営

都市部企業の利用ニーズを満たす
プログラムの開発がスタート都市部企業 に設定

関係人口創出のためのターゲット

着眼点

「憩うまちこうみ」事業発足の背景

3



小海の地域資源の活用

プログラム強化

農業・漁業振興

森林環境の整備

生活基盤の維持

住民の健康維持

なりわいの創出

（担い手・宿・食堂）

町外の転出抑制

新規移住者の獲得

交流人口の増加

まちの賑わいの創出
小海町のブランド化

都市部企業の課題である、働き方改革と健康経営に注目しました。

風土を活かした持続可能なまちづくり

町の資源・魅力の再認識

担い手(=町民) の育成

都市部のニーズの把握

企業の抱える問題解消

平成28年度～
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健康経営を推進する企業のニーズに対応 経済効果をもたらし町に活気を生む

社員が憩い、町民が元気になるまちづくり

「攻め」の福利厚生

社員同士の絆を深め、
家族と一緒に行う自然体験など

攻めの福利厚生を実現できます。

社員の意識・技能向上

セラピープログラムを通じて
コミュニケーション能力や
環境意識が身につきます。

企業の社会貢献・SDGｓ
企業としてまちづくりに携わり

社会貢献に取り組めます。

「気づき」による健康管理

セラピープログラムを通じて
ストレスとの向き合い方を

学ぶことができます。

関係人口増による活性化

定期的に訪問いただき
町民と交流していただくことで
町が活気付きます。

地域経済の活性化

セラピープログラムや施設、
特産品の販売促進によって
地域経済の活性化に繋がります。

都市部ネットワークの獲得
都市部のアイディアの獲得や
ネットワーク形成に繋がります。

特産品の利用促進

社員食堂での食材使用など
つながりを通じ、特産品の
利用促進につながります。

企
業
の
メ
リ
ッ
ト

町
の
メ
リ
ッ
ト

長期的な連携を見据え、ターゲットを企業に設定しています。
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株式会社 KOYAMA
http://www.koyama-inc.jp/

株式会社 シグマクシス
https://www.sigmaxyz.com/

トッパングループ健康保険組合
http://www.toppankenpo.or.jp/

株式会社日放ツーリスト
http://www.nippo-tourist.co.jp/

日本インフォメーション株式会社
https://www.nicnet.co.jp/index.html

株式会社 Ｈacoa
https://hacoa.com/

アルファテックス株式会社
https://www.alfa-teccs.co.jp/

株式会社エヌ・アンド・アイ・システムズ
https://www.nandis.jp/

株式会社データサービス
https://www.data-service.jp/

リ・カレント株式会社
https://www.re-current.co.jp/

令和2年12月末現在 11社（12団体）H30～R2年度 協定企業一覧

上田信用金庫
http://www.ueda-shinkin.jp/
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自分のこれからに対する気づき

一歩進んで自己実現を考える時間。

静かな森で過ごしたり、仲間とゆっくり語らう中で

夢や目標を考えてみましょう。

時間がゆっくりと流れる小海でリラックスして

自分自身の心や体の状態にフォーカスし、

今の自分に何が必要か考える時間。

今の自分の状態に対する気づき

いつの間にか睡眠が短くなっていたり、

呼吸が浅くなったりしていませんか。

適切な生活のリズムを見直してみましょう。

適切な生活のリズムに対する気づき

無関心・無頓着

気づき・違和感

行動変容

後回しにしがちな
自分自身のこと

家族・同僚への影響

「気づき」を促す独自のセラピープログラム

企業ではたらく人が、心身ともに健やかであるためには
自分自身への「気づき」がポイントになるのでは…？
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本当の自分を取り戻す Re・Designセラピー

セラピーウォークリラックス メディテーション

コミュニケーション デトックス

セラピーヨガ

焚き火（アートセラピー） 地産地消のセラピー食

自分自身の「気づき」に

アプローチする４つのプログラム
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本当の自分を取り戻す Re・Designセラピー

セラピーウォークリラックス メディテーション

コミュニケーション

セラピーヨガ

焚き火（アートセラピー） 地産地消のセラピー食

五感（視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚）の
感覚をとぎ澄ましてみる。

感受性を高め、パターン化しがちな
自分の思考に気づくきっかけに。

仲間とのコミュニケーションを
促進し、相互理解を深める。

地元の新鮮な食材を味わい、
普段の食生活を見直す。

外への意識を高めるアプローチ

呼吸を意識しながら動き
身体と心を「つなぐ」(=ヨガの語源)

呼吸で自律神経を整え、
心の状態を感じ、集中力を養う。

内側へ意識を向けるアプローチ

デトックス

9



プログラム体験による行動変容のプロセス

五感にひびく体験で

感覚・感情を研ぎ澄ます

気づきと内観

滞在・プログラム体験

ひらめき・発想力

想像力が高まる

自分らしい思考

体験後の変化

視野が狭くなる

思考がパターン化

いつもの生活

ストレスが多いと…
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行動認識 判断刺激

感覚・価値観の変化
どの情報をキャッチし、どう活用するか？

情報
行動変容

習慣化



ストレスとの向き合い方 を学び、

社員間のコミュニケーションを深め

る目的で、通常セラピープログラム

の他、農業研修や釣りなど体験。

【新入社員研修】

新たな事業のキックオフや重要な

タイミングで滞在し、豊かな自然の

中で発想力が高まるミーティング

の場として活用。

五感を刺激するセラピーで創造力

が活発になり、有意義な意見交換や

ワークスタイルを見直すきっかけに。

【管理職研修・経営会議】【部署・グループ単位で】

これまでの企業のご活用例

本格受け入れを開始した平成31年春以降、協定企業の皆様にご活用いただいています。

森林プログラム以外の研修やミーティング、ディスカッションを行う場合は、
これまで町内の宿泊施設の食堂や宴会場を使用していました。
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【テレワーク拠点】 湖畔のワークスペース
長期滞在でのリモートワーク、

ワーケーション活用も可能に。

森林プログラムの拠点でもある、松原湖畔のテレワーク拠点施設。

滞在時のサテライトオフィスとして、また研修会場としての企業のニーズに対応。

（企業との協定開始から間もない平成30年より起案、令和元年12月着工、令和2年3月完成）
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長期滞在での利用により期待される効果

距離：日常の生活圏から100キロ以上離れると良いと言われる

環境：日常生活している環境とは異なる自然環境に身を置く

ワークタイムである平日5日間の生活リズムを整えることで、
日常との違いを体感しやすくなるのではないか…？

転 地 効 果

滞在中の変化・効果を体験として自分自身に落としこむため
ゆとりをもった長期での滞在がどう作用するか？

プログラム Re・Designセラピー体験による意識の変化、行動変容

測定のねらい

気候の変化に反応して、身体機能のバランスを整える働き

松原湖周辺は標高 1,100ｍ、国定公園のため豊かな植生が保護されている小海町の環境

標高の高い地域 … 呼吸→深くなる 身体の代謝→上がる

森林浴 … 副交感神経優位（リラックス）

立地的な効果

気候療法

→プログラム回数が増え、体験がより深いものになるのでは…？

→短期の滞在と比べ、長期滞在が保養としての側面をもつ

フィトンチッド、マイナスイオン、
1/fのゆらぎ など
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森林サービス産業モデル事業への取り組み

【森林サービス産業】エビデンスの取得・蓄積と事業推進に向けた活動支援

・企業の健康経営目線でのエビデンスの取得・集積

効 果
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・健康無関心層の行動変容を重視した取り組みの促進

・モニターツアー、ワークショップの実施

・現地調査を通じたモデル事業の成果・効果等の分析等の実施



調査実施のタイミングと方法

4泊5日の滞在プログラムの参加により、ストレス軽減効果や精神健康度の向上、
生産性の向上、健康に関する行動変容に関する効果があるかどうか調査する。

2020年10月12日(月)～16日(金) 4泊5日

調査の目的

滞在日程

開始前(10/12) ／ 終了時(10/16) ／ 2か月後(12/18)アンケート：

開始前(10/12) ／ 終了時(10/16)生産性テスト：

事前(10/5-9) ／ 滞在中(10/12-16) ／ 2か月後(12/14-18)睡眠測定：

1回目(11/13) ／ 2回目(12/18)

非参加群
アンケート：

首都圏企業の社員：4社 ／ 9名調査対象 （非参加群：同じ企業で働く9名）

調査内容 主観的評価：アンケート・気分状態尺度（POMS、ROS、SVS、K6）、
オリジナルの主観的健康状態アンケート、生産性尺度、行動変容アンケートなど

客観的評価：睡眠測定／脈波解析を用いた睡眠測定器（帝人製）
生産性テスト／内田クレペリン検査、認知機能テスト
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効果測定スケジュール

10/12
月曜

10/13
火曜

10/14
水曜

10/15
木曜

10/16
金曜

7:30 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:0010:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

測 定

測 定

ヨガ①
60分

ヨガ②
60分

森 林 ①
150分

森 林 ②
90分

朝食

朝食

朝食

朝食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

夕食

焚火

Free

Free

Free

Free
（ Work )

Work

Work

Work

Work

Work

Work

森 林 ③
90分

チェック
イン

夕食

夕食

夕食

Work
約6.5時間

Work
設定なし

Work
約5.5時間

Work
約6.5時間

Work
0～2時間

ワークタイムの過ごし方は、周辺散策や休憩等

自由に過ごしていただくようお伝えしました。
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滞在中の宿泊とお食事

【宿泊 4泊5日】小海リエックスホテル

【昼食】 各店の個性を生かしたランチ

①宮本屋セラピー弁当（郷土食の和食懐石）

②たかちゃんファーム（自社農場バジルのパスタ）

③立花屋セラピー弁当（おにぎり弁当と野草茶）

④花更紗（地元食材を活かした彩り豊かな洋食）

⑤八峰の湯（各自好きなメニューを注文）

①小海リエックスホテル（和洋折衷）

②八峰の湯（和食）

③小海リエックスホテル（和洋折衷）

④リゾートイン・ボンシック（洋食）

【夕食】 地元の食材を活用したコース料理

ツインルームのシングル利用

標高1,450mの高原リゾート。

露天風呂からは昼は山々の雄大な景観、

夜は満天の星空を楽しむことができます。

憩うまちセラピーメニューの開発にも

積極的で、今回の滞在中の朝食は

日替わりでお粥膳とビュッフェを利用。
宮本屋セラピー弁当 たかちゃんファーム 立花屋セラピー弁当

食の基準は、旬の野菜を中心に地元食材推奨

動物性たんぱく質や油分を控えめに…等
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5日間の滞在を終え、最終日の参加者感想 ヒアリング実施：2020.10.16

目の下のクマが、早く寝たりしても改善しなかったのが、滞在中クマが薄くなって身体が楽になり、

睡眠の質や寝つきがとても良かった。森や焚火など屋外で過ごす時間が良かったのだと思う。（20代 / 初参加）

目の下のクマが薄くなって寝つきが良かった。

先週、友人に顔がやつれていると言われたばかり。睡眠もあまり良い状態でなく、夜中に起きてしまうことが

あったが、この5日でリラックスできてストレスもだいぶ減った。あと1週間くらいあればもっと良かった。

普段のキャンプでは意識しなかった、自然の中での葉っぱの香りや手触りにも魅力を感じた。（20代 / 初参加）

あと1週間くらい滞在したかった。

会社と家の往復で鬱々としてセピア色の日常だったが、食事や森林ウォークや、他の参加者との触れ合い

が刺激になった。五感を使って足元の自然を感じ、音に耳をすます等、周囲に感覚を向けていなかったと

気づき、自分の意識で変えることができるというのが心に沁みたので、今後に活かしたい。（20代 / 初参加）

鬱々とした日常の刺激になった。周囲に感覚を向けていなかったと気づいた。

自分の世代は仕事は会社でするもので、ワーケーションだと一日集中するのは厳しいんじゃないかと思っていた。

「小海で普段の仕事をする中で考えること」と「小海でしか体験できないこと」があり、時間のメリハリを

つけながら気持ちの切り替えもできて、意識せずとも心身のオンオフができた。（50代 / 初参加）

時間のメリハリと心身のオンオフができた。

一年前とは感じ方が違い、前回一緒に来た同期のことを想ったり、自分は今後どうしたらよいか考えたり、

もっと意欲を高めて頑張りたいとリフレッシュした気持ちになった。食事面でも普段カップ麺が多いので、

新鮮な食材で身体の中からデトックス、リフレッシュできたのも良い体験だった。（20代 / 2回目）

前回と違うことを感じ、今後の自分について考えた。
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【参考資料】 在宅時間の増加による、からだの不調や変化

あなたが新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や在宅勤務などで

在宅時間が増えたことによって感じる、からだの不調・変化をお答えください。

・調査日：2020年11月5～6日 / YMCメディカルトレーナーズスクール調べ

ストレスが増えた

肩こり

体重が増えた

首こり

疲れやすい

眼精疲労

腰痛

精神的な不調(不安・落ち込み)

しっかり寝ているのに眠い

眠りが浅い

だるさ

頭痛

便秘・下痢

むくみ

寝つけない

その他

気になることはない

・回答数600名のうち、在宅時間が増えたと回答した440名対象（複数回答）

測定と同時期に行われたアンケートでの

在宅時間の増加による不調の現状

→ 小海の滞在から、テレワークの日常に戻って3か月後のご感想は…？次ページ 19



仕事の合間に自然を感じられることが一番印象に残っています。PCから顔を上げたらすぐに自然の広がる場所

での業務はリフレッシュするにはとても良いと感じました。（また自然と離れてしまっていて寂しいです）

自分の中で生活習慣への関心が生まれ、睡眠の計測できる活動量計を購入しました！

3か月後、あらためて … 参加者感想

滞在時は仕事が立て込んでいて精神的にも余裕がない状態だったが、小海町プログラムに参加し自然に

触れリラックスできた。現在も同じ様な状態になりつつあるが、ストレスは少ないように感じている。

滞在をきっかけに、睡眠や食事の質を意識するようになった。通勤がなくなり自由に使える時間が

増えた今こそ、自分自身に意識を向け、心身の健康の維持・改善に時間を使いたいと思う。

小海と在宅でのテレワークを比較すると、在宅は気分転換を図りにくい。 2021年1月に緊急事態宣言が

再発令されるまで意識的に近所の散歩などを行っていたが、最近は行うことができない点が考えられる。

小海滞在中に学んだ簡単な柔軟など、リフレッシュのためにできることは継続して取り組んでいきたい。

気分転換も図った方が仕事の効率も上がるように感じている。

テレワークで運動不足が予想されておりましたが、プログラムで実施したリフレッシュ方法を参考にして

散歩したり、食生活に野菜を多く取り入れたりと実際に経験したことで普段の生活への影響がありました。

個人的には意識改善の面で非常に効果的であったと感じました。

メール、オンライン回答：2021.1.26

仕事の合間に、自然を感じたい。

小海でリラックスしてから、ストレスが少なく感じる。

睡眠や食事の質を意識するようになった。

気分転換できる環境は仕事の効率が良い。

経験をもとにリフレッシュしたり、意識改善ができた。

（匿名回答可能）
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ご清聴ありがとうございました。

憩うまちこうみ事務局（小海町役場内）

渉外戦略係：黒澤大輔・篠原直也・工藤裕生・中野玲子

〒384-1192 長野県南佐久郡小海町大字豊里57－1

TEL: 0267-92-2525  /  FAX: 0267-92-4335

E-mail：ikoumachi-koumi@koumi-town.jp

HP：http://ikoumachi-koumi.jp/

わたしが、わたしになれるまち 憩うまちこうみ
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