
「楽ちん」にワクチンを。
コロナ禍での新しい人材育成と自然環境に

配慮した持続可能な地方創生



本プロジェクトの理念

「人が持つ諸能力」を引き出し、企業価値を向上させる。
本プロジェクトでは、人が持つ諸能力を引き出し、企業の利益を最大化する組織内人材の育成を行います。

人材育成、組織・事業開発の観点から定着率を高める「実践型」の教育プログラムを提供します。
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プロジェクト概要



コロナウィルスが世界中に蔓延したことによって我々の生活様式だけでなく、ビジネスに
おけるコミュニケーション方法や市場環境も変化しています。世間的に「便利」と称され
るオンライン化の急速な普及で、オフラインならば解決できた「オンラインの壁」が浮き
彫りとなりました。その一つに「問題解決能力」が挙げられます。

オンライン化が進むこのご時世にこそ、「問題解決能力の欠如」は懸念視されており、日
本企業が世界の名だたる企業と肩を並べるには「人材育成の見直し」と「日本経済の復
興」が必要不可欠です。

以上のことから、地方創生を名目とした地方都市への企業誘致や、「問題解決能力」を養
うアウトドア研修をコンテンツとして活用し、日本経済の復興に貢献するプロジェクトを
推進します。
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コロナと共生する新たな社会で人々の生き方や地方創生を考える



本プロジェクトの最大の目的は、企業誘致産業人材の育成による地方創生
を推進することです。感染症対策を万全にしたうえで、アウトドアでの研
修を展開し、施設の利活用に繋げて地域ごとの流動人口を増やす施策など、
具体的な取り組みを模索します。
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本プロジェクトの目的
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コロナショック後の生活・職業環境の動向と課題



モビリティ研修
実施が難しい教育旅行のような「ただ集団で移動して泊まる」研修ではなく、「普段利用する学校や
職場を利活用した密を最大限避けた」研修で、設備コストを抑えて手軽な研修を目指します。

施設利活用コンサルティング
宿泊施設を持たない・シーズン営業が多いレジャー施設に対して、シーズンに左右されないコンテン
ツと感染症対策を施した宿泊施設の提供などの企画提案を行うコンサルティングを実施します。

モビリティホテル
シーズン期間のレジャー施設(スキー・キャンプ場・海水浴など）に移動して稼働を上げることで宿
泊利用客増加と低コスト高効率化を目指します。

モビリティハウス
キャンピングカーをはじめとする普通自動車で公道をけん引できるカプセルハウスやトレーラーハウ
スを普及することによる地方移住(ワーケーション）と「仕事と遊びの両立」を目指します。
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“アウトドア” を軸としたプロジェクト構想



感染症対策を万全にした環境下での研修実施や施設利活用で安心・安全
教育研修の需要を回復させることができる
季節や天候・台風などの自然現象に左右されない施設営業が可能
リモートワークの普及に伴うワーケーションと地方移住の促進
今まで宿泊できなかった施設の新たな利活用ソリューションの提供
感染症対策を施した新しい地方創生のカタチを提供
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本プロジェクトを実施することによるメリット



プロジェクトの背景



人々は「自然」から遠ざかり、物があふれ、便利で快適な
世の中で生活していると人としてのバランスが崩れ「不自
然」な出来事が、日常茶飯事に起きています。暑くもない、
寒くもない、虫もいない、痛くもない、臭くもない、便利
で快適な環境は幸せかもしれないが、便利なものが増える
世の中で本来人が持つ問題解決能力や生き抜くチカラが損
なわれかけています。またこの便利はこの新型コロナウイ
ルスでさらに加速し、人々の心の重症化も大きな社会問題
になっているのではないでしょうか?また、その代償は人
だけではなく、私たちが暮らす地球も、様々な種類の環境
問題を抱えています。これらはいずれも緊急性を要する課
題であり、目を背けることはできません。また、問題解決
能力の欠如はコミュニケーション等の妨げだけではなく、
地震大国における災害時の「自助・共助」の生き抜くチカ
ラにも大きく影響を及ぼしております。
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本プロジェクト組成の背景



いま本当に必要なのは便利の代償による「楽ちん」に対する「ワクチン」の接種
です。このワクチンの効果は、人間力の低下・地球環境問題・生き抜くチカラに
効果があります。

私達は2005年から 山梨県富士河口湖町にて

・自然体験施設「森と湖の楽園」にて・大自然の中で人が人らしくあるために人
間力を養う世界的ベストセラーとも共同開発した日本トップレベルの教育事業

・内閣府防災「国土強靭化」にも取り上げていただいた、トレーラーハウスの被
災地の住宅支援の活用

・自然を人の暮らしに生かすための場所と技術の提供等

を行ってきました。これからも便利な世の中は進み「楽ちん」のない生活は避け
られません。この為、私たちはこれから、日本全国100か所に年1回のワクチンの
接種場所を創り、アフターコロナの日本中を笑顔あふれる世の中にいたします。
これにより、地方にも新たな雇用が生まれ、経済が回り、自然環境にも配慮した
持続可能な地方創生を行っていきます。
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本プロジェクト組成の背景
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本プロジェクトの3つの軸

①夏季はキャンプ場、冬季はスキー場、イベント時には開催会場へ移動するシーズン、場所の需要
に応じ宿泊稼働を上げ、なおかつ自然環境に配慮した持続可能な、オフグリッド型モビリティハウ
スを日本各地に備蓄し、強い経済力と、安心安全の免疫力を向上させます。

②芸能界×自然環境×教育＝日本トップレベルの伝えるプロ集団、野外研修講師を育成し新しい雇
用の創出と、人々の生き抜くチカラを向上し「問題解決能力の低下」「自殺問題」「離職問題」
「コミュニケーション低下による共助の低下」等の現代の問題にワクチンを打ちます。

③現代の問題を解決するワクチン接種拠点を日本中に創り、企業誘致産業人材の育成による地方創
生を推進いたします。



「ワクチン」＝モビリティ研修について



モビリティ研修では、従来の座学での講座ではなく「体験型」
プログラムを学校や職場などの身近な環境に持ち込んで研修を
するというものです。本プロジェクトで活用する「体験型」プ
ログラムは場所問わず開催できるという特徴を持ち、宿泊に関
しても感染症対策を万全にした、密を避ける「1人1テント」
「1人1部屋」方式での実施も可能です。

プロジェクトタイトルにある通り、「人間回帰(＝人間の根底に
ある共生・共創の原則)」をテーマとしている研修のため、講師
によるコーチングではなく、参加者自ら「気づき、答えに辿り
着く」研修となっています。そのため、社会・経済の情勢が大
きく変わった今、社会のため、身近な大切な人のため、自己実
現のために「何をすべきか?」を考えさせられる深い意味を持
つ特別なプログラムになっています。
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モビリティ研修について



実際、日本野外ワークショップ協会の本部である山梨県富士河
口湖のキャンプ場で行っているこの体験型研修では、コロナ禍
の中120％増で（2020年6月～2021年5月）その実績が需要を
物語っています。

オンライン化によって便利になる一方で「問題解決能力の欠
如」が問題視されており、オフラインでの蜜を避けたコミュニ
ケーション研修のニーズが高まっています。

コロナ渦によって教育旅行がなくなっていますが、一般向けと
企業向けの研修は前年と変わらず利用者は増えています。

なお、同キャンプ場では、平日は企業研修、休日は家族層がレ
ジャー体験に訪れるため、高稼働での営業を実現しています。
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モビリティ研修について



施設コンテンツとしては、

①宝探しゲーム専門会社「タカラッシュ」と共同で展
開するリアル宝探し「トレジャーグランプリ」

②学校団体から社員旅行まで笑顔あふれるチームを創
る「チームビルディングゲーム 120分間の奇跡」

③文部科学省委員でもある、危機管理教育研究所、国
崎信江氏が監修「防災エンターテインメントTHE 
TEAMS」

④世界的ベストセラーとコラボレーションした世界初
の社員研修プログラム「７つの習慣🄬Outdoor」

の主に4つのコンテンツがあります。
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モビリティ研修について



モビリティ研修について
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既存の提携施設



サイバーエージェントグループ全体としても、今は研修を控えているか、社内でオンライン研修の設計を
して実施しているかとなり、その中、野外研修をさせていただいた感想です。2日間という短い時間の中で、
ワークとディスカッションを通して、楽しみながら絆を深めることができました。これまで経験した研修
の中でも即効性は断トツです!私が感じている野外研修のおすすめポイントは3つあります。①同じ時間を
過ごすことで喜びや困難を共有し、全員で成し遂げる達成感を得ることができる。②相手の表情や温度感
を感じながら腹を割って議論することができる。③上記によって信頼関係ができ、仕事に戻った時に良い
関係性で円滑に業務を進めることができる。

気持ちを伝えること、信頼関係の構築はオンラインには限界があります。今回の研修を通して改めて、
チームビルディングはオフラインで実施することの重要性を実感しました。

株式会社CyberACE 社⾧室 西澤 真歩 様
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お客様の声



2015年から新入社員研修でお世話になっており今年で6年目です。2020年度の新卒研修は弊社としても4
月から在宅でテレワーク研修を行っており、リモートだと当然のことながらリアルなコミュニケーション
がとれない。その中で、改めて「リアルアなコミュニケーション」は大事だと気づかされコロナ禍中の中
でもこの野外研修を実施しました。例年と違い、2020年新卒に限っては同期の仲も「ただの同じ時期に
入ったメンバー」という感じでしたが、やはりこの野外研修に来ると、たった2日間で腹を割った同期にな
り、焚火で語り合い涙を流せる全く違う本当の同期の状態になった姿を見ると、さらにリアルなコミュニ
ケーションが大事だということが確認できました。コロナ禍の中でも、この非日常の森の中に来ると本音
で自分を出せて自己開示ができて相手も承認し、みるみる変わるこの2日間は本当に印象的でした。

静岡トヨペット株式会社 人づくり部 採用教育G

塚本 剛史 様

22

お客様の声



施設利活用コンサルティングについて



スキー場・キャンプ場などのシーズン営業が多い
施設や、ゴルフ場などの温泉やレストランはある
ものの宿泊施設を持たない施設に対して、新たな
収益獲得方法としての「モビリティホテル利活
用」と「施設コンテンツ導入」のコンサルティン
グを実施します。本プロジェクトで扱うモビリ
ティホテルは、普通自動車で公道で牽引できるト
レーラーハウスや、軽～中サイズのキャンピング
カーがメインとなっており、扱いやすい上に宿泊
施設としては申し分ないスペックの内装や設備を
備えています。そのため、宿泊ニーズのある地域
に牽引してホテルを移動させて収益を獲得する施
策を取ることが可能となります。
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施設利活用コンサルティングについて



⬛目的:
• 今後拡大する地域活性化支援、遊休不動産、動産を活用した事業ビジネスのコンサルタント業務
• デザイン、コンセプト、システム、環境調査分析
• 市場調査
• 技術提携

⬛主な業務:
• デザイン、コンセプト、事業スケジュール、パース、レイアウト
ライフデザイン、トレイラー モックアップ 企画設計書,製造指示書作成
• 有料コンサルタント
• 導入前後フォーローアップ体制
• 販路拡大 ディーラー各社フォローアップ
• 技術調査 提携企業連携
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施設利活用コンサルティングについて



調査、分析

•クライアント与件調査、整理

•現地調査 報告

•各種申請、規制確認

コンセプト構築

•マスタープラン、デザイン策定

•ランドデザイン（測量、パース）

•トレイラーデザイン、レイアウト

•搬入設置プラン

プラン確定

•見積調整

• VA,VE

•発注

着工

•ランド 着工

•トレイラー施工着手

コンサルタント ディレクター
大学研究室 レギュレーション、リーガルチェック、構造計算
一級建築士 レイアウト、トレイラーデザイン
一級建築士 ランドスケープ

コンセプトデザイン～プロジェクト対応

トレイラー用スケルトン
外構設計施工監理
環境設計、バリアフリー、スマート化設計

→地域工務店の参画、内外装、家具インテリア

→設置環境、宿泊運用に適したメンテナンス選定

ー森林環境税への対応 地域生産財の検討
ー災害支援可能な トレイラー開発と新たな応急仮設住宅
（弱者対策）デザイン

デザイン哲学

コンサルタントメンバー
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施設利活用コンサルティング導入フロー



モビリティハウス・ホテルについて



昨今のライフスタイルの変化、アウトドアブーム、コロナ禍により、不動産施設を新たに構築する
のではなく、動産 トレイラーハウス等を活用して 設備投資、投資回収、設備老朽化に対応する
多角化。利益モデルが増加してきている。

自治体からの要請によって, お試し移住、災害時の応急仮設住宅、都市公園の民間活用（PARK-
PFI）、道の駅宿泊施設、調整地域、農地でのクラインガルテン棟 社会福祉高齢者住宅、スポーツ
イベント等施設 動産、トレイラーハウスを社会課題の解決手段として活用するケースも出てきた

稼ぐ動産
日本版トレイラーハウスのデザイン設計

共通なプラットフォームの開発
地域ブランドされた新たな施設デザイン開発

地域企業との連携による災害支援施設デザイン
災害復旧、復興

民間

国、自治体
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背景と役割



1) 生活環境の変化及び、事業計画モデルの変更への対応柔軟性
2) 短期間の利用でも低コスト（リース、レンタル）
3) 不要となったときに解体費用なし
4) 中古市場への売却が可能（リセールバリュー）
5) 事業撤退時のリスクを低減
6) 法定耐用年数が短いため償却が短期（実耐用年数は24年）
7）調整区域でも自治体の判断により設置可能
8）農地でも自治体の判断により設置可能（農業委員会の了承）
9）Quality - Made in Japan
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モビリティハウス・ホテルとは?



RVのタイプ分類および定義「モービルハウス」



地方自治体の課題解決
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地方自治体が抱える課題
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課題解決
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包括的な対応・対策



 遊休地域での“アウトドア研修“をコンテンツとした施設の利活用及び企
業誘致

遊休地域の「歴史・文化財ゾーン」にあたる自然環境豊かな環境下でアウト
ドア研修をコンテンツとした施設利活用(流動人口を増やす取り組み)ができ
ればと考えております。既に存在する施設を活用してアウトドア研修を実施
することも可能ですが、研修人数や規模によっては既存施設では対応しきれ
ない場合等が発生した場合は、トレーラーハウスやカプセルハウスなどの公
道でけん引できる宿泊設備を必要に応じて用意することが可能になります。

【メリット】

遊休地域の自然豊かな地域にアウトドア研修で誘致して、発展地域にニュー
タウンや都市機能が充実することでメリハリがつき、「自然環境と都市機能
がコンパクトに共存する町」という見せ方ができます。これにより企業の流
入障壁が下がり、リモートワークやワーケーションを推進する企業にとって
はオンラインとオフラインでの職場内コミュニケーションを地域内で完結さ
せる提案なども可能になります。
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地方自治体へのご提案例



 遊休地域での遊休地の利活用

遊休地(畑）とキャンピングカー(トレーラーハウス）をセット販売してドイツのクラインガルテンを模倣した取り組みを淡路市で実施し、地方移住者を増やす試みになり
ます。平日は都会暮らし、休日は都会を離れて地方で農業体験をしていただくようなイメージを想定しています。平日の誰も利用しない時間帯は企業向けアウトドア研修
の宿泊施設として貸し出すことで稼働率を高め、うまく利活用することが可能になります。がっつり農業を行うのではなく、「余暇」として農業体験ができる環境を提供
し、非日常体験を地方で広めたいと考えております。

【メリット】

本ご提案を実施することにより、地方移住者の増加や遊休地を利活用した新規就農者の増加が期待できます。新規就農者の増加支援のハードルとして、生産計画や販売計
画をはじめとする申請手続きや⾧い労働時間などが挙げられます。これらのハードルを取り払い、「非日常でのライフスタイルの確立」を推進することで今までにない誘
致施策が可能となります。

クラインガルテン瑞浪陶 田舎暮らしトレーラーハウス (mino-furusato.net) より抜粋
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地方自治体へのご提案例
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河口湖ムーンショット・エコシステム

山梨県富士河口湖町でイノベーションが生まれるエコシステムを構築

「野外研修」、「7つの習慣＠Outdoor」、「Entre Camp」、「『企業家』人材育成プログラム」などの人材育成や、
防災対策のためのトレーラーハウス備蓄、オフグリッドを活用した再生可能エネルギー事業、地域の雇用創出を実施



事業戦略
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河口湖付近の「森と湖の楽園」と「白滝」でラボ(展示場)の開発

山梨県富士河口湖のラボ開発費用母の白滝のラボ開発費用
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目指したいオフグリッド都市開発のイメージ
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地方創生プロジェクトスキーム(チーム体制)

WSデザイン
施設コンサル

JOWA Seed BUILD

WSデザイン
教育事業Nextage

国
地方自治体

民間事業者

ハ
ー
ド
ス
キ
ー
ム

ソ
フ
ト
ス
キ
ー
ム

地方創生提案

研修営業

研修提供

営業素材提供

施設コンサル案件ラボ代理運営

提携施設獲得

導入施設先紹介

キックバック(ロイヤルティ)

講師依頼・セッティング

新規講師獲得

研修案件獲得講師情報提供

施
設
・
オ
フ
グ
リ
ッ
ド
・
自
動
車

な
ど
を
対
象

野
外
研
修
・
教
育
旅
行
・
宝
探
し

な
ど
を
対
象
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地方創生グリーンプロジェクトボンドスキーム

特別目的会社
自治体

事業会社
金融機関

証券会社
金融機関

機関投資家
個人投資家

アレンジャー

グリーンボンド
発行体

環境改善事業
SPC

投資家

監査法人
認証機関

グリーンボンド
発行割当金額の

払込

グリーンボンド
の引受・販売

外部レビュー機関 調達資金の投資先、投資先
事業の環境改善効果の確認

利率や償還期間を
含む発行条件など

の提案・調整

投資

調達資金の管理
(区分整理)

利払い・償還

外部レビューの付与

環境改善効果の測定
投資家へのレポーティング

環境改善効果のレポートレビューの共有

 再生可能エネルギー事業
 生物多様性の保全
 持続可能な交通
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グリーンボンド発行に必要な手続き

①
発
行
準
備

・プレ・マーケティング
・ドキュメンテーション
・証券会社の引受審査
・格付取得
・発行計画の検討

・外部機関によるレビューの取得(必要応)
・見込まれる環境改善効果の策定
・調達資金の管理方法・レポーティング方法の検討
・グリーンプロジェクト評価・選定プロセスの検討
・調達資金の充当対象プロジェクトの範囲を検討

②
債
券
発
行

・発行条件(発行価額・利率等)の決定
・投資家からの払込み

③
資
金
管
理

・資金調達の管理
・プロジェクトへの投資実行 ・グリーンボンドによる資金調達の追跡管理

④
利
払
い

情
報
開
示

・プロジェクト実施
・年次報告

・環境改善効果の算定・レポーティング
・外部機関によるレビューの取得(必要に応じ)

⑤
満
期
償
還

・償還価額に基づき償還
・リファイナンス(必要に応じ)

通常の発行手続き グリーンボンド発行時の追加手続き

※リファイナンスの場合、充当予定プロジェクトの概要、資金管理方法、環境改善効果等についての開示



44

顧客ターゲット

 内定者辞退・離職・連携不和防止をしたい企業の教育・人事決裁者
 コロナ禍で社内の組織体制を改め、チームビルディングがしたい教育・人事決裁者
 現代の教育機関では学べない「自ら気づき、答えに辿り着く」力を学生に身につけさ

せたい大学教職員

 コロナ禍での新たな地方創生のカタチを模索している地方自治体担当者
 コロナ禍でも平日・休日稼働率を上げたい施設責任者
 ESG投資やCSRを名目とした再生可能エネルギー事業を展開したい企業のサステナビ

リティ・ESG経営等の統括部署の担当者

ソフト部門のターゲット

ハード部門のターゲット
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市場分析(ソフト部門)

ソフト部門における参入市場は、コロナ禍で衰退傾向に
ある教育研修市場と大学の起業家人材育成市場の2点で
す。矢野経済研究所によるとコロナの影響もあり教育研
修市場は衰退傾向にあります。業界としては研修のオン
ライン化への移行が目立っていますが、急速なオンライ
ン化の流れに企業が対応しきれず、ニーズはあるものの
オンラインでの標準化された研修は業界全体として発展
途上といえます。今後もオンラインでの研修が普及する
ことが考えられるため、市場規模の変動はしばらく続く
見通しです。もう1つの参入市場である大学の起業家人
材育成市場では、文部科学省が行う次世代アントレプレ
ナー育成事業の実施機関を対象としています。例年は1
年間の活動予算が文部科学省から各大学へ支給され、各
大学の起業家人材育成担当者が学生の教育を行うという
ものです。BUILDのサービスに「Entre Camp」があり
ますが、こちらは本プロジェクトのパートナーである田
中氏と立命館大学の川面先生監修のもと作成された野外
研修と起業家育成を組み合わせたプログラムとなってお
り、こちらを各大学に展開予定です。
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市場参入後の勝機(ソフト部門)

オリジナルサービスである「野外研修」や「Entre Camp」は、感染リスクを抑えた屋外でのアクティビティ研修としてコ
ロナ禍での需要が高まっています。室内での座学研修では懸念される感染リスクに加えて、野外研修を実施してチームメン
バーの関係性や信頼関係を構築してからリモートワークを導入するなど、現在の移り変わりが激しいご時世にも対応できる
組織体制の支援も並行して行っております。教育研修市場自体は現状衰退傾向ですが、本研修は市場規模の衰退に逆らう形
で業績を伸ばしているため「オンライン化が急速に進むからこそ見えてくるオフラインの重要性」を圧倒的な実績を持ち合
わせて訴求する潜在能力があります。今後文化人タレントである田中孝治レベルのトップ講師を5年以内に全国に50名育成
して拡大する計画もあり、直近数年間で教育研修市場を全国的に占める研修を目指しています。
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野外研修誕生の裏話

野外研修の開発の原点は「エンターティナー」

野外研修を開発した田中は「水戸黄門」「暴れん坊将軍」「遠山の金さん」等有名な作品に数多く出演しており
⾧年芸能界だけで生計をたてていました。

しかし、自分より才能のある多くの方々が芸事とは関係のないお仕事で生計を立てている、日本の芸能界に疑問を
抱き、数多くのエンターティナーの方が活躍できる新しい場所を創りたいという想いを持ち
観光 × ビジネス × 芸能界を掛け合わせ、この野外研修が生まれました。

ネガティブに言えば「コロナ禍で出演場所を失った芸能人の新しい仕事として」など表現できるのでしょうが

そうではなく、今の時代だからこそ「エンターティメント」のチカラで、日本中を笑顔に変えることができるのです。

そして、全国の観光地やリゾートホテルが困られている稼働率が少ない、平日を中心に野外研修講師として

活躍してもらい、猫の手も借りたい、オンシーズンはリゾートホテル型エンターティメントスタッフとして活躍し、

オフシーズンにはステージ（都会）に戻り、受講者は観客となり講師に会いに訪れます。

そして、また講師は観光地へ戻り、受講生（ファン）はまた観光地に会いに行くという循環が生まれます。

観光とビジネスのチカラを借り、日本のエンターティメント・芸能界に必ず大きなイノベーションを起こします。

そのためには先ず、様々な分野の方と野外研修という新しい仕事を広げる活動に邁進してまいります。
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競合優位性

①「7つの習慣＠Outdoor」世界初認定講師 ②リピート率95％+感染症対策 ③圧倒的な実績



宿泊所（リゾート）
販売店舗（飲食店・物販店）

道の駅（売店等）
農業ｻﾎﾟｰﾄ（販売所）

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地

キャンプ場
廃校跡地
遊休地自然災害

発生地

建築制限地
(河川沿い）

スポーツ施設(ﾄｲﾚ
・ｼｬﾜｰ室等）

廃校（集会所） 日本各地で
生産する事

による
経済効果

トレーラーハウスを被災地で住宅支援に活用

「平成27年11月、トレーラーハウスを宿泊施設とするキャンプ施設「レスキューRV(Recreational Vehicle)パーク」を河
口湖に整備し災害時には、トレーラーハウスをレッカー車で牽引し被災地の仮設住宅・店舗等として提供し、支援活動を行う
。平時は、トレーラーハウスを敷地内に設置し、防災訓練、社員研修、学校教育旅行の宿泊施設として活用できるものとなっ
ている。」

※内閣府官房の国土強靭化
民間取り組み事例集の
紹介文章より
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競合優位性（参考:熊本県での被災地支援活動の事例）
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競合優位性（参考:熊本県での被災地支援活動の事例）
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競合優位性(参考:災害時に自らの命を守る防災プログラムの開発)

私達は2011年東日本大震災をはじめ、被災地支援積極的に活動しており、東日本大震災では延べ6000泊の被災者支援を
行いました。
全ページでもご提案したように、トレーラーハウスの備蓄だけではなく
巨大地震、土砂災害、地球温暖化による異常気象、新型ウイルスの蔓延。これらは決して遠い場所の事ではありません。
いざというとき、備えをしていないのならばいつでも健康ではいられないのです。

「楽ちん」により 問題能力の低下、コミュニケーション能力の低下は
このような災害時の「自助」「共助」の生き抜くチカラの低下にも影響を及ぼしております。

そこで!
私たちは⾧年培った

・防災知識
・チームビルディングノウハウ
・エンターティメント
を活かし
㈱危機管理教育研究所
国崎信江氏の監修の元
防災エンターティメントの
開発をご提案いたします!



最後に
私達が実践してきたからこそできる地方創生



まち・ひと・しごと創生「⾧期ビジョン」「総合戦略」「基本方針」
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人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、

各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指します。

人口減少を克服し、将来にわたって成⾧力を確保し、「活力ある日本社会」を維持するため、

「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」

「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」

「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」

という４つの基本目標と

「多様な人材の活躍を推進する」

「新しい時代の流れを力にする」

という２つの横断的な目標に向けた政策を進めています。

内閣官房・内閣府 「地方創生」の総合サイトによると

ということが記されております。



まち・ひと・しごと創生「⾧期ビジョン」「総合戦略」「基本方針」
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私達が実践してきたからこそできる地方創生

55

地域の特性に応じた富士山の麓の大自然を活かし、低賃金といわれている、
自然体験教育活動に世界的ベストセラーとコラボレーションした、高単価の
社員研修プログラムを開発し、専門人材を生み出したことにより、安心して
働ける環境を実現いたしました。今では地域の自然体験施設とも協力するこ
とで、地域の競争力強化にもつながっております。さらに、施設の空いてい
る厨房設備を地域のお弁当業者に貸し出すことにより、施設での昼食利用、
事業拡大にもつながり地方における若者を含めた就業者増加数にも貢献して
おります

私達は“社員全員が県外者から移住し” 山梨県富士河口湖町に定着し、16年間自然体験施設を運営し地域創生を実践してきました。

稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする



私達が実践してきたからこそできる地方創生
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社員の約8割は、この施設で、出会い結婚したスタッフや県外から家族ごと移住し河口湖で出産
子育てを行うスタッフ。遠距離恋愛で彼氏だけ移住し、落ち着いたら、彼女も河口湖に移住して、
二人暮らしをして彼女もこちらの施設で働く 等 他より結婚・出産の割合が多い

それは地方とのつながりを築き、地方への新しい人の流れをつくり、稼ぐ地域をつくるとともに、
安心して働けるようにするからこそ結婚・出産・子育ての希望をかなえることができます。

地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

元々16年前から私たち自身 地方への移住・定着をしており、現在
では大阪芸術大学と連携し若者の修学・就業による地方の定着を進
めており、2016年からは全国21か所の自然体験施設と地方とのつな
がりを構築し人の行き来も行っており今後も全国100か所を目指し
て、河口湖だけではなく、地方とのつながりを築き、地方へ新しい
ひとの流れをつくります。

結婚・出産・子育ての希望をかなえる



私達が実践してきたからこそできる地方創生
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私達は地域と連携して、お祭りの開発、山梨県から日本初となる世界中からダンスのトップ講師を呼び、本格的なダンスを野外で開催する

イベント＆キャンプ 等の開催も積極的行っており

人が集う地域つくりをおこなっております。

また、それだけではなく、宿泊施設にはトレーラーハウスを採用し平時には社員研修、学校教育旅行などの宿泊施設として活用し、災害時には、
トレーラーハウスを自治体に貸し出したり、レッカー車で牽引し被災地の仮設住宅、避難所として提供し、支援活動も行い、安心して暮らすことがで
きる魅力的な地域つくりにも貢献しております。

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる



私達が実践してきたからこそできる地方創生
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私達は今まで、まさしく地方創生事業の最先端を16年間走ってまいりました。これが持続可能である証拠です。

それが結果、働けない人でも働くことができ貧困がなくなり、質の高い教育が生み出され、無農薬野菜の精算、バイオトイレの導入、多様な雇用の創出等、
世界を変えるための１７目標「SDGs」の推進にも貢献しております。

そして今、コロナウィルスが世界中に蔓延したことによって我々の生活様式だけでなく、ビジネスにおけるコミュニケーション方法や市場環境も変化して
います。

私達は今までの活動を活かし、これからも、地方創生SDGsの実現に向かい持続可能な町を日本国内に100か所創り、そして笑顔あふれる世の中にします。

これが私達が16年間実践してきた地方創生です。そしてこれからも走り続けます

多様な人材の活躍を推進する

園内に障がい者の就労支援施設があり、キャンプ場の清掃、畑作業、等
利用者の方の活躍による地方創生の推進を行っております

またスタッフも東日本大震災の時の避難者から、大学中退、元俳優や前職に人間関係
が上手く行かなった者と多様な人材がおり、その多くは今まで人付き合い等が上手く
いかず、自分の人生をリセットするために移住する方も多く、今までの自分以上に活
躍する方が多く、中には世界初の社員研修講師にもなったスタッフもおります。

新しい時代の流れを力にする


