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信州リゾートテレワークの取組
野尻湖（信濃町）

長野県 産業労働部
創業・サービス産業振興室長

丸山 祐子
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長野県のご紹介

○「移住したい都道府県」ランキング 15年連続１位

○日経トレンディ 2021年ヒット予測ランキング
第9位 「ワーケーションの聖地 長野でテレワーク」

○年間延べ8,600万人が訪れる山岳観光県

○首都圏や中京圏からの交通アクセスの良さ

長野県 マスコットキャラクター
「アルクマ」

（ゆるキャラグランプリ2019 優勝！！）

○全国トップレベルの地域コンテンツ

（県人口の40倍）

（豊かな自然、スキー、温泉、森林セラピー、ワイン , etc.）

（移動手段も豊富：新幹線、特急、高速バス、自家用車）

近くはない けど 遠くもない

アクセス抜群 の 身近なリゾート地



信州リゾートテレワーク（ワーケーション）とは

新たなライフスタイル のご提案
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仕事 を 変えずに

働く場所 を 変える

県外からの新たな人・企業の流れの創出

リゾート地などの非日常空間に滞在して仕事をする



4

長野県が期待する効果

関係人口（企業）を創出

地域経済活性化

新たなビジネス創出

地域づくりの担い手確保

移住・企業誘致の推進

県内に滞在して仕事をする人・企業を増やすことで

※関係人口
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」で
もない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと

当初の目的は商店街の賑わい創出
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個人 にとって…

■クリエイティブな発想

■モチベーションの向上

■新たな出会いや成長

■豊かなライフスタイルの実現

企業 にとって…

■イノベーション創出

■人材確保・育成

■働き方改革の推進

■企業価値の向上

普段生まれない
コミュニケーション

地域との交流リフレッシュ

非日常空間に滞在して働く
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県内地域
（受入側）

取組スキーム

都市圏
（実施側）

ワークスペース 宿泊施設

アクティビティ
提供事業者 飲食店

, etc. 

企業 個人（社員）

連携体制づくり

選ばれるプラン構築

実施メリットの理解浸透

受入地域の情報提供

実施

受入

推進ポイント

コロナの影響

地方回帰の動きの高まり

全国的な誘致合戦

県外との移動制約・三密対応

テレワークできる環境の整備

コミュニケーションの希薄化

社員の働きすぎ・健康のケア

受入環境整備支援
情報発信・ＰＲ

費用助成長野県



受入環境整備(12のモデル地域の取組を支援)

信濃町

白馬村

千曲市

山ノ内町

飯綱町

軽井沢町

佐久市

諏訪市

茅野市

富士見町

木曽町

hakuba share

ノマドワークセンター

ワークラボ八ヶ岳

ワークテラス佐久

ハナレ軽井沢

hiroen

駒ケ根市

富士見 森のオフィス
こまがね市民活動
支援センターぱとな

ふらっと木曽

Tsunagu

いいづなコネクトEAST
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地域の気候・風土に応じた
多様なワーケーションスタイルを提供

棚田＆温泉
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都市圏に向けた統一的PR

ワーケーションEXPO＠信州 を軽井沢 で開催

＜特設サイト＞

あいさつ
長野県 阿部知事

メッセージ
環境省 小泉大臣

メッセージ
WAJ 仁坂会長

（和歌山県知事）

講演
総務省

箕浦審議官

講演
三菱総合研究所
松田主席研究員

ファシリテーター
山梨大学
田中教授

イベントレポート
公開中！

全国の企業・自治体等

500名 参加

◆オンラインフォーラム（11/5） ～ ワーケーションの今、そしてこれからを知る ～

ウィズコロナ時代におけるワーケーションを考える講演や事例発表、パネルディスカッションを実施

◆信州リゾートテレワーク体験会（11/6） ～ 地域を体験する ～

県内４地域でワーケーション関連施設の視察、テレワーク体験、アクティビティ等を紹介

◆バーチャルブース展示会 ～ 地域を知る・つながる ～

県内はもちろん、全国の受入地域がオンライン上でブース出展し、参加者と交流
出展団体：長野県、軽井沢町、和歌山県、三菱地所（株）など 34団体

WEBサイトやPR動画、SNS等で信州リゾートテレワークの魅力や取組を発信

昨年11/5、11/6に
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・1～2泊目：2,000円OFF/泊

・3～7泊目：3,000円OFF/泊

最大

7連泊

併用OK！

「信州リゾートテレワーク実践支援金受付窓口」にまずはご相談ください！
℡026-219-6265 📩 renpaku@jtb.com

信州リゾートテレワークを実践する企業等に対し、
宿泊費の一部を支援します！

「信州リゾートテレワーク実践支援金」の詳細はこちら ➡

支援
対象者

支援対
象経費

県外に拠点がある民間企業、個人事業主

支援
金額

信州リゾートテレワーク実践者の宿泊費

以下の要件を満たす必要があります。
・県内に3連泊以上すること
・宿泊代金が1人泊1万円以上であること

支援を受けるには

1泊1万円、7連泊の場合…

割引額 GoTo▲24,500円、支援金▲19,000円＝▲43,500円
更に！11,000円分のGoToトラベル地域共通クーポン券もGet！

７連泊で最大

62％OFF

リゾートテレワーク実施費用に対する支援
受付停止中



モデル地域の取組紹介 【 軽井沢町 】
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国内屈指のリゾート地で生産性を最大限に発揮するテレワーク

 避暑地・別荘地として発展してきた国内屈指の歴史あるリゾート地。東

京から新幹線で約1時間という好アクセスで２地域居住、移住先として

人気な一方、観光客は日帰りが多く、長期滞在の増加が地域の課題。

 協会加盟のテレワーク対応施設は2020年9月時点で20施設にのぼ

る。協会は、その斡旋・紹介を行うほか、定期的に体験会も開催。

日本テレワーク協会「第21回テレワーク推進賞」テレワーク促進部門

で優秀賞を受賞。

 課題解決に向け、 2018年7月に観光協会、商工会、旅館組合等

で構成する軽井沢リゾートテレワーク協会が設立。「人生100年時代、

豊かなライフスタイルを実現する軽井沢リゾートテレワーク」を基本理念

に、リゾートテレワーク誘致を主導。

テレワーク対応施設マップ（協会作成）

体験会の様子（2020年2月）

https://karuizawa-work.jp/（推進主体）軽井沢リゾートテレワーク協会



モデル地域の取組紹介 【 千曲市 】

11

WORK×湯×絶景 ～働き方を開放するテレワーク～

 今も昔も交通の要衝として多くの旅人が行き交う街。日本遺産の象徴で

ある姨捨の棚田や千曲川を望む絶景スポット、美肌の湯 戸倉上山田温

泉などの資源を保有。平日の観光資源の有効活用による活性化を狙う。

 千曲市でワーケーション推進を主導するのが地域ブランディングなどを手掛ける

㈱ふろしきや。ワーケーションが「街の新しい使い方」を示すという考えのもと「気

持ち良く働く＋α」を盛り込んだ体験会を定期的に開催。これまでの計4回で、

合計100名以上を受け入れ。観光局、旅館、行政職員の関係者の輪を広げ

ながら、参加者と地元の人の双方に刺激を与えるプログラムづくりを中心とする。

 同社は昨年12月に「ワーケーションの今と可能性 分析レポート」を公表。

・ワーケーションを取り入れる鍵は「ストレスの軽減」の実感

・今、ワーケーションに求める醍醐味は「出会い」そして「セレンディピティ（※）」

等を分析。 ※偶発的な素敵な出会い

絶景ワーク

お寺で瞑想体験

参加者によるアイデアソン

体験会では地元食材の
お弁当を提供

http://furoshiki-ya.co.jp/projects/work-at-chikuma/（推進主体）株式会社ふろしきや



モデル地域の取組紹介 【 飯綱町 】

12

廃校舎を活用した地域とつながるリゾートテレワーク

いいづなコネクトEAST
（2020年7月OPEN）

 町外への人口流出等の課題に対応し、町の活性化につなげるため、廃

校になった学校を活用して新たな関係人口・交流人口を生み出す「プロ

フェッショナル人材を活用したしごとの創業・交流拠点整備事業」を推進。

 2020年11月と12月には、1泊2日の体験会を開催。テレワークしても

らうだけではなく、地域の方と話したり同じ体験を共有することで、地域・

参加者同士のつながりづくりを促進。関東圏を中心に約40名が参加。

体験会の様子

 2020年7月に廃校舎をリノベし、ワークラボやシードル工場、サテライトオ

フィス等を有する複合施設「いいづなコネクトEAST」がオープン。施設の

管理を行うまちづくり会社「カンマッセいいづな」が主体となり、リゾートテレ

ワークを活用した地域と都市圏との交流を促進。

（推進主体）株式会社カンマッセいいづな https://canmasse.co.jp/



ワーケーション自治体協議会（WAJ）の創設
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長野県知事と和歌山県知事が、ワーケーション自治体協議会

（ワーケーション・アライアンス・ジャパン）の設立に向けた

宣言文に署名（賛同自治体4０団体）

ワーケーション・スタートアップ！（令和元年7月18日）

上記7月の宣言文を踏まえ、65団体（1道6県58市町村）を会員として、

ワーケーション自治体協議会を正式に設立

→令和3年1月12日時点で162団体(1道18県143市町村)が加入

ワーケーション・フェスタ in アキバ！（令和元年11月18日）

会長
和歌山県 仁坂知事

会長代行
長野県 阿部知事

幹事
鳥取県 平井知事

＜事業計画＞

• ＷＡＪ主催の情報交換会や会員自治体によるワーケーション体験会の開催
• 東京2020オリパラや2025年日本国際博覧会等のメガイベントに向けた、地
方でのワーケーションの共同ＰＲ等

• 全国のワーケーションに関する統一的な情報発信手段の検討
• その他、ワーケーションの普及促進に向けた取組の検討



ワーケーション自治体協議会（WAJ）の創設
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WAJの取組概要（R2年度）

• 政府要望活動（令和２年７月）

• Facebookを活用した情報発信（令和２年３月～）

各自治体が発信するワーケーションに関する情報を一元的に発信

⇒ ワーケーションを検討する企業や個人が情報収集しやすい環境整備

• 会員自治体向けのオンラインセミナー（令和２年８月～）

民間企業や大学等から講師を招いて、ワーケーションに関する知見を共有

⇒ これからワーケーションに取り組む自治体のサポート

• ワーケーション月間（令和２年11月）

各自治体においてワーケーション事業を集中的に実施

⇒ 社会全体へのワーケーションの認知度向上が浸透を促進

・経団連及び日本観光振興協会とのモニターツアー事業（令和２年10月～）

経団連企業がＷＡＪ会員の地域にて実際にワーケーションを体験

⇒ 受入れ側（自治体）と送出し側（企業）の双方からワーケーションの効果や課題を抽出



課題
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企業のワーケーション導入・実施の拡大

ワーケーションに対する注目が高まっているが、実際に導入・実施する企業はまだまだ少ない。

コロナによる影響も踏まえたワーケーションの導入・実施のメリットの理解浸透を更に促進し、

実際に行動に移す企業を増やす取組が必要。

ワーケーションに関心を持つ地域の全国的な増加

コロナの影響もあり、ワーケーションに取り組む地域が急増。

全国的な誘致合戦が展開により、選ばれる地域になることがより重要に。

＊WAJ会員自治体 R1.11（発足当時）65団体 → 現在160団体超



今後に向けて（予定）
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信州リゾートテレワーク推進ネットワーク（仮称）の設置

WAJの活動を通じた全国的なワーケーションの普及・拡大

WAJ参加自治体等で構成する「信州リゾートテレワーク推進ネットワーク（仮称）」を設置・運営。

勉強会の開催や各地域の取組事例の共有等を通じ、各地域のネットワーク形成や選ばれるプラ

ンの構築を支援。

ブランディング強化

イベントやWEBサイトだけでなく、交通広告やビジネス誌への広告掲載など、都市圏に向けて信州

リゾートテレワークの魅力や県内地域の取組などの発信を強化。また、モニターツアーを開催し、実

施事例（効果）もコンテンツとして活用。

参加自治体間の情報共有や経団連等と連携したモニターツアーの開催などを実施



ワーケーション導入セミナーを開催します
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https://www.knt-kt.co.jp/ec/2021/workation_s/

詳細・申込ページ

1/26（火）14:00-16:00

対象 宿泊事業者
旅行会社
自治体関係者
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お問い合わせ先

長野県 産業労働部 創業・サービス産業振興室
026-235-7198

service@pref.nagano.lg.jp

ご清聴ありがとうございました


