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 本稿では近年、企業や自治体から注目される「ワーケーション」について、長野県千曲市でのワーケー

ション体験会参加者への調査結果の分析を通してその効果と影響を分析する。分析の結果、ワーケーショ

ン体験会は交流機会と弱いつながりを創出すること、仕事のストレスを軽減する効果があること、地方自

治体にとっての関係人口を効果的に創出する可能性があること、体験会参加者は他自治体でのワーケーシ

ョン実践希望も高いこと、職場でのワーケーション導入意識が高く他者へのワーケーションおすすめ意識

も高いことが明らかになった。 

 

1. はじめに 

 近年、オンライン技術の進歩、働き方の多様化、

観光産業の規模拡大、モビリティ(mobility)の高ま

りになどに伴い「ワーケーション(workation)」に

注目が集まっている。ワーケーションとは仕事

(work)と休暇(vacation)とを融合させたワークス

タイルを指す欧米発の概念である  [松下慶太 , 

2018]。日本においては 2017 年 2018 年頃から働

き方改革や地方創生の流れで注目され始め、コロ

ナ禍に一般的にも認知されるようになった。日本

におけるワーケーションは、その独特の文脈と広

まり方から日本型ワーケーションと呼ばれる形で

確立しつつある。 

しかし日本型ワーケーションが確立されつつあ

るとはいえ、ワーケーションがバズワード化して

いる状況は否めず、関わるアクター(地域行政・関

連事業者・個人・制度導入企業)によっても目的や

方法が異なるため、持続可能なワーケーションの

在り方は十分に検討されているとは言いにくい。

またワーケーションに関する先行研究や各種調査
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数は未だ少なくその多くが概念整理や実践者では

ない非実践者への希望調査に留まっている。ワー

ケーションの印象調査と分析はエクスペディア・

ジャパンや株式会社日本旅行、山梨大学田中研究

室などによって実施されているが、ワーケーショ

ン実践者にワーケーションが与える影響について

の分析は NTT データ経営研究所他によるもの以

外ほとんどない  [エクスペディア・ジャパン , 

2020] [株式会社日本旅行, 2020] [三科百花, 2020] 

[株式会社 NTT データ経営研究所, 株式会社 JTB, 

日本航空株式会社, 2020]。そこで本研究では、長野

県千曲市で官民が連携して実施する 2 泊 3 日のワ

ーケーション体験会参加者への調査を基に、ワー

ケーションが参加者に与える影響とこれからのワ

ーケーションの在り方と可能性を考察していく。 

2. ワーケーションとは何か 

 天野によればワーケーションという言葉は 2010

年代前半から BBC、ニューヨークタイムズ、フォ

ーブス等の欧米主要メディアで報道されるように

ワーケーション体験会が参加者に与える影響に関する研究 
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なりその存在が知られるようになった [天野宏, 

2018]。日本においては企業では 2017 年頃から働

き方改革、副業・複業促進、Well-Being 向上など

を目的に JAL 等の企業を筆頭に導入されてきた。

自治体では 2018年頃から地方創生や関係人口・交

流人口創出を目的に和歌山県や長野県が先導して

促進されてきた。官民の取組が本格化してきた矢

先に新型コロナウイルスが拡大し、菅総理大臣が

観光戦略実行推進会議や所信表明演説で言及し一

般にもワーケーションという言葉が広まるところ

となった。 

上記のような背景から短期間に急速に拡大する

ワーケーションという言葉だが、その定義は確立

されておらず田中らの研究では10の異なる定義が

示され、定義によって含まれる要素がそれぞれ異

なることが明らかにされている  [田中  石山 , 

2019]。また田中らは欧米のワーケーションと比較

して日本におけるワーケーションを「日本型ワー

ケーション」と名付け、その定義を「個人が主体的

に価値を認めて選択する、日常的な仕事(ワーク)に、 

非日常的な余暇(バケーション)の感覚を埋め込ん

だ、柔軟な休暇体験と働き方」としている。日本型

ワーケーション拡大の背景としては、①長時間労

働の是正・企業の積極的な休暇取得要請 ②若年層

を中心としたワークライフバランスの重視など働

く価値観の変化 ③人材不足や離職率の上昇、企業

の魅力ある働き方推進の戦略上の重要性 ④テレ

ワーク・リモートワーク等の普及、浸透 ⑤地域に

おける関係人口創出、拡大への期待感 ⑥地域にお

ける外部人材や地域外人材との交流によるイノベ

ーションの創出という 6 つの要因が挙げられる。 

 

2 信州リゾートテレワークとは、長野県が実施するリゾ

ートエリアに一定期間滞在しながらテレワークが行える

環境を実現するための事業。豊かな自然環境で過ごす休

3. 長野県千曲市の概要 

 千曲市は長野県の北部、北信地方の千曲川流域

に位置する人口約 60,000人の自治体である。2003

年に更埴市、上山田町、戸倉町が合併して誕生した。

古くから日本三大車窓の姨捨駅からの夜景や姨捨

の棚田、戸倉上山田温泉、東日本最大級の前方後円

墳森将軍塚古墳、名産である杏子など豊かな資源

が人々を魅了し続けてきた。個々の観光資源の質

は高くファンも多い一方で、一社千曲観光局職員

によれば、千曲市としての認知度が高くない、個々

の資源をつなぐ仕組みが無いなどの課題がある。

また 2019 年には台風 19 号の大きな被害を受けた

ため、一部でクライシスによるネガティブな千曲

市のイメージが全国に拡大した。 

 千曲市は2019年に長野県のワーケーション推進

事業「信州リゾートテレワーク」モデル地域として

認定された2。ワーケーションの取組は主に千曲市

役所と民間事業者株式会社ふろしきやとが連携し

て進めている。ワーケーションを推進するための

主な取り組みとしては、2019 年度から株式会社ふ

ろしきやと連携し、不定期でワーケーション体験

会を実施している。2019年度には 1回、2020 年度

には計 4 回実施する予定であり、2020 年 11 月 23

日時点で計 3回実施している。 

 

4. 千曲市ワーケーション体験会の概要 

 本研究の被調査者となるワーケーション体験会

参加者が参加したワーケーション体験会は、2020

年 11 月 4 日～6日に 2 泊 3 日の行程で開催された

ものであり、筆者も 2 泊 3 日全工程に参加した。

暇と、創造性が発揮できる仕事を両立できるため、社員

の有給休暇取得などの働き方改革や、生産性の向上およ

びストレス軽減などが期待できるとする [後藤文昭, 

2019]。 



 

3 

 

新しい地域・社会・観光を考える KAYAKURA 社会動向レポート vol,3 

体験会の参加者募集はWeb上で実施数週間前から

行われ、当日は千曲市内外から計 30人が参加した。

参加費は2泊3日通しで参加する場合は12,000円、

この金額には場所代、レンタサイクル代、昼食代、

交流会飲食代が含まれる、宿泊代や交通費は含ま

れない。希望者には期間中無線 Wi-fiルーターを無

償で貸し出しており、どこでも好きなときに仕事

ができる。体験会の行程は表 1 のようになってい

る。 

 

表 1：ワーケーション体験会行程表3 

 

千曲市ワーケーション体験会の特徴としては、

全体を通してそれぞれの参加者に各コンテンツへ

の参加不参加が任される点が挙げられる。つまり 2

泊 3 日ずっと仕事をしたい人は仕事をし、各種コ

ンテンツに参加したい人は参加できる仕様である。

参加を強制する行程は 1 つもない。 

参加者は 1 日目の昼前に集合し交流会を兼ねて

河川敷でランチを食べた。午後は自由に仕事をす

るか、用意された体験コンテンツであるサイクリ

ングを地元の人の案内付きで楽しむか選択できる。

1 日目の行程は 17 時頃に終了し、夜は参加者それ

ぞれ過ごした。 

 

3 株式会社ふろしきや Webサイトから引用：

http://furoshiki-ya.co.jp/projects/work-at-chikuma/ 
4 信州ワーケーション EXPO：長野県が、ワーケーショ

ン自治体協議会と（一社）日本テレワーク協会ととも

 

図 1：サイクリングの様子 

 

 2 日目は午前中に第 3 回ワーケーション体験会

参加者と株式会社ふろしきやとの協働で温泉地で

のMaaS(mobility as a service)について考えるアイ

デアソンが開催された。この企画には一般市民も

参加可能であり、ワーケーション体験会参加者と

あわせて計 40人程度が参加した。 

 

図 2：温泉MaaSアイデアソンの様子 

 

午後は同日に長野県軽井沢町で開催された信州

ワーケーション EXPO をパブリックビューイング

するか、もしくは個別に仕事をする時間。夕方以降

は千曲市のゲストハウスにて全参加者が集っての

夕食兼交流会が開催された4。 

に、ワーケーションに関心の高い企業(参加者)と、ワー

ケーション受入自治体/企業をつなぐ場を創出し、より

具体的に「新しい働き方」の実践に向けた取組を後押し

するイベント。2020 年は 11 月 5 日 6 日に開催された。

https://shinshu-resorttelework.com/expo/ 
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図 3：交流会の様子 

 

 3 日目朝は善光寺大本願別院にて瞑想体験が行

われ、午前中はそのまま寺の本堂に炬燵をセッテ

ィングして仕事時間に充てられた。午後は前日に

信州ワーケーション EXPO に登壇した総務省審議

官も交えての、ワーケーションに関するアイデア

ソン「夢ワーケーションアイデアソン」が開催され

た。アイデアソンでは働き方や理想のワーケーシ

ョン像について約20名の参加者がディスカッショ

ンし全工程は 16 時頃に終了した。以上が 11 月に

開催された千曲市ワーケーション体験会の概要で

ある。 

 

図 4：夢ワーケーションアイデアソンの様子 

 

5. 本調査の概要 

4 でみてきたワーケーション体験会参加者を対

象とした事後アンケート調査の目的は主に 2 つあ

る。1 つ目は千曲市ワーケーション体験会参加者が

ワーケーション体験会のどこに価値を感じたのか

を明らかにすること。2 つ目は千曲市のワーケーシ

ョン体験会にはどのような効果があるのかを明ら

かにすることである。調査は 2020 年 11 月 8 日～

11 月 23 日にかけてオンライン上で実施した。母

集団は 11 月 4 日～6 日の千曲市ワーケーション体

験会参加者の Facebook グループに参加している

33 人。そのうち、回答者数は 21 人であった。調査

はGoogle Formを用いて実施した。 

調査項目は表 2 の通り。各調査項目の質問全文

は付録 9-1 をご覧いただきたい。筆者が作成した

全 14 の調査項目のうち 13,14 以外は「思う」「少

し思う」「どちらでもない」「あまり思わない」「思

わない」の 5 択からの選択形式とし、分析時は各選

択肢を 5 段階評価に当てはめた(思う：5~思わな

い：1)。 

1 全体満足度 

2 仕事のパフォーマンス 

3 ストレス 

4 職場での導入意識 

5 交流のメリット 

6 日常と比較しての活動量 

7 仕事と休暇のバランス 

8 おすすめ度合い 

9 再訪希望 

10 家族や友達とのワーケーション実践希望 

11 他市町村でのワーケーション実践希望 

12 偶発性 

13 交流人数 

14 あなたにとってワーケーションとは 

表２：アンケート調査項目 

6. 調査結果と分析 

 被調査者の回答を 5 段階評価に修正し全体評価

を 100 とした場合の、質問項目に対する評価が表
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3 である。 

項目 % 

1, 全体満足度 94 

2, 仕事のパフォーマンス 70 

3, ストレス 94 

4, 職場での導入意識 92 

5, 交流のメリット 99 

6, 日常と比較しての活動量 88 

7, 仕事と休暇のバランス 83 

8, おすすめ度合い 99 

9, 再訪希望 100 

10, 家族や友達とのワーケーション実践

希望 

86 

11, 他市町村でのワーケーション実践希

望 

98 

12, 偶発性 98 

表 3：調査結果を 100%換算した数値 

 

 6-1 以降では、表 3 の結果をもとに参加者に対

し、ワーケーション体験会がどのような影響を与

えたのかを分析する。 

 

6-1, 仕事のパフォーマンスと全体満足度の関係 

 本調査結果全体の傾向として、第一に全体満足

度(1)は 94%と非常に高いものになっている。5段

階評価で 3 以下をつけた人は 1 人もいなかった。

第二にワーケーション体験会の特徴として仕事に

関連する項目(2, 7)は他の項目と比べ相対的に低く

なっている。NTT データ経営研究所の調査ではワ

ーケーション実施中は仕事のパフォーマンスが上

昇したと報告されているが、ワーケーション体験

会では必ずしも仕事のパフォーマンスは向上しな

いことが明らかになった。この理由は、仕事のパフ

ォーマンスに関しては参加者によって想定してい

た量と実際にできた仕事量のバランスが異なるた

め、想定量に対して実際にできた量が低かった人

は仕事のパフォーマンスが上がったとは思わない

と考えられる。しかし例えばワーケーション推進

のための視察で参加していた参加者にとっては

PC で作業する時間ではなくワーケーション体験

会に参加すること自体が仕事であったりする。ま

た普段、管理職でワーケーション体験会期間以上

に会議や人と会う用事が多い人にとっては今回の

ワーケーション体験会で仕事のパフォーマンスが

上がったと感じるだろう。この点はより深い調査

が必要である。ただ留意すべきは「ワーク」と「バ

ケーション」の両立を主眼とするワーケーション

において、ワークの評価が相対的に低いにも関わ

らず、全体満足度は 94%と非常に高い点である。

これは本事例のワーケーション体験会が企業単位

のワーケーションではなく個人単位のワーケーシ

ョンであることと関係していると分析できる。開

発合宿や企業研修に近いタイプの企業主体のワー

ケーションの場合は、仕事の生産性の向上はワー

ケーションにおいて重要な目的となる。しかし自

発的な個人単位でのワーケーション体験会参加の

場合、必ずしも仕事の生産性の向上は求められず、

「せっかく参加したからできる」仕事以外の時間

やコンテンツのほうがワーケーションの満足度に

強くつながると推測できる。では一体、仕事以外で

全体満足度を向上させていると考えられる要因は

何だろうか。 

 

6-2, ワーケーション体験会は交流機会を創出する 

 仕事以外の要因で全体満足度に大きな影響を与

えていると考えられる項目は、ストレスの軽減(3)：

94%、交流のメリット(5)：99%、偶発性(12)：98%

である。NTT データ経営研究所他の調査ではワー

ケーションは仕事のストレスを低減させることが

報告されているが、本調査でも同様の調査結果が

得られた。 

交流のメリット(5)、偶発性(12)については、事
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後調査項目の被調査者にとってワーケーションと

は何か(14)という質問に対し、「人との繋がり(D)」

「セレンディピティのキーファクター(E)」「本来

出会いない人に出会うこと(K)」「次の仕事につな

がる出会いや発見がある(O)」等の回答があった。

これらの回答から、普段の仕事環境ではつながる

ことのない人々との新たなネットワークが形成さ

れ、セレンディピティがもたらされたと多くの参

加者が感じたことがわかる。従来のワーケーショ

ンの目的では、企業は生産性の向上やストレス軽

減、地方自治体は地方創生や関係人口の創出を押

し出されてきたが、参加者にとっては他の参加者

や地域住民との交流による M. グラノヴェッター

が提唱したところの弱いつながりの創出と、セレ

ンディピティがワーケーションの価値となり参加

する動機付けとなる可能性があることが本調査に

よって明らかになった5 [小学館, 2020]。 

 

6-3, 再訪希望は 100% 

 調査項目の中で唯一 100%だったのは、千曲市へ

の再訪希望(9)である。これまでのワーケーション

に関する調査研究では、ワーケーション体験会参

加者が複数回ワーケーションを同一地域で行うこ

とで関係人口化する現象や可能性について取り扱

われてこなかった。しかし本調査の結果からワー

ケーション体験会参加者全員が再訪したいと考え、

受け入れ地域にとっての関係人口になっていく可

能性が高いことが判明した。実際に千曲市ワーケ

ーション体験会ではすでに複数回参加している人

もおり、11 月 5 日に開催された温泉 MaaSアイデ

アソンを株式会社ふろしきやと協働で主催した 2

人の参加者はいずれも複数回目の参加者であった。

主催者側が参加者との交流の機会を積極的に設け

 

5 セレンディピティ(serendipity)：求めずして思わぬ発

見をする能力。思いがけないものの発見。運よく発見し

たもの。偶然の発見。英国の作家ホレス＝ウォルポール

ることでワーケーション体験会参加者は関係人口

となり、一参加者から受け入れ側に近い参加者へ

と変容する。 

また、他市町村でのワーケーション実践希望

(11)も 98%となっていることから、ある地域での

ワーケーション体験は他自治体でのワーケーショ

ン実践希望を高める可能性がある。長野県や和歌

山県のように県が主導し各自治体が個別に取り組

みを進めている地域においては、自治体を超えた

横のネットワーク形成を進め同一都道府県内の複

数地域に効果が波及するような仕組みをつくるこ

とが望ましいと考えられる。 

 職場での導入意識(4)が92%、おすすめ度合い(8)

が 99%となっていることから、ワーケーションの

実践は職場での導入意識と他者へのおすすめした

い気持ちを高めることも明らかになった。労務管

理や制度設計、世代間ギャップが壁となりワーケ

ーションが導入できない企業の事例は多くあるが、

本調査結果から、ワーケーション導入のためには

まずはワーケーションを実践する機会を設けるこ

とが効果的な可能性がある。例えば毎年行う社員

旅行や企業研修の冠にワーケーションと名付け、

ワーケーションの枠組みの中で世代を超えた社員

が仕事と休暇を楽しむ機会を設けることには効果

があるかもしれない。 

 

7. まとめ 

 長野県千曲市で開催されたワーケーション体験

会参加者への調査結果の考察と分析を整理すると、

以下のとおりである。 

 まず、6-1では個人単位でのワーケーション体験

会参加の場合は、仕事時間の確保が不十分で仕事

（1717～1797）の造語。ウォルポール作の寓話 The 

Three Princes of Serendip（1754）の主人公にこのよう

な発見の能力があったことによる [小学館, 2020]。 
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のパフォーマンスが期間中向上しなくても、他の

体験やコンテンツが充実していればワーケーショ

ン体験会全体の満足度は高くなることがわかった。 

 6-2 ではワーケーション体験会を通して仕事の

ストレス低減、他のワーケーション実践者や地域

住民との交流機会の創出、セレンディピティが創

出されたことがわかった。 

 6-3 ではワーケーション体験会参加者の再訪希

望が強いことから、ワーケーション体験会が関係

人口創出に順機能する可能性が明らかになった。

またワーケーション体験会参加者は、他の自治体

でのワーケーション実践希望も高いことがわかっ

た。またワーケーション体験会参加者は、職場での

ワーケーション導入意識が高く他者へのワーケー

ションおすすめ意識も高いことがわかった。 

 以上のことから、千曲市ワーケーション体験会

を通してこれからの日本において、以下のような

ワーケーション・ワーケーション体験会の用い方

と在り方が提案できる。 

 第一に、従来のワーケーションに関する調査で

は「仕事(Work)」「休暇(Vacation)」の二面の質を

問いワーケーションのニーズや効果を測るものが

多かったが、ワーケーション体験会のような複数

人でワーケーションを実践する場合には「交流機

会の創出」効果があり、それが満足度の向上につな

がる可能性があることが明らかになった。ポイン

トは職場の人や家族、友達ではなくこれまで繋が

りの無かった人々とワーケーションを通して弱い

つながりが形成される点である。交流機会を通し

た弱いつながりはイノベーションの起点となる 

[入山章栄, 2019]。流動性が高まりニーズと価値の

多様化が進む今日のビジネスシーンにおいて、普

段の職場を出てワーケーション体験会に参加する

層は新しい知を生み出すための Exploration(知の

探索)のためにワーケーションを行う。実際に体験

会参加者への質問あなたにとってワーケーション

とは(14)でも「シナジー効果あふれる場(7)」「イン

プットの場(22)」などの回答があった。ワーケーシ

ョンを推進する企業や地方自治体、関連事業者は

仕事と休暇の二面だけでなく、目的によっては「交

流機会」に重きをおいたワーケーションを PRする

ことで新たな顧客層の開拓が可能となる。 

第二に地方自治体は関係人口の創出をワーケー

ションの目的の 1 つとするという分析がなされて

きたが、本調査から実際にワーケーションには関

係人口創出につながる可能性があることがわかっ

た [田中 石山, 2019]。また創出された関係人口は

ワーケーションを共通項として、他自治体とも関

係人口化する可能性があることも明らかになった。

ワーケーション推進側のアクターはワーケーショ

ンを共通項とした横のつながり、ワーケーション

ネットワークと呼べるようなものを構築すること

でより相乗的な効果を生み出すことができる。 

 最後に、流動性が高く不確実性も高い現代社会

において、千曲市のワーケーション体験会は 1 つ

のワーケーションの価値を示している。知識社会

の到来により、人々が集い、創造性を発揮できる環

境のものとで新しいアイデアやデザイン、技術が

付加価値を生む社会へと転換が図られている [沼

尾波子, 2020]。そこでは人々が集まり、対話を重ね

ながら新たな価値を創造する環境を構築すること

は、単なる施設整備を行うだけでなく、その空間を

魅力的な場にしていくための様々な制度や装置、

工夫が求められるようになっている。本調査の結

果から、ワーケーション体験会はまさに人々が集

まり新たな価値を創造する装置として機能してい

ることが明らかになった。千曲市にはコワーキン

グスペースやサテライトオフィスはないため、主

催者はいまある公的資源を有効活用しながらワー

ケーション体験会を開催し続けている。その結果、

今年度は定員オーバーになるほど人気のワーケー

ション体験会となっている。 
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これまでワーケーションは仕事の生産性の向上

や地方創生を目的とした装置として多くの場合語

られてきたが、千曲市のワーケーション体験会は

そのどちらにも当てはまらない交流機会の創出と

セレンディピティという価値を提案している。

2020 年現在、多くのアクターが関わりワーケーシ

ョン戦国時代ともいえる様相を呈している。ワー

ケーションという装置にはさまざまな可能性があ

り、装置の使い手には戦国時代を生き抜くオリジ

ナリティと新たな価値が求められることを、千曲

市ワーケーション体験会は示している。 

 本研究ではワーケーション体験会参加者への事

後調査しか行えなかったため、今後は体験会前、体

験会中、体験会後の複数回にわたり調査を実施し

ていきたい。また本研究では千曲市の事例のみし

か扱えなかったが、今後は複数自治体の事例を比

較しより汎用性のある分析を進めていきたい 
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9. 付録：調査紙・回答者属性 

9-1, 被調査者への質問一覧 

1, 全体満足度：体験会全体の満足度 

2, 仕事のパフォーマンス：ワーケーション体験会期間中、仕事のパフォーマンスは向上しましたか？ 

3. ストレス：ワーケーション体験会は、仕事のストレスを低減させましたか？ 

4, 職場での導入意識：ワーケーション体験会前よりも、所属する企業や職場でワーケーションを導入した

いと思うようになりましたか？ 

5, 交流のメリット：ワーケーション体験会期間中の他の参加者や地域住民との交流は、あなたにとってメ

リットある時間でしたか？ 

6, 日常と比較しての活動量：ワーケーション体験会は、活動量を増加させましたか？(歩いた量など運動量全体) 

7, 仕事と休暇のバランス：ワーケーション体験会期間中の、ワークとバケーションのバランスは適切でしたか？ 

8, おすすめ度合い：ワーケーションを他の人にもおすすめしたくなりましたか？ 

9, 再訪希望：また機会があればワーケーションやイベントで千曲市を訪れたいですか？ 

10, 家族や友達とのワーケーション実践希望：体験会中～終了後、家族や友達と一緒にワーケーションし

たいと思いましたか？ 

11, 他市町村でのワーケーション実践希望：体験会中～終了後、他の市町村でもワーケーションしたいと

思いましたか？ 

12, 偶発性：ワーケーション体験会で、偶発性(セレンディピティ/素敵な偶然に出会ったり、予想外のもの

を発見すること)を感じましたか？ 

13, 交流人数：ワーケーション体験会で、何人と交流しましたか？ (名刺交換・SNS アカウント交換・交

流会やグループワークでの会話、その他時間等において)(参加者・地元の人・スタッフすべて含む) 

 

9-2, 被調査者別質問への回答と各数値一覧 

 


