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ヘルスツーリズム産業
創出支援事業

～クアオルト®健康ウオーキングを柱とした
健康・環境・観光が連携した新たなヘルスツーリズムの取組～

産業経済部商業観光課

これまでのブランド化の推進の取組

〇ロケーションサービス

〇フランス航空教育団来日
１００周年記念イベント

○大相撲所沢場所

○狭山茶海外展開等支援事業

○武蔵野の落ち葉堆肥農法

世界農業遺産推進事業

○音楽のあるまちづくり

推進事業

〇オリンピック・パラリンピック

推進事業

（イタリア共和国事前キャンプ誘致）

○COOL JAPAN FOREST構想

推進事業
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埼玉県の医療費・介護給付費

21537

17500
18124

21948

20376

0

5000

10000

15000

20000

25000

全国 埼玉 千葉 東京 神奈川

332

291.5 293.5
304.3

297.1

100

150

200

250

300

350

全国 埼玉 千葉 東京 神奈川

人 口 7,362,912人 (平成30年12月1日現在)
高齢化率 25.5% (平成30年12月1日現在）
介護保険認定率 14.9％ (平成30年8月現在)

1人当たり医療費 （千円）
第1号被保険者
1人当たり介護給付費（円）

平成28年度実績（出典：埼玉県ＨＰ）
平成30年度実績（出典：地域包括ケア見える
化システム）

所沢市の医療費・介護給付費
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人 口 344,388人 (平成30年9月末現在）
高齢化率 26.4% (平成30年9月末現在）
介護保険認定率 15.7％ (平成30年9月現在)

1人当たり医療費 （千円）
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平成28年度実績（出典：埼玉県ＨＰ） 平成30年度実績（出典：地域包括ケア見
える化システム）

第1号被保険者
1人当たり介護給付費（円）
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クアオルトとは

Kur ＋ Ort
クア オルト

場所・地域治療・療
養、保養のための滞在

ドイツのクアオルトは、高品質な長期
滞在型の療養地で、治癒・緩和・予防
に効果のある4つの自然の治療要素
「土壌・海・気候・水療法のクナイプ
式」を活用し医療保険が適用される、
国が認定した特別な地域です。

日本クアオルト研究機構HPより

1 クアオルト健康ウオーキング

「クアオルト」・「気候性地形療法」・「クアの道」は(株)日本クアオルト研究所の登録商標です。

気候性地形療法®

ドイツのでは、心筋梗塞や狭心症のリハビリテー
ション、高血圧、骨粗しょう症等の治療に利用さ
れる、自然を活用する運動療法。

太陽光

清浄な
空気

可視
光線

冷気と
風

• ビタミンD3の合成
• 骨の強化
• 免疫力の活性化

• 呼吸器系
• アレルギーの改善

• 体内の24時間リズム
の調整

• 深い睡眠

• 持久力強化
• 免疫システムの改善
• 血液循環機能アップ
• 体温調節機能アップ

気候性地形療法における気候の４要素と効果

1 クアオルト健康ウオーキング

©日本クアオルト研究所
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クアオルト健康ウオーキングのポイント

キーワードは

「冷たくさらさら」

「頑張らない」

1 クアオルト健康ウオーキング

 個人の状態に応じた無理のない歩行が基本

 自分の体力にあわせて歩く速さを調節

頑張らない

の目安は１６０－年齢

1 クアオルト健康ウオーキング

心拍数

ウオーキングの途中、上り道の後で心拍数を計測しま

す。 運動に慣れていない人 １６０－年齢

運動を常にしている人 １８０－年齢

※血圧降下剤を服用している方は目安の8～９割
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ウオーキング当日の流れ

血圧・心拍数等を測定し、
健康チェックシートへ記入

ウオーキングの前に
準備運動

専門のガイドと一緒にウオー
キング

心拍数を各ポイントで
計測

「ヤッホ！」と大きな声で
発声し、ストレス発散！

最後に血圧・心拍数を測定
し、運動効果を見える化

１ クアオルト健康ウオーキング

クアオルト健康ウオーキングを通して目指すもの

1 クアオルト健康ウオーキング

運動・栄養・休養のバランスが取れた生活が目標

運動

栄養 休養
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みどり豊かな狭山丘陵

国土地理院HPより

約30㎞

埼玉県と東京都にまたがる東西11km・南北4kmの「狭山丘陵」は、首
都圏に浮かぶ「緑の島」と言われています。
所沢市のクアオルト健康ウオーキングは、都心から1時間圏内にもかか
わらず、緑豊かな狭山丘陵を舞台に行われます。

２ 所沢市の取組

所沢市のクアオルト健康ウオーキングコース
(クアの道)

平成31年3月17日 ツアー開始

ほぼ

毎週開催

※7・8月を除く

２ 所沢市の取組
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荒幡富士特別緑地保全地区コース

全長：1.5㎞ 累積高度差：77ｍ

©日本クアオルト研究所

２ 所沢市の取り組み

アクセス

西武狭山線「下山口駅」下車 徒歩１５分

見どころ

• 狭山丘陵：埼玉県と東京都にまた
がり、首都圏に浮かぶ「緑の島」
と言われている。

• 荒幡富士：１５年もの年月をかけ
て築き上げられた人工富士山。山
頂からは富士山やスカイツリーな
どが臨める。

• 閑静な住宅街に佇む森：閑静な住
宅街に現れる緑は、人々から町の
喧騒を忘れさせる。

２ 所沢市の取り組み
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狭山丘陵いきものふれあいの里

• 身近な自然とのふれあいを通し
て、自然の大切さや自然と人と
の関わりなどを考えるために造
られた。

• テーマを持つ５か所のスポット
が点在し、東西約１３㎞の連絡
歩道で結ばれている。

• 自然観察会、ガイドウォーク、
里山体験講座、植物画講座等、
年間を通して様々なイベントが
開催されている。

２ 所沢市の取り組み

体験者の声
• 短い距離でも効果的であった。
起伏に富んだコースの設定がよ
かった。

• 自分の体力が自覚できた。ガイ
ドが見守ってくれるので、安心
して参加できた。

• 五感を使って楽しめてとてもよ
かった。

• 自分のペースで体を使うことが
できて自然も満喫できた。

• ガイドさんがそれぞれの特徴
や、時折冗談や豆知識等を踏ま
えてお話頂けて退屈しなかっ
た。

• 是非もう一つのコースも参加し
てみたい。

２ 所沢市の取り組み
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上山口堀口天満天神社周辺里山保全地域コース

全長：1.39㎞ 累積高度差：71ｍ

©日本クアオルト研究所

２ 所沢市の取り組み

アクセス

西武狭山線「西武球場前駅」下車 徒歩２５分

見どころ

• 動植物：四季折々の移り変わり
を楽しめる。

• 茶畑：所沢の名産である狭山茶
の茶畑が各所で見られる。

• 雑木林：都心から約３０㎞に位
置していることを忘れさせるよ
うな木漏れ日や、鳥のさえずり
が聞こえる。

２ 所沢市の取り組み
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さいたま緑のトラスト運動

• 運動の原資は県民等からの寄付

• 上山口コースの大部分は緑のトラ
スト保全第２号地「狭山丘陵・雑
魚入（ざこいり）樹林地」。

• ボランティアの皆様が中心となっ
て保全管理活動を行っている。

２ 所沢市の取り組み

埼玉県・所沢市ヘルスツーリズム協議会

２ 推進体制

産・官・学が連携し、クアオルト健康ウオーキングを柱とした、新
たなヘルスツーリズムを創造します。
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今後の取組 【健康】
２ 所沢市の取り組み

健幸長寿のマチ 所沢

•健康寿命 県内１位のために

•生活習慣病予防

•健康経営

今後の取組 【観光】
２ 所沢市の取り組み

狭山丘陵の魅力の発掘・向上

•狭山丘陵の魅力を活かす

•所沢三昧の一日

•クアオルトメニューの開発。
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今後の取組 【環境保全】
２ 所沢市の取り組み

マチごとエコタウン所沢の推進のため

•狭山丘陵の緑を知り所沢がさ
らに好きになる

•みどりを守る取り組みへ

ウオーキングへの参加をお待ちしています

埼玉県・所沢市ヘルスツーリズム協議会（電話 04-2998-9155）


