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１.新型コロナリスクに対応
・三密を避け、豊かな自然との共生・調和

・みどり（自然）への関心の高まり

・新しい働き方、生活スタイル、新常識に

・休日の分散化・平準化

・美しい景観、非日常空間の中で、リラックス、

リフレッシュ

・クリエイティブ、イノベーティブな発想

・職住近接、大都市型ワーケーション

・新たな観光スタイルやニーズを喚起・発掘

・身近な場所の魅力の再発見

・ブレジャー（ビジネス＋レジャー）

なぜ、
今、

ワーケーション
なのか？



ライフスタイルイノベーションが促す地域 循環共生圏（ワーキング・余暇・レジャー編）
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都市と地域の交流人口
を増加させる！

政府の「グリーン成長戦略」 における取組み

自然を活用した
「ワーケーション」



次世代の地球環境の為に政府・自治体・民間企業・大学・研究機関の連携、国民一体
となったオールジャパンの取組を実施することで、グリーン産業拡大とCO2吸収を推進し、SDGs
の推進と観光立国、地方創生に貢献する。
■10/25 設立総会・シンポジウム実施 ＜八芳園＞

（7省庁、11自治体、6大学・研究機関など約100名参加）

◆目指すもの
① 日本国民の自然（みどり・花）への意識醸成
② 自然（みどり・花）の事業創出
③ 世界に向けた自然（みどり・花）の情報発信

◆なぜ今なのか
政府は、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロの脱炭素社会の実現を打ち出した。
①「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン戦略」（経済産業省）
②「国・地方脱炭素実現会議」の開催（環境省）

◆なぜ、「日本みどりのプロジェクト」なのか
①2025年大阪・関西万博を活用し、オールジャパンでSDGs推進・脱炭素社会の実現
②行政の縦割り打破で迅速に事業をマッチングしていく仕組みづくり
③グリーン産業への貢献事業

◆何を取り組むのか
①2025大阪・関西万博「日本の自然のショーケース」プロジェクト ②Green Recoveryプロジェクト
③GO GREENプロジェクト ④ONE GREENプロジェクト ⑤National Parkプロジェクト

◆参加 自治体
長野県・高知県・鳥取県・三重県・熊本県・新潟県・大阪府 （※全国都道府県に打診中）
関西1府4県・鹿児島県・栃木県に説明開始、打診中

◆参加 民間企業（予定）
日本旅行・日本たばこ産業・日刊スポーツ新聞西日本・凸版印刷・リバー産業・八芳園・京阪園芸・
サントリー・モンベル他

「日本みどりのプロジェクト」概要 2020年10月25日設立
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「日本みどりのプロジェクト推進協議会」の設立総会・

シンポジウムを開催 （10/25 於：八芳園）
参加者：94名7省庁、11自治体、17企業、6大学・研究機関団体 他
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日本みどりのプロジェクト 設立記念写真

市川海老蔵、溝畑大阪観光局理事長、
竹節山ノ内町長、3者トークセッション

アンバサダーVTRメッセージ 渡辺謙氏

基調講演 環境大臣 小泉進次郎氏

日本みどりのプロジェクト推進協議会 設立総会

会長 長野県知事

副会長 高知県知事、三重県知事、鳥取県知事、

熊本県知事、新潟県知事、

（一社）長野県観光機構、（公財）大阪観光局



日本の自然（みどり）を核に都市と地方が連携し、国内外への発信をおこなうことで国民的活動とする。

①交流人口の拡大を図ることにより経済の好循環を創出し、地方創生を実現
②ＳＤＧｓに向けた取組を通じ、ゼロカーボン・脱炭素社会に貢献
③多様な主体との連携により生物多様性を保全

阿部守一 長野県知事
鈴木英敬 三重県知事
蒲島郁夫 熊本県知事
花角英世 新潟県知事
野原莞爾 長野県観光機構理事長

※その他の都道府県にも呼びかけ中

■学術連携

大阪大学名誉教授 小林 昭雄
東京都市大学特別教授 涌井史郎
東京農業大学教授 宮林茂幸
東海大学名誉教授 松本亮三
神戸大学教授 喜多隆
その他調整中 （順次追加）

■事務局 長野県観光部
一般社団法人 長野県観光機構
公益財団法人 大阪観光局
一般社団法人 ナショナルパークスジャパン
一般社団法人 テラプロジェクト

■参加企業（予定）
日本旅行・凸版印刷・リバー産業・

八芳園・ＪＴ・サントリーほか
（お声がけ企業含む・順次追加）

■国立公園整備・活用
（一社）ナショナルパークスジャパン

日本みどりのプロジェクト推進協議会

濵田省司 高知県知事
平井伸治 鳥取県知事
吉村洋文 大阪府知事
溝畑 宏 大阪観光局理事長

環境省・総務省・農水省・国土交通省・
林野庁・観光庁 他

政府・関連機関

指導・助言

■ 2025年大阪・関西万博も見据え、

自治体、大学、観光団体、民間企業、

事業所が官民一体となって、自然（みど

り）による観光振興、文化振興、地域経

済の活性化を図る、持続可能なプラット

フォームの構築を目指す。

ver.20191216
日本みどりのプロジェクト

■都市緑化
（一社）テラプロジェクト
みどりのイノベーション推進会議

■観光・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ・教育など
（公財）大阪観光局
(一社）長野県観光機構

■協力コンテンツ（妖怪妖精）
（有）日本妖怪研究所 亀井澄夫

賛助
協力
企業

国連・国際自然保護団体

アカデミア・日本自然保護協会
日本野鳥の会 智の木協会

公園維持管理団体
自然保護活動団体

姉妹提携交流（案）

※賛同行政・団体順次加盟予定

パートナー

組織理念

目

的

①学ぶ
国民的運動につながる、自然（みど

り）に触れ、学ぶ機会の創出

②増やす
教育機関や企業等との協働による

植樹及び都市緑化の推進とSDGs

に関わる新事業の創出

③活かす
国立・国定公園等の自然環境を保全

するとともに、上質化を図り持続可能

な利用を推進

また、上質な自然環境の効用を活用し

て行う様々な活動の推進

④伝える
2025年大阪・関西万博などを活用

した国内外への情報発信

基本活動方針

行政・
自治体

事業者・
企業

教育・研究
機関様

企業

理念策定会議

■有識者で構成
渡辺謙 市川海老蔵
隈研吾 星野佳路 など

助言
指導

アンバサダー

・市川海老蔵 ・隈研吾
・渡辺謙 ほか予定

2025年日本国際博覧会協会
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・ 2025年の大阪・関西万博で世界へのアピール
と国民への啓発

■連携・交流から生まれる、新たな観光スタイル・循環型ライフスタイルのスキーム構築
■賛同都道府県とのビジネス連携による雇用創出と経済波及
■イノベーティブな事業提案

健康（ウェルネス）
ヨガ、温泉、入浴剤、森林浴、滝め
ぐり、化粧品、香料、山菜採り、き
のこ採り

食品・飲料
水・日本酒、ワイン、ウィスキー、
ジビエ、魚、きのこ類、農産物

レジャー
キャンプ、スイミング、風景写真、
フィッシング、昆虫採取

スポーツ・アクティビティ
登山・ウォーキング、バイク、
ラフティング、スキー

旅行
国立・国定公園ツアー、
新ツーリズム(グリーン・エコ・
サスティナブル）

教育（学生・社会人）
環境保全、生物多様性保全、植林、
バードウォッチング、農業林業体験

CSR
商社、金融、製造業、サービス業、
マスコミ関係

文化・歴史・アニメ・伝説
神、妖怪、精霊、忍者、山伏、鬼

林業・農業・小売・ホビー
木材、花、葉っぱビジネス、
自然薯、きのこ、薬草、石、流木

まちづくり
建設・建設関係、家屋・エネルギー
関連、交通関係、通信関係

①SDGs貢献
フィールド拡大

②イノベーティブな
新事業創出

③地域貢献
経済波及効果

④環境改善・保全への
具体的貢献

日本みどりの
プロジェクト
参加都道府県

（市町村・DMO）

「みどり」 業種連携イメージ

・観光振興、文化振興、地域経済の活性化を図る、
持続可能なプラットホームの構築

・環境保全やSDGsの取組を早く・広く
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ワーケーション



【メリット】
①移動が便利（新幹線の駅、空港に近い）
移動時の感染リスクが低く、緊急時の対応にも、
自宅、会社等に戻り易く安心感がある。

②主要観光地・京都、奈良、神戸に近い
主要な観光地・京都、奈良、神戸に近く、手頃に
観光を楽しめる。

③エンターテインメント、スポーツ観戦が容易
イベント開催地に近いので、仕事終わりや休日には
ミュージアムでの観覧、観劇、スタジアム観戦などが
容易で、楽しみの選択肢が広がる。

【大阪府内ですすむ都市近郊型ワーケーション地域】
■北部：能勢町、交野市
■東部：河内長野市、千早赤阪村、柏原市
■南部：泉南市、阪南市、岬町

都市部近郊 ワーケーション （大阪府）
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北部

東部

南部

南部一例



新たな

都市型ワーケーション
①平日の都市型リゾートでワーケーション
コンラッド、Wホテル（2021年3月予定）・リッツカール

トンなど大阪中心部の高級ホテルや大阪市ベイエリア

の舞洲ロッジ等を利用し、滞在型都市リゾート気分を

満喫できる。

②コンパクトに食い倒れ・大阪を満喫

ホテル近隣のなんばや梅田などで、大阪を代表する

料理や食を味わい、食の都大阪を堪能できる。

③移動が便利（新幹線の駅、空港に近い）
移動時の感染リスクが低く、緊急時の対応にも、
自宅、会社等に戻り易く、安心感がある。

④主要観光地・京都、奈良、神戸に近い
主要な観光地・京都、奈良、神戸に近く、
手頃に観光を楽しめる。

③エンターテインメント、スポーツ観戦が容易
イベント開催地に近いので、仕事終わりや
休日にはミュージアムでの観覧、観劇、
スタジアム観戦などが容易で、楽しみの
選択肢が広がる。


