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―（その４）新聞情報にみるワーケーション３要件からみた事例の運用実態― 
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Abstract: The purpose of this study is to clarify the characteristics of implementation cases that include the three requirements of 

“Workation” focusing on the newspaper articles. As a result, it clarified three types of “Workation” business contents and their 

characteristics.

 

１．はじめに；本稿では，前稿（その３）に引き続き，

わが国における「ワーケーション」関連記事に着目し，

「ワーケーション」の３要件（余暇機能，ワーク機能，

宿泊機能）からみた実施事例の特徴を明らかにする． 

２．調査概要；本稿では表１に示す調査を実施した．

その結果，本文に「ワーケーション」の語彙が含まれ

る記事のうち，見出しに「ワーケーション」の語彙を

含み（176 件），なおかつ構想ではなく実際に事業を展

開している事例記事として朝日新聞 34 件と読売新聞

49 件から得られた事例延べ 116 件を抽出した． 

３．結果および考察；上述した全 116 件を対象に，上

述の「ワーケーション」の３要件について，各記事に

おける３要件の該当数を示したものが図１である．こ

れより，３要件全てが記事で紹介された事例は 14 件で

あった．この全 14 件 について，ワーケーション事業

の取り組み内容より３タイプに分類し，それぞれの特

徴を記事から抽出したものが表２である． 

（１）試験ツアー型；表２より，No.１〜４の４事例は，

ワーケーション事業の試行的取り組みで共通するタイ

プである．これより「余暇機能」において，No.１〜３

は野菜収穫やトレッキングなどの地域の特産や自然環

境を活用した提案がみられた．また， No.４では体育

館やテニスコートが利用できるという施設内に限定し

た余暇メニューになっている．「ワーク機能」に着目す

ると，No.１，３ではテレワークオフィスやリモートワ

ーク用の個室といった他の利用客と空間的に接触を避

ける事例がみられた．このような一般的な配慮がみら

れる一方で，中には No.２のようにスキー場内のテン

トで仕事を行うというユニークな取り組みもみられた．

「宿泊機能」に着目すると，No.１，３はホテル・旅館

に該当し，宿泊施設内にはワーク機能が整備されてい

ることから，宿泊業者が「ワーケーション」を通して

宿泊利用者の増加を狙いとしている様子がうかがえる．

また，No.２は上述のスキー場内のテントにて宿泊を行

うものであった．  

（２）周辺環境紹介型；No.５〜７が該当するこのタイ

プは，ワーク機能と宿泊機能を同一事業者が運営する

一方，「余暇機能」については周辺環境の紹介に留まり，

利用者に余暇の選択肢を委ねているタイプである．そ

の一例として，No.５はサイクリストに人気の高原を誘

客資源としており，No.７は近隣にあるゴルフ場やスキ

ー場と提携し，料金サービスを設けているが，その利

用は利用者に委ねられている．「ワーク機能」では，い

ずれも宿泊施設内のコワーキングスペースや仕事部屋

など，前述した試験ツアー型同様，他の利用客と空間

的に接触を避ける配慮が紹介されている．「宿泊機能」

では，No.６，７では旅館・ホテルなどの宿泊施設の利

表１ 調査概要［筆者作成］ 

項 目 概 要 

調査期間 2022 年 7 月 20 日（水）～2022 年 9 月 19 日（月） 

対 象 

朝日新聞社の記事データベース「朝日新聞クロスサーチ」
１）および，読売新聞社の記事データベース「ヨミダス歴史
館」２）の掲載記事において，見出しに「ワーケーション」
の語彙が含まれる全 176 件の記事を抽出し，そのうち実
施段階のワーケーション事例が書かれた記事 83 件の記事
から得られた事例 116 件を（重複カウント含む）対象． 

検索対象

期間 
2017 年 2 月 15 日（水）～2022 年 5 月 31 日（火）発行分 

調査内容 

１）実施段階と見られる「ワーケーション」事例 116 件を 
3 つの要件の有無に着目し，傾向を捉える． 

２）上記 116 件から抽出した，全 14 件の 3 つの要件を満たす
「ワーケーション」事例を対象として，それぞれの特徴把握． 

 

 余暇機能 

ワーク機能 

17 件 

15 件 

20 件 

20 件 3 件 

3 要件全て記載なし：17件（14.6％） 

宿泊機能 

（N=116） 

（14.6%） 

（17.2%） （2.5%） 

（17.4%） （8.6%） 

10 件 

（12.9%） 

（12.0%） 
14 件 

図１ 実施段階の事例116件を対象とした３つの要件の集合図［筆者作成］ 

「余暇機能」が含まれるもの：61 件 

「ワーク機能」が含まれるもの：69 件 

「宿泊機能」が含まれるもの：42 件 

［＊重複を含む］ 
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用，No.５はゲストハウスでの宿泊など宿泊機能は従来

の宿泊形態となっている． 

（３）パッケージ型； No.８〜14 の７事例が該当する

このタイプは，「ワーケーション」における３要件がセ

ットになってパック料金が設定されているという意味

でパッケージ型とし，これは，事業者の管理する敷地

内で収益を上げる「敷地内型」と，周辺地域を活用し

３要件を満たす「地域内型」がみられた．「余暇機能」

では，敷地内型は温泉が中心である一方，地域内型は

デニムづくりや陶芸体験など地域の特産を用いた地場

産業を活用するプログラムとなっている．「ワーク機能」

では，敷地内型は前項（２）で述べた宿泊スペースと

の空間的分離によってワーク環境への配慮がみられる

ものであった．地域内型は，周辺地域で遊休化してい

る空き室でワークを行う地域課題解決を満たすような

形態や，有形登録文化財になっている歴史的建造物内

でワークを行うというワーク環境に特色がみられるも

のであった．「宿泊機能」では，敷地内型は「ワーク機

能」同様に前項（２）で挙げられた旅館やホテルの利

用などの従来の形態である．一方，地域内型は，上述

の「ワーク機能」で触れた空き室を改装した宿泊施設

や，文化財建造物の同一館内での宿泊形態がみられた． 

４．まとめ；本稿ではわが国における「ワーケーショ

ン」関連の新聞記事に着目し「ワーケーション」の３

要件という観点から実施事例の特徴を明らかにした．  

参考文献；１）朝日新聞社：朝日新聞記事データベース「朝日新聞ク

ロスサーチ」，https://xsearch.asahi.com/ （最終閲覧日：2022.9.14） / 

２）読売新聞社：「ヨミダス歴史館」，https://database.yomiuri.co.jp/abo

ut/rekishikan/（最終閲覧日：2022.9.14） 

表２ ３つの要件を満した「ワーケーション」関連記事にみる事例のタイプ別特徴［筆者作成］ 

No. 
ワーケーション
の事業タイプ 

対象地 新聞記事の要約 余暇機能 ワーク機能 宿泊機能 
発行
年 

日付 
新聞
社 

1 

試験ツアー型 

長野県 
駒ヶ根市 

4 日間のモニターツアー．ホテル千畳敷でテレワーク体験をし
てもらったほか，農園でアスパラガスの収穫を行うモニター
ツアーを実施．長期滞在をして移住に繋げたい． 

野菜収穫 
駒ヶ根テレワーク
オフィス（Koto） 
ホテル千畳敷 

ホテル千畳敷 2019 7/31 読 

2 
群馬県 
丸沼高原 

4 日間の試験ツアー．丸沼高原スキー場のオートキャンプ場に
て，テントで寝起きしながらパソコンで仕事を行い日光 
白根山のトレッキングで気分転換しながら自然を満喫． 

トレッキング 
丸沼高原スキー場 

テント 
スキー場内テント 2020 10/26 読 

3 
秋田県 
北秋田市 

北秋田市と民間企業，観光地域づくり法人などの 5団体共同で
行われた体験イベント．まち歩き，山歩きを体験し，温泉旅館
ではリモートワーク用の個室が設置，ワーク体験も行われた． 

街歩き 
山歩き 

打当温泉マタギの湯 
リモートワーク用

の個室 

打当温泉 
マタギの湯 

2021 7/29 読 

4 
滋賀県 
高島市 

元大学研修施設を改修し，一棟貸しできるようにした．体育館や
テニスコートを備え，印刷機などの設備が充実されている． 
（1泊 2食付き 1人 4050円，テレワーク専用室 1日400円） 

体育館 
テニスコート 

白浜荘 
一棟貸し 

元研修施設 2022 1/6 読 

5 

周辺環境紹介型 

兵庫県 
神河町 

元自転車店を改修し，コワーキングスペースとゲストハウス
を兼ねた施設が開設した． 
サイクリストに人気な地域であり，サイクリングを楽しめ，
仕事を行う場所も整備． 

サイクリング 

ラドーレ神河 
ネット環境を 

充実させた CWS 
三つのブ―スや 
ミーティングル―ム 

ラドーレ神河 
ゲストハウス 

2020 11/5 朝 

6 
山形県 
大蔵村 

湯治客向けの宿泊プランがある温泉旅館の1室をWi-Fiを備えた 
仕事部屋に改修．温泉があり，リラックスしながら仕事を行える． 

温泉 
若松屋村井六助 
の仕事部屋 

温泉旅館 
若松屋 村井六助 

2021 4/22 読 

7 
岩手県 
雫石町 

雫石プリンスホテルにてワーケーションプランが開始． 
宿泊用とは別に仕事部屋を用意．ホテルの近くのゴルフ場の
プレーやスキーのリフト代が無料になる特典がついている． 
（1 泊 1万 3000 円～） 

ゴルフ 
スキー 

雫石プリンスホテル 
宿泊用とは別に 
客室を改装して 
仕事部屋を用意 

雫石 
プリンスホテル 

2021 12/2 読 

8 

パッケージ型 

敷地内 

宮崎県 
宮崎市 

6 泊〜365泊の 4つのワーケーションプランがある．プラン 
利用者は，自室やラウンジ，屋外スペースで仕事ができる．
施設内のゴルフやフィットネスクラブを格安で使える． 
（6 泊，13 泊，30泊，365 泊の 4 プラン，8 万 7000円～） 

ゴルフ 
フィットネス 

フェニックス・ 
シ―ガイア・ 
リゾ―ト自室・ 

宿泊者専用ラウンジ 

フェニックス・ 
シーガイア・ 
リゾート 

2020 10/28 読 

9 
富山県 
黒部市 

温泉を楽しみながら働くワーケーションプラン．無料で貸し 
切り風呂が使用可能．館内全てでWi-Fiを完備され，ロビーに
ある専用カウンター席で景色を眺めながら仕事ができる． 
（1泊 1万 4000円～，2泊目以降は 1泊 1000円ずつ割り引き） 

風呂 
宇奈月温泉 旅館
「やまのは」館内 

宇奈月温泉  
旅館「やまのは」 

2020 11/8 読 

10 
山形県 
尾花沢市 

ふるさと振興公社が運営するオートキャンプ場のキャビン 
ハウス利用者に Wi-Fiを無料貸し出し．BBQを楽しめる庭が
あり，近くの温泉施設にも行ける． 

BBQ 
温泉 

サンビレッジ徳良湖 
オ―トキャンプ場 
キャビンハウス 

サンビレッジ徳良湖 
オ―トキャンプ場 
キャビンハウス 

2021 4/22 読 

11 
和歌山県 
白浜町 

白浜町にて新聞記者がワーケーションを行った個人事例． 
ライターの仕事を行いながら温泉，風景を楽しみながら， 
滞在を行った． 

温泉 

シラハマキーテラス 
ホテルシーモア 
作業スペースが 
設けられたラウンジ 

シラハマ 
キ―テラス 

ホテルシ―モア 
2021 9/9 朝 

12 
岩手県 
一関市 

市の研修宿泊施設をワーケーション施設として貸し出しを開始． 
テレワーク専用室を借りることができ大浴場は温泉が引かれ
ている．目の前にスキー場があり楽しむことができる． 

温泉 
スキー 

かんじきハイク 
ソリ遊び 

いちのせき 
健康の森 
約 10畳の 

テレワ―ク専用室 

いちのせき 
健康の森 

2022 1/6 読 

13 

地域内 

広島県 
福山市 

地元の繊維会社と連携し 1週間と 1か月間のデニム作りを体験
しながらのワーケーションプログラムを開始． 
仕事の合間にスクールを受講し，周辺地域の観光も楽しめる．
（「滞在プラン」「短期間プラン」4万4000円～14万3000円） 

デニムづくり 
地域観光 

近くの空き事務所 
町内の改装した 

空き室 
2021 4/18 読 

14 
三重県 
菰野市 

町ぐるみの取り組みとして登録有形文化財の建物 9施設にて 
仕事部屋を提供．好みの宿や仕事場所，地域の工芸体験などを
組み合わせる「選べるワーケーション」を売りにしている． 

陶芸体験 
寿亭・水雲閣 

桜の間 仕事部屋 

寿亭・水雲閣  
桜の間を含めて 

9 施設 
2022 4/14 読 

[凡例] 読：読売新聞社，朝：朝日新聞社 
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