
秋田県・市町村協働政策会議の協議事項について

部局名 あきた未来創造部

項 目 名
県内における「リモートワーク」、「ワーケーション」の推進につい

て

提 案 要 旨

リモートワークやワーケーションなど、新しい働き方の急速な普

及を踏まえ、地方創生の新たな人の流れをつくり、人材誘致という

新たな視点による移住の拡大や地域の活性化を図るため、県と市町

村等が一体となって、首都圏企業等への積極的な誘致活動や受入環

境整備を推進する。

理 由

（背景等）

○ 県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、リモートワ

ークを活用したビジネスのオンライン化の流れが加速していること

を踏まえ、全国に先駆けて、人材誘致という新たな視点からの移住

促進に向けた積極的な取組などを進めております。

○ １０月には、首都圏企業等約４，０００社を対象に、リモートワ

ークの導入状況や本県での実現可能性などについてアンケート調査

を実施したほか、日本経済新聞（全国版）への広告掲載や、ユーチ

ューブによるＰＲ動画の配信などのＰＲ活動を開始しております。

○ 県の取組と連携を図りながら、首都圏等での通常勤務と同等程度

の執務環境を提供することができるリモートワーク拠点施設を整備

する県内企業を支援することとしており、年度内には対象の２施設

が完成する見込みであります。

○ また現在、ワーケーションのモデルツアーを実施しており、本県

でのワーケーションの課題の把握や分析を進めることとしておりま

す。

○ 今後は、アンケート調査の結果等を基に、市町村や県内経済団体

等との連携を図りながら、首都圏企業等への積極的な誘致活動を展

開するとともに、本県独自のオーダーメイド型の支援制度の創設な

ど、市町村等と一体となった受入環境整備を進めていきたいと考え

ておりますので、御協力をお願いします。

○ 市町村におかれてましては、国が新たに創設を予定している地方

創生テレワーク交付金の活用などによるリモートワークやワーケー

ションに対応したサテライトオフィスの整備や、移住に際して重要

な住環境、教育・子育て環境など生活面に関するきめ細かな相談対

応や、関連する情報の発信に取り組んでいただくようお願いしま

す。

○ アンケート調査結果（令和２年１０月２１日現在＝最終）

・回答企業数：５５９社（調査対象企業：３，９６２社）

・本県でのリモートワーク実施可能性あり：６３社

・本県でのワーケーション実施可能性あり：８５社

資料２



秋田県

仕事はそのまま。
暮らしは秋田で。



都会の仕事と田舎暮らし、
両立させてみませんか？
リモートワークで
仕事はそのまま。
暮らしは秋田で。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、フルタイムでのリモートワークを導入する企業も増え
てきています。この流れを踏まえ、秋田県ではアフターコロナ時代の新しいライフスタイルとし
て、リモートワークによって現在の仕事を継続しながら、秋田への移住を実現する「リモート
ワークで秋田暮らし」を提案します。

オフィスコストの削減04

オフィススペース、ペーパーコスト、通勤・交
通コストが削減できます。

事業継続性の確保01

非常災害時やパンデミック（感染症流行）時
における事業継続性を確保します。

優秀な人材の確保03

働きやすい環境づくりは、優秀な人材の確保や
社員の離職防止につながります。

社員のワーク・ライフ・
バランスの向上02

社員のモチベーションアップや生産性の向上
が期待されます。

企業にとってのメリット

Working 働き方

満員電車からの解放
満員の通勤電車から解放されることで気持ちにも大きなゆとり
が生まれます。時間や気持ちに余裕をもつことで、仕事に対す
るモチベーションも高まります。

柔軟なワークスタイル
在宅勤務はもちろんのこと、秋田県内でもリモートワークをサポー
トするためのワーキングスペースが年々増加傾向にあり、自分に
合ったワークスタイルで快適に働くことができます。

充実したプライベート時間
リモートワークの導入により業務効率の向上や通勤時
間の短縮が見込まれ、子育てや自己啓発、地域活動な
ど仕事以外の生活も充実させることができます。

豊かな自然やレジャーを満喫
海と山、豊かな自然に囲まれた秋田では、余暇を使って気軽にレ
ジャーを楽しむことができます。キャンプやトレッキング、サイク
リングやウインタースポーツなど、楽しみ方はあなた次第です。

Holiday
休日の過ごし方

過密な都会生活から離れて
豊かなライフスタイルを実現しませんか？
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のどかな田園風景や、海と山に囲まれた豊かな自然が広がる秋田県。
レジャーや観光など、休日の楽しみ方に事欠かないのはもちろん、
住環境や、教育、子育てなど、安心して長く暮らせる魅力があふれています。

祭り・文化

国指定重要無形民俗
文化財の数は全国一！
全国で一番「国指定重要無形民俗文化
財」が多い秋田県。ユネスコ無形文化
遺産にも登録された「男鹿のナマハゲ」
のほか、多種多様な祭礼が県内各地で
開催されています。

レジャー・アクティビティ

季節の移り変わりと、
大自然を楽しむ！
雪国ならではのウインタースポーツや、
山歩き、釣りなど、季節の移り変わりと
ともに �年中自然を楽しむことができま
す。他にも、県内各地に数多くあるさま
ざまな泉質の温泉も魅力です。

自然

周りきれないほどある、
素晴らしい景色。
日本海に面し、世界自然遺産の白神山
地や鳥海山、男鹿半島などの大自然に
囲まれています。四季がはっきりしてい
て、季節の移ろいを目で楽しめるのも秋
田の魅力。

住環境・暮らしやすさ

暮らしやすく、住みやすい
宅地平均価格が全国で一番低いことか
ら、大きな家を建てることができます。
また、県内には地域の良さを生かした
古民家カフェなどがあり、豊かな自然と
文化的な要素が共存しています。

子育て

恵まれた子育て環境
保育所に入りやすいのはもちろんのこ
と、秋田県は市町村と連携し、保育料や
医療費などへの助成が充実しています。
子育て家庭への経済的な支援は、全国
トップレベルです。

安全・安心

安全・安心に
包まれた暮らし
犯罪発生が少なく、治安や防犯といっ
た面はもちろん、人口密度が低く、過密
な空間を避けることができます。そのた
め、感染症予防といった面からも安心し
て暮らすことができます。

教育

全国でトップクラスの学力！
毎年全国でトップクラスの成績を収めて
いる秋田の児童・生徒の学力。家庭学
習の習慣や、小中学校で実践されている
「探究型授業」など、教育環境にとても
恵まれています。

男鹿市 ／ 瀬潮崎のゴジラ岩

秋田市 ／ 秋田竿燈まつり 大仙市 ／ 大曲の花火

北秋田市 ／ 森吉山の樹氷

湯沢市、東成瀬村 ／ 栗駒山 仙北市 ／ たざわ湖スキー場

湯沢市 ／ ヤマモガーデンカフェ

知っていますか？ 秋田ってこんなところ！ 暮
ら
し

観
光
・
レ
ジ
ャ
ー
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コワーキング
スペース

コワーキング
スペース

ワーケーション ロッジ Wi-F i 給湯室複合機

複合機

キッチン

個室 Wi-F i

Wi-F i

会議室 法人登記 郵便受取

住所登録法人登記

法人登記

コワーキング
スペース Wi-F i会議室 複合機 キッチン

法人登記個室 コワーキング
スペース Wi-F i会議室 給湯室複合機

法人登記個室 コワーキング
スペース Wi-F i会議室 給湯室複合機

法人登記個室 コワーキング
スペース Wi-F i会議室 給湯室複合機

個室 Wi-F i 法人登記 住所登録 郵便受取

住所登録 郵便受取

給湯室 キッチン

ワーケーション ロッジ Wi-F i会議室 給湯室 キッチン ペット同伴

コワーキング
スペース Wi-F i会議室 給湯室 託児室 授乳室

法人登記コワーキング
スペース Wi-F i会議室 給湯室複合機

住所登録個室

個室

Wi-F i会議室 法人登記 郵便受取給湯室

コワーキング
スペース Wi-F i会議室 給湯室複合機

秋田県では現在、最先端の通信設備や執務環境を備えたリモートワークなどの拠点施設の整備を支援してい
ます。また、アンケート調査などにより、企業ニーズを確認しながら、県独自の支援策の検討を進めていきま
す。秋田県は「リモートワークで秋田暮らし」の実現に協力していただける企業の皆さまの取り組みを全力でサ
ポートいたします。

「リモートワークで秋田暮らし」の
実現に向けて

各施設の設備・サービスなど
鹿角市産業活力課 商工・新エネ班

TEL 0186-30-0250（注�）01

小坂町観光産業課 観光商工班

TEL 0186-29-390802

いしころ合同会社

TEL 0186-59-677703

いしころ合同会社

TEL 0186-59-677704

大館市田代総合支所 地域振興係

TEL 0186-43-710305

大館市観光交流スポーツ部

TEL 0186-43-707206

コマド意匠設計室07

五城目町地域活性化支援センター 
TEL 018-853-515508

株式会社Mag

TEL 018-831-577709

日本リージャスホールディングス株式会社

TEL 018-801-150010

株式会社SeeVisions  ヤマキウ南倉庫事業部

TEL 070-3102-0067

公益財団法人本荘由利産学振興財団
TEL 0184-22-3488
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※掲載している情報は、各施設が備えている設備・サービスの一部です。詳細は P.5 の QR コードからご確認いただくか、各施設へお問い合わせください
（注� ）レンタルオフィスまたは貸事務所の入居事業者であれば法人登記等、可能です。
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株式会社cozy

TEL 0187-73-744713

エイデイケイ富士システム株式会社

TEL 018-838-117314

株式会社ロイヤルパソコンシステム 

TEL 0183-72-777115

個室 コワーキング
スペース Wi-F i会議室 法人登記複合機 託児室

ワーケーション コテージ Wi-F i キッチン

キッチン

ペット同伴

県内では、リモートワーク対応のサテライトオフィス（コワーキングスペース、シェアオフィス、レン
タルオフィス）が年々増えています。また、自然の中で休暇を楽しみながらリモートワークを行う
ワーケーションに対応した施設もあります。

秋田県内のリモートワーク対応施設
増えてます

※2020年8月末現在　秋田県調べ

主な施設紹介
鹿角市まちなかオフィス01

七滝活性化
拠点センター02

リージャス秋田駅前
ビジネスセンター10

本荘由利産学
共同研究センター12

Semboku
Complex14

株式会社ロイヤル
パソコンシステム15

鹿角市

小坂町

大館市

北秋田市
五城目町

秋田市

由利本荘市

大仙市

仙北市

湯沢市

community station
KITAKITA07

MARUWWA
ニコメ04

MARUWWA03

BABAME
BASE 08

Shared of  f  ice
COZY13

mag09

大館市ベニヤマ
自然パーク06

大館市五色湖ロッジ05

©大館市

ヤマキウ南倉庫
COWORKING
SPACE SYNERGY
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Access Map

お問い合わせ
秋田県あきた未来創造部　移住・定住促進課

TEL 018 - 860 -1234
Mai l iju@pref .ak i ta . lg .jp

秋田暮らし　はじめの一歩 検索

空路

秋田空港（東京行、1日9便）、
大館能代空港（東京行、1日2便）の
2つの空港から、
約1時間で東京へ！

鉄道

秋田新幹線「こまち」は、
東京～秋田間を
最速3時間37分で結びます！

道路

高速道路が整備され、
県内や周辺地域への移動が

より快適に！
県内の主要都市から
90分以内で空港へ！

交通アクセス網
着々と整備が進む

秋田の市町村、移住支援情報は
こちらから

もっと知りたい！

※2020年8月末現在
※地図は略図です

10㎞


