
事業の背景と目的

　2014年9月、政府は「地方創生」をスローガンに掲げ、
首都圏への一極集中の是正と地方の人口減少を食い止
めるための施策に乗り出した。
　その中で注目されたのがテレワークの活用である。
ICT（情報通信技術）を活用し地方でも都市部と同じよ
うに働ける環境を整えることで、地方への人や仕事の流
れを促進するのが狙いだ。
　また、労働力不足の解消や多様な働き方を選択でき
る社会の実現を目指し、政府は2016年より「働き方改
革」に取り組んできたが、テレワークの活用はその施策
の1つとしても期待された。
　こうした流れをいち早くつかみ、2017年よりテレワー
カー移住促進や首都圏企業のサテライトオフィス誘致の
取り組みをスタートしたのが静岡市である。
　同市は首都圏からの移住促進のため、2015年度より
東京・有楽町に静岡市移住支援センターを開設している
が、「静岡市の暮らしは魅力的だが、職場は変えたくな
い」という声が多く聞かれるなど、「仕事」が移住の最大

のネックとなっていた。この課題を一気に解決するのが
テレワークの活用であり、働き方改革によって企業にお
けるテレワークの導入は確実に増えていくと考えられた。
　そこで、静岡市は「仕事はそのまま、住まいは静岡」を
キーワードに、テレワーカー移住促進やサテライトオフィ
ス誘致に着手したのである。
　その背景には、テレワークという観点から見た同市の
ポテンシャルの高さがある。「本市の地域資源・優位性と
して挙げられるのは、①静岡駅から新幹線で東京駅ま
で1時間でアクセスできる、②豊かな自然環境とコンパク
トに集積した都会性が共生している、③静岡駅周辺に
民間事業者が運営するコワーキングスペース・シェアオ
フィスが集積している、④静岡駅の2駅先には海に面し
た用宗エリアがあり、ワーケーションを実践できる環境
があるという点です。ワーケーションとは、Work（仕事）
とVacation（休暇）を組み合わせた造語で、旅先や地方
など普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇取得
等を行う仕組みで、新たなワークスタイルとして注目され
ています」と野田さんは語る。
　テレワーカーであっても会議や商談などへの出席が

必要な場合もあり、東京駅まで新幹線で1時間という距
離感は圧倒的に優位だ。
　また、ほどよい都会でありながら、30分もあれば海や
山などの豊かな自然に触れることができるのも大きな魅
力といえよう。

　2017年8月、静岡市は東京・千代田区に本拠を置くIT
企業・ネットワンシステムズ株式会社と地方創生の推進
に向けた包括連携協定を締結。市と同社は同年9月7日
～27日までの3週間にわたってテレワーク実証実験に取
り組んだ。
　実証実験は同社の社員45名が静岡市に住み、市会議
室や民間コワーキングスペースなどでテレワークを行う
というもので、その結果を受けて10月19日には同社の担

当者が市庁舎内で結果報告を行った。報告では「テレ
ワークでの通常業務は実現可能」とし、合わせて静岡市
は交通や生活環境などの面で他の地方都市に比べて優
位性があるとした上で、仕事の確保や認知度向上により
テレワーカー移住者を増やすことは可能であると結論づ
けた。
　実証実験で手ごたえをつかんだ静岡市はその後、サ
テライトオフィス事業の先進地である和歌山県白浜町や
長野県塩尻市などへの視察を行い、翌2018年より事業
を本格始動させた。
　同市は、政府が推進するテレワーク国民運動プロジェ
クト「テレワークデイズ」（7月23日～27日）に実施団体と
して参加し、参加者の新幹線代や宿泊費、スペースの利
用料をほぼすべて市が負担する「お試しテレワーク体験
事業」を実施。首都圏企業を対象に参加に向けた積極
的な働きかけを行った。その結果、2018年度のお試しテ
レワーク体験事業には9社35名が参加し、参加者からも
好評を得た。
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事業の内容2

　また、同年10月、同市は自治体で初めて東京の
「WeWork（ウィーワーク）」に入居し、WeWorkを活用し
たシティプロモーション活動を開始した。「WeWork内イ
ベント『シズオカナイト』などを開催し、お試しテレワーク
体験事業を紹介するとともに、テレワーカー移住促進を
図るきっかけづくりに役立てています」と野田さん。
　こうした取り組みの結果、翌2019年度のお試しテレ
ワーク体験事業には5社21名が参加し、2年で14社56名
が「仕事はそのまま、住まいは静岡」を体験した。さら
に、静岡市ではこのテレワーカー移住促進と合わせ、
2019年度からテレワークを活用した市職員の働き方改
革、市内企業の働き方改革の取り組みもスタートさせた。

　2018年度から開始した「お試しテレワーク体験事業」
を通し、2社の首都圏企業が同市への進出を決めた。そ
のうちの1社が日本最大の電子番組表サービス「Gガイ
ド」を作成・提供する株式会社IPGである。同社はテレ
ワークにおける事業可能性を検討するため、2018年9月
に用宗エリアにある古民家を改装した宿泊施設におい
てテレワークの検証を実施した。その結果、東京本社か
らのアクセスが便利なこと、心豊かに働ける環境がこれ
からの働き方に合っているなどの理由から静岡市での
サテライトオフィス開設を決定。翌2019年4月にはタコの
加工を行っていた倉庫をリノベーションしたIPG用宗オ
フィスが完成し、静岡での業務を開始した。

　もう1社は、Wi-Fiルーターや携帯電話のレンタル・販
売などを手がける株式会社テレコムスクエアだ。同社は
サービスの品質向上や安定的な雇用確保などの観点か
ら地方への拠点展開を検討しており、静岡市は企画局と

経済局が連携しながら誘致活動を実施してきた。その
結果、2019年2月に静岡駅周辺のシェアオフィスでテレ
ワークの実証実験を行い、同年6月には静岡市に拠点を
開設し、本社で実施している業務の一部を移転する形
で進出を果たした。
　その後、市が同社に行ったヒアリングでは、「遠隔でや
り取りをすると円滑なコミュニケーションが難しいので
はないかと思ったが、まったく問題なかった」「BCPの観
点からも効果があった」といった静岡市へのサテライト
オフィス進出を高く評価する声が聞かれた。

　また、2020年7月にはソフトウェア開発会社の株式会
社エイ・アイ・エスが、サテライトオフィスとして静岡駅周
辺のコワーキングスペースへの入居を決めた。
　3社のサテライトオフィス誘致を成功させた大きな要
因として、野田さんは「ワンストップの対応」をあげる。
「誘致には、私たち企画局だけでなく、経済局や静岡県、
そして民間のテレワーク関連事業者も関わりますが、一
致団結してワンストップで対応することを心がけていま
す。嬉しいことに、本市に進出した企業からも『官民一体

になってアテンドしてくれたことに心を動かされた』とい
う感想をいただいています」
　さらに、2019年からは静岡市移住支援センターに「テ
レワーク」をキーワードにした移住相談が会社員やフ
リーランスから寄せられるようになったという。こうした
さまざまな取り組みにより、2020年1月、静岡市は日本テ
レワーク協会主催の「第20回テレワーク推進賞」を受賞
した。「テレワーカー移住促進事業をスタートした2017年
当初はテレワークが社会に普及しておらず、事業を不安
視する声もありました。しかし、その後の働き方改革の
進展、そして今回のコロナウイルス感染拡大によりテレ
ワークが一気に定着し、現在は確信を持って事業を進
めています」と野田さんは手ごたえを語る。

　「大きな課題やデメリットはありませんが、さらに事業
を発展させていくためには交流の場やビジネスマッチン
グといった視点を強化する必要があると考えています」と
野田さん。お試しテレワーク体験事業に参加する会社員
やフリーランスは、ただ単に静岡市でテレワークをするだ
けでなく、キャリアアップや新たな関係性づくりの機会に
したいという人が多い。しかし、民間事業者が運営するコ
ワーキングスペース・シェアオフィスはそれぞれコンセプト
があり、すべてが交流やビジネスマッチングを重視してい
るわけではない。
　「そこで、テレワーカー移住者の受け入れ基盤を強化す
るため、テレワーク関連事業者のネットワーク化を進めて
いきたいと考えています。例えば、お試しテレワーク体験
でさまざまなコワーキングスペースやシェアオフィスを利用
できるフリーパスのようなものをつくるとか、市とテレワー

ク関連事業者が連携しながら交流イベントやビジネス
マッチングの場を設けるなどを考えており、そのために
2020年度からは地域おこし協力隊も活用しながら事業
を進めていきます」と野田さんは語る。
　地域おこし協力隊は、①隊員自らがテレワークと2地域
活動（静岡市に拠点を移してテレワーカー移住促進事業
に携わるとともに、静岡市移住支援センターやWeWorkな
どの拠点を生かしながら首都圏での移住促進活動も行
う）を実践、②首都圏の企業・フリーランスへの多彩なア
プローチ（テレワーク・ワーケーションの誘致）、③市内の

コワーキングスペース・シェアオフィスを活動拠点として、
各事業者とのネットワーク化を促進、④地域外人材と地域
との交流促進・マッチングなどを担う計画だ。

　「テレワーカー移住促進はもちろん、今後はさらにワー
ケーションを活用した関係人口の創出・拡大も図ってい

きたい」と野田さんは意気込みを語る。
　地方は人口減少や高齢化により、地域づくりの担い手
不足をはじめとした多種多様な地域課題に直面してい
る。そうした課題解決や地域づくりの担い手として期待
されているのが、地域外に住みながら地域や地域の人び
とと多様に関わる「関係人口」である。
　静岡市においても産業や農業、漁業、福祉、教育など
あらゆる分野で人材不足やスキル不足など人口減少を起
因とした課題があり、これを市だけで解決するのは困難
だ。そこで、膨大な人口を抱える首都圏に隣接している
地の利を生かし、同じ圏域に住む仲間として首都圏の関
係人口を増やすことで課題解決に結びつけていこう―
―というのが事業の狙いである。
　もちろん静岡市に移住してほしいという最終的な目標
は変わらないが、その前段階で市が地域の課題をしっか
り抽出・分析し、そこに関係人口をマッチングさせる仕組
みづくりを考えている。例えば、農業分野ならばワーケー
ションと農業ボランティアを組み合わせて関係人口を呼
び込む、産業分野ならばテレワークと地元企業とのマッ
チングにより関係人口の副業や起業、さらには新たなビ
ジネスの創業をサポートするなど、人の交流を活力にす
る戦略である。
　「もちろん、関係人口の創出・拡大もテレワークなくし
てはできません。そして、そうした人たちが『静岡市はい
いな』と感じてくれることでテレワーカー移住も促進する

でしょう。そのためには、やはり現在住んでいる人たちが
満足できるまちづくりを進めていくことが重要だと思い
ます。住んでいる人たちが『静岡市はいいな』と感じるこ
と。それこそが市外から来た人たちの心を動かすので
す」と野田さんは力を込めて語った。

コワーキングスペースでのテレワーク 古民家と東京・名古屋をつないだテレビ会議

静岡市
静岡市は東京駅から新幹線で1時間という地の利を生かし、2017年より首都圏のビジネスパー
ソンや企業をターゲットに「テレワーカー移住促進事業」を進めてきた。働き方改革の進展やコロ
ナウイルス感染拡大によるテレワークの定着など社会情勢が変化する中、4年目を迎えた同市の
取り組みはどのような成果を生んでいるのか。事業を担当する静岡市 企画局 企画課 課長補佐
（移住・定住推進係）の野田一義さんにお話を伺った。
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テレワークの活用により
移住促進と関係人口の創出を目指 す
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事業の効果3

事業の課題とその解決方法4
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フィスが完成し、静岡での業務を開始した。

　もう1社は、Wi-Fiルーターや携帯電話のレンタル・販
売などを手がける株式会社テレコムスクエアだ。同社は
サービスの品質向上や安定的な雇用確保などの観点か
ら地方への拠点展開を検討しており、静岡市は企画局と

経済局が連携しながら誘致活動を実施してきた。その
結果、2019年2月に静岡駅周辺のシェアオフィスでテレ
ワークの実証実験を行い、同年6月には静岡市に拠点を
開設し、本社で実施している業務の一部を移転する形
で進出を果たした。
　その後、市が同社に行ったヒアリングでは、「遠隔でや
り取りをすると円滑なコミュニケーションが難しいので
はないかと思ったが、まったく問題なかった」「BCPの観
点からも効果があった」といった静岡市へのサテライト
オフィス進出を高く評価する声が聞かれた。

　また、2020年7月にはソフトウェア開発会社の株式会
社エイ・アイ・エスが、サテライトオフィスとして静岡駅周
辺のコワーキングスペースへの入居を決めた。
　3社のサテライトオフィス誘致を成功させた大きな要
因として、野田さんは「ワンストップの対応」をあげる。
「誘致には、私たち企画局だけでなく、経済局や静岡県、
そして民間のテレワーク関連事業者も関わりますが、一
致団結してワンストップで対応することを心がけていま
す。嬉しいことに、本市に進出した企業からも『官民一体

になってアテンドしてくれたことに心を動かされた』とい
う感想をいただいています」
　さらに、2019年からは静岡市移住支援センターに「テ
レワーク」をキーワードにした移住相談が会社員やフ
リーランスから寄せられるようになったという。こうした
さまざまな取り組みにより、2020年1月、静岡市は日本テ
レワーク協会主催の「第20回テレワーク推進賞」を受賞
した。「テレワーカー移住促進事業をスタートした2017年
当初はテレワークが社会に普及しておらず、事業を不安
視する声もありました。しかし、その後の働き方改革の
進展、そして今回のコロナウイルス感染拡大によりテレ
ワークが一気に定着し、現在は確信を持って事業を進
めています」と野田さんは手ごたえを語る。

　「大きな課題やデメリットはありませんが、さらに事業
を発展させていくためには交流の場やビジネスマッチン
グといった視点を強化する必要があると考えています」と
野田さん。お試しテレワーク体験事業に参加する会社員
やフリーランスは、ただ単に静岡市でテレワークをするだ
けでなく、キャリアアップや新たな関係性づくりの機会に
したいという人が多い。しかし、民間事業者が運営するコ
ワーキングスペース・シェアオフィスはそれぞれコンセプト
があり、すべてが交流やビジネスマッチングを重視してい
るわけではない。
　「そこで、テレワーカー移住者の受け入れ基盤を強化す
るため、テレワーク関連事業者のネットワーク化を進めて
いきたいと考えています。例えば、お試しテレワーク体験
でさまざまなコワーキングスペースやシェアオフィスを利用
できるフリーパスのようなものをつくるとか、市とテレワー

ク関連事業者が連携しながら交流イベントやビジネス
マッチングの場を設けるなどを考えており、そのために
2020年度からは地域おこし協力隊も活用しながら事業
を進めていきます」と野田さんは語る。
　地域おこし協力隊は、①隊員自らがテレワークと2地域
活動（静岡市に拠点を移してテレワーカー移住促進事業
に携わるとともに、静岡市移住支援センターやWeWorkな
どの拠点を生かしながら首都圏での移住促進活動も行
う）を実践、②首都圏の企業・フリーランスへの多彩なア
プローチ（テレワーク・ワーケーションの誘致）、③市内の

コワーキングスペース・シェアオフィスを活動拠点として、
各事業者とのネットワーク化を促進、④地域外人材と地域
との交流促進・マッチングなどを担う計画だ。

　「テレワーカー移住促進はもちろん、今後はさらにワー
ケーションを活用した関係人口の創出・拡大も図ってい

きたい」と野田さんは意気込みを語る。
　地方は人口減少や高齢化により、地域づくりの担い手
不足をはじめとした多種多様な地域課題に直面してい
る。そうした課題解決や地域づくりの担い手として期待
されているのが、地域外に住みながら地域や地域の人び
とと多様に関わる「関係人口」である。
　静岡市においても産業や農業、漁業、福祉、教育など
あらゆる分野で人材不足やスキル不足など人口減少を起
因とした課題があり、これを市だけで解決するのは困難
だ。そこで、膨大な人口を抱える首都圏に隣接している
地の利を生かし、同じ圏域に住む仲間として首都圏の関
係人口を増やすことで課題解決に結びつけていこう―
―というのが事業の狙いである。
　もちろん静岡市に移住してほしいという最終的な目標
は変わらないが、その前段階で市が地域の課題をしっか
り抽出・分析し、そこに関係人口をマッチングさせる仕組
みづくりを考えている。例えば、農業分野ならばワーケー
ションと農業ボランティアを組み合わせて関係人口を呼
び込む、産業分野ならばテレワークと地元企業とのマッ
チングにより関係人口の副業や起業、さらには新たなビ
ジネスの創業をサポートするなど、人の交流を活力にす
る戦略である。
　「もちろん、関係人口の創出・拡大もテレワークなくし
てはできません。そして、そうした人たちが『静岡市はい
いな』と感じてくれることでテレワーカー移住も促進する

でしょう。そのためには、やはり現在住んでいる人たちが
満足できるまちづくりを進めていくことが重要だと思い
ます。住んでいる人たちが『静岡市はいいな』と感じるこ
と。それこそが市外から来た人たちの心を動かすので
す」と野田さんは力を込めて語った。

タコの加工を行っていた倉庫をリノベーションしたIPG用宗オフィス

静岡市内のシェアオフィスで東京と同様の業務を行う
テレコムスクエアのスタッフ

2019年6月にWeWorkで開催した「シズオカナイト」で
お試しテレワーク体験事業を紹介
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カー移住促進や首都圏企業のサテライトオフィス誘致の
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　同市は首都圏からの移住促進のため、2015年度より
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テレワークの活用であり、働き方改革によって企業にお
けるテレワークの導入は確実に増えていくと考えられた。
　そこで、静岡市は「仕事はそのまま、住まいは静岡」を
キーワードに、テレワーカー移住促進やサテライトオフィ
ス誘致に着手したのである。
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があるという点です。ワーケーションとは、Work（仕事）
とVacation（休暇）を組み合わせた造語で、旅先や地方
など普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇取得
等を行う仕組みで、新たなワークスタイルとして注目され
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てはできません。そして、そうした人たちが『静岡市はい
いな』と感じてくれることでテレワーカー移住も促進する

でしょう。そのためには、やはり現在住んでいる人たちが
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静岡市 企画局 企画課 課長補佐（移住・定住推進係）の
野田一義さん

静岡市 企画局 企画課

問い合わせ TEL：054-221-1240
https://www.city.shizuoka.lg.jp/
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■ワーケーションを活用した関係人口創出事業のスキーム

首都圏企業等

人口減少社会
人口減少 人材不足 担い手不足 経済縮小 スキル不足 etc.

etc.経済産業 農林漁業 健康福祉 教育文化 市民生活

静岡市

関係人口

ワーケーション実践者ワーケーション誘致

マッチング 人口活力

課
題
解
決

交流の場

地域課題

・WeWork（東京事務所）

・企業誘致（経済局）

・地域おこし協力隊（企画課）

・ワーケーション関連事業者

反
復
性
・

関
係
性
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