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目標 / Goal

地域資源に価値を見出し、

経済循環を生み出し、

持続可能な地域社会のシステムを作ること

Finding values in local resources, 
create economic cycles, and

create a sustainable community system



エコツーリズムプラン / Eco-Tourism Plan

トレラン まち歩き

価値・課題発見

地域の人との交流

多様な立場で

アイデアや施策を
山の保全

GSG

Trail Running Local Walk

Mountain Preservation
Finding new perspectives and issues

with local people 
Take ideas from various situation

Glocal Simulation Gaming



なぜ湖沼のエコツーリズムでトレイルラン？
/ The reason why we chose trail running

感動体験が保全意識を誘発
Emotional experience triggers awareness of 

conservation of Lake Biwa

トレイルランを通じて森林の現状を知る
雄大な琵琶湖に感動

● Learn about the condition of forests 
through Trail Running

● Impressed by the beautiful Lake Biwa 

トレイルラン中に見える雄大な琵琶湖

Lake Biwa while Trail Running

Conserve forests serving 
as rich water resources

Create a healthy relationship between 
forest, river, community, lake and sea



トレイルランの魅力 / Values for Trail Running

新しいスポーツで人気 / New Sports, new option

滋賀の稀有な自然環境 / Rare environment from Shiga

国内外でツーリズムとして高い経済効果を出した事例がある
/ Some examples which achieved the high economical 
effects within the country and the world as tourism



トレイルランの課題 / Issues of Trail Running

環境問題への
理解の低さ

地域住民からの
反対

これらの課題を解決できる「高付加価値・高品質なエコツーリズム」

High value-added and high quality eco-tourism that can solve these issues

Low Awareness with 
Environmental Issue

Difficulties to see 
the effect on community



私たちが考える高付加価値・高品質エコツーリズム
Our concept of high value-added, high-quality eco-tourism

テーマ/ Theme
「大企業・スタートアップ企業の持続可能な社会を学ぶ研修」
「Training for large and start-up companies to learn about 
sustainability」

エコへの関心 高価格に対応 発信・影響力
よりよい地域を
共に考える

トレランへの
協賛

Interests in Eco Fit to high prices
Dissemination 
and Influence

Discuss for the 
community

Cooperation



企業が研修に参加するメリット
Advantages of attending this training

SDGsや環境保全について学ぶ必要性が高い
High priority of learning SDGs and environment

地域課題が山積している地域にはビジネスチャンスがある
Lot of business chances in the area which has a lot of local issues

自然の循環の中で学べる（山〜湖）
Able to get the chances to learn in nature such as mountains and lakes



研修全体をエコフレンドリーに
Making the entire training program eco-friendly

徹底的なゴミの排出抑制
Exhaustive waste control

資源循環モデル
Resource recycling model

ペーパーレス
Paper less

コンポスト利用
Composting

民泊/民宿
private residence/hostel

新しいエコな取り組みなどを研修の参加者・地域の人も一緒に体験
→「エコ・サステナブル」を身近に

Feel “Eco-sustainable” closer by experiencing the new ecosystems with guests and 
staffs

脱プラ（PET削減）
Plastic Free



¥5,000
仮想通貨(ビワコ)

￥10,000
参加費用

クラウドファンディング型地域内経済活性化システム
Crowdfunding-type intra-regional economic revitalization system

協賛(金・物資・人)

研修提供

参加者（従業員） 企業

地域

環境保全活動支援

主催者

地域活性

Participants(Staff)

Participation cost

Virtual Currencies

Host

Supports

Providing training 
opportunities 

Company

community 
revitalization

Helping of Environmental Preservation

Local



地域通貨「ビワコ」/ Community Money of Shiga “Biwako”

https://news.yahoo.co.jp/articles/dfc413eb37b25f1592ec080da27279b4ca8325fa

https://www.furusato-web.jp/topics/420375/

https://news.yahoo.co.jp/articles/dfc413eb37b25f1592ec080da27279b4ca8325fa
https://www.furusato-web.jp/topics/420375/


研修プラン / Training Plan

トレラン まち歩き

価値・課題発見

地域の人との交流

多様な立場で

アイデアや施策を
山の保全

GSG

Trail Running Local Walk

Mountain Preservation
Finding new perspectives and issues

with local people 
Take ideas from various situation

Global Simulation Gaming



1トレイルラン / Trail Running

目的：山の保全/機能/実態を学ぶ
Purpose：Learn about the protection, function and condition 

of the mountains

ガイド・スタッフ
● 地元住民
● 地元の学生

Local people and students to 
be the guide and staff

ライフベース
地元の集会所・寺・民宿・民泊
Life base：Local assembly hall, 
temple, guest house. 



2湖沼環境・歴史/文化を学ぶまち歩き
Local walking for learning Lake Environment/History/Culture 

環境/Environment 歴史/Hisotory 文化/Culture



3 GSG（Glocal Simulation Gaming）

トライセクター（民間企業・行政・非営利団体）に扮して、

それぞれの立場で、地域の環境課題解決、持続可能な地域実現のために、模擬的に交渉を行う

Be the tri-sector and have negotiations for achieving the local environment and sustainable 
community

民間企業・行政・非営利団体に
扮して話し合う

良いアイデアは地域へ
フィードバック

Discuss as the sector ( Local 
companies, government,non-profit 
organization )

Powerful ideas will bring 
to the local sector

アイディアや施策が生まれる

Ideas and measures are generated



企業の研修が
今後のより良いトレランの大会に、地域の課題解決に！
Company’s sustainable training will be the key to solve the community’s issues

企業

研修

今後の

トレラン

大会

地域の

課題解決

企業が協賛につく
より良いエコツーリズムの大会に

Tourism competition which has 
a lot of sponcers

Company’s training Trail Running 
Competition

Combat the issues in local area

GSGで出たアイデアを地域へ
企業の技術(ITなど)や研究から
▶︎地域の課題解決や持続可能な地域実現

Connent the ideas from GSG to the local  
and make it clear through inventions

クラウドファンディング型
システム
→地域内経済活性化

Crowdfunding-type 
intra-regional economic 
revitalization system



まとめ/Conclusion

・地域資源に価値を見出し、経済循環を生み出し、持続可能な地域社会のシステムを作る
Finding values in local resources, create economic cycles,and create a sustainable community system

・滋賀県のエコツーリズム（トレイルラン）のレベル向上

Developing the level of ecotourism (trail running) in Shiga Prefecture

・滋賀県の人の暖かさを体験する

Experiencing the warmth of the people of Shiga Prefecture



ご清聴ありがとうございました。
Thank you for listening!
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