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 世界遺産を抱える観光地
人口1600人に年間200万人

 森林率
95.7％
白山国立公園の白水の滝、原生林

 村民向けクアの道
クアオルト健康ウォーキング®ができるよう設計されている

 トヨタ白川郷自然學校
森林環境教育、自然体験、アウトドアアクティビティ、各種企
業研修の実績あり

白川村の概要



 一極集中を解消したい
世界遺産白川郷の観光がほとんど
豊かな森林を利用する人はわずか
観光以外の目的での来村を増やしたい

 既存の資源（クアの道、自然學校）を活用したい
ポテンシャルはある
豊かな森林・世界遺産・温泉・プログラムがそろっている

 コンパクトな村なので村内連携が早い
共同申請：白川郷まるごと体験協議会（ｸﾞﾘｰﾝﾂｰ､ｴｺﾂｰ）
役場内の共有が早い（基盤整備課と観光振興課）

取り組みの経緯



トヨタ白川郷自然學校の紹介

NPO法人白川郷自然共生フォーラムが運営業務受託

白川村

環境
NGO

トヨタ
自動車

白川郷
自然共生
フォーラム

まずは・・・

「共生」を心がけた運営



開校の目的
CSR活動（ESDプロジェクト）の一環
白川村の自然の中で一流の教育と感動を提供し、
その社会的意義を広く発信すること

1973年 集団離村の集落を取得
2005年4月 開校



• 敷地172ha

• ほとんどが山林

• 宿泊100名、研修室、ホール、温泉

• 散策路、テントサイト、合掌家屋

Wild and Smile
天気が良い日は外へ出よ！



子どもキャンプ



家族・大人向けアクティビティ
インタープリテーションガイド

アウトドアクッキング

ナイトハイク 登山



冬のアクティビティ
雪遊び スノーシュートレッキング

雪の森のガイディング 囲炉裏端体験



施設紹介（客室）

4人部屋 和室

ツイン 温泉



施設紹介

研修室50人 ホール200人

モノづくり工房 談話室



企業研修について

毎年30件ほど受け入れ

–日帰り～4泊5日

–1泊2日が最多（約80％）

内容

–自然や森林や山を活用することが前提

–社員のコミュニケーション力向上

–リーダーシップやメンバーシップについて

–合意形成について

–社員間の交流（福利厚生） 等

トヨタ白川郷自然學校

延べ300件以上の
受け入れ実績



モデルスケジュールの紹介

リーダーシップを登山で学ぶ2泊3日

トヨタ白川郷自然學校



日程 時間 項目 内 容

１
日
目

◆オープニング ３日間の研修の目的を共有します。

◆行動社会化体験

コミュニケーションゲームで心と体を解きほぐします。その後、チームワークを育
む活動を数種類行います。

◆登山におけるリスクマネジメントの小講義

◆登山のための戦略会議

各グループで登山計画書を作成しながら、ルート、装備、安全対策を共有
し、明日に備えます。

リーダーシップを登山で学ぶ2泊3日

２
日
目

8:30

15:00

19:30

21:00

グループプロセス体験実習③

「グループ登山」

グループプロセス体験実習④

グループプロセス体験実習⑤

懇親会など

15:00

17:00

19:00

はじめの講習

グループプロセス体験実習①

危険予知トレーニング実習

グループプロセス体験実習②

３
日
目

9:00

12:00

現場につなげる講義と実習

クロージング

◆課題 「全員が無事にかえってくること」

体調と装備の最終確認後、チームで課題に取り組みます。

◆グループ登山のふりかえり

グループメンバーが体験したことを共有。次の行動へつなげるように促します。

◆コミュニケーション実習

一切の言語コミュニケーションを遮断するワーク。

◆今日までの事をリラックスしながら全員で交流を深める時間です。

◆体験によって得られた学びを日常業務につなげるワーク

リーダーシップについて合意形成のシミュレーションゲームを通じて学びます。

◆3日間の総括とふりかえり

トヨタ白川郷自然學校



一人では解決できない課題に挑戦



互いの協力が必須となる課題



体験時の気持ちや考えを共有する



同じゴール（登頂）を全員で目指す



同じ目標（登頂）を共有し達成すること



野良仕事を活用することも



もくもくと作業に取り組む



達成感とチーム力向上



オリエンテーリングを活用すことも



雪上での課題も



雪上オリエンテーリング



雪上オリエンテーリング



屋内での合意形成プログラムも用意



様々なパターンの課題を用意



トヨタ白川郷自然學校の強み

強み：豊かな森林と山岳環境、おいしい食事
それを支える人材（ソフト）、温泉

企業の健康経営に貢献できる
プログラム開発に意欲的

様々な企業の研修目標に応じられる

自然學校の紹介はここまで



白川村における
健康経営プログラムの特徴

 クアオルト健康ウォーキング®を指導できる人材がいる

 運動・栄養・休養をトータルに提供することができる施設と
森林と人材がそろっている

 コーディネイトできる人材がいることで、様々なニーズに応え
られる

 五感を解き放つ自然ガイドプログラムがある
クアオルト健康ウォーキング®と同時に自然ガイドも行える



 日程 2020年10月29日～30日（1泊2日）

 対象 健康経営に関心のあるご担当者

保健事業ご担当者

健保組合ご担当者

協会けんぽご担当者

 参加者 19名（定員20名）

 連携 白川村
 協力 日本クアオルト研究所

 会場 トヨタ白川郷自然學校

今回のモニターツアー



時間 内容

1日目 13：00 集合
ミニレクチャー
クアオルト健康ウォーキング®①
夕食
パジャマヨガ

2日目

15：00

早朝ヨガ
クアオルト健康ウォーキング®②
選択アクティビティ
保健師によるレクチャー
解散

今回のモニターツアー



クアオルト健康ウォーキング®



クアオルト健康ウォーキング®



ローカロリーフレンチを開発
800kcal以下



眠る前にヨガでリラックス



保健師によるミニレクチャー



参加者と関係者で集合写真



 感想
プログラム全体（1泊2日すべて）の総合的な満足
度は？

3点以下

4点

5点満点

4.2%

45.8%50%

96%が満足と回答

モニターツアーの結果



モニターツアーの結果

 感想
クアオルト健康ウォーキング®の満足度は？

3点以下

4点

5点満点

無回答

4.2%

20.8%

73%

94%が満足と回答



 感想
パジャマヨガと早朝ヨガの満足度は？

2点以下

3点

4点

5点満点

参加せず

2.1%

16.7%

45.8%

20.8%

14.6%

67%が満足と回答
《要改善》

モニターツアーの結果



 感想
ローカロリーフレンチの満足度は？

3点以下

4点

5点満点

8.3%

8.3%

83.4%

92%が満足と回答

モニターツアーの結果



 エビデンスの集積（睡眠の客観データ）
より説得力のある商品とするために

 ヨガプログラムのブラッシュアップ
体験時間や会場の環境整備など

 2泊3日を基本としたプログラム造成
1泊2日では短く、効果が得られにくいと考えられる

 運動・栄養・休養のトライアングルをさらに意識した構成へ
リラックス系のアクティビティ強化と、さらなる癒し空間づくり

 岐阜県内での連携強化で誘客と商品づくりを促進
岐阜市、関市、飛騨市

今後の取り組み



時間 内容

1日目 13：00 集合
ミニレクチャー
クアオルト健康ウォーキング①
夕食（ローカロリーフレンチ）
人工的な光が少ない夜の森で焚火など
入浴指導

2日目 クアオルト健康ウォーキング②
フリータイム
心身のバランスを整える森ヨガ
森林散策
夕食（ローカロリーフレンチ）

3日目

11：30

選択プログラム
森林散策 or クラフト体験

保健師のレクチャー
解散
世界遺産集落の自由散策

現在企画中のツアー

自身の心身の感覚に
素直になる時間

集中作業と完成後の
緊張緩和で癒し効果

を期待



 これまでご利用いただいた企業への働きかけ

 愛知・岐阜・三重・石川・富山の健康経営推進企業への
売り込み

 自動車関連企業への働きかけ

今後の営業活動

現在
パンフレット作成中！



ご清聴ありがとうございました。


