
「“テレワーク”人口日本一のまち・矢板」
を目指して！

平成２２年２月２１日
矢板武塾６期生 齋藤 淳一郎

1



“テレワーク”とは？

“テレワーク”→ＩＴ（情報通信技術）を活用した、
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方

・就業者にとってのメリット：効率的な働き方により、充実した
就業とゆとりある生活を送ることができる。
＝仕事と生きがいの両立（ワーク・ライフ・バランス）の実現

・企業にとってのメリット：生産性の向上やオフィスコストの削
減、さらには従来型の組織や仕事のやり方を変革できる可
能性も秘めている。

・地域づくりにとってのメリット：大都市圏への一極集
中が是正される一方で、受け皿となる地域にとって
は、経済社会的な波及効果が期待できる。
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20年早かった「志木サテライトオフィス」の取組

・志木サテライトオフィス→通勤混雑を避け、勤務先と同等の
業務ができるような情報通信設備が整備された、日本初の
本格的な職住近接オフィス。1988年に大手企業数社によっ
て設置され、1991年まで運営された。

・その後、バブル崩壊に伴う東京一極集中の緩和に
よって、このようなサテライトオフィスの動きは、停滞
してしまった。

・しかし近年、インターネットを中核とする情報通信
ネットワークの急速な普及に伴い、“テレワーク”とし
て再び脚光を浴びるようになった。

・なお、志木サテライトオフィスに参加した企業などが設立した（社）日本サテライト
オフィス協会は、現在「日本テレワーク協会」と改称し、我が国における“テレワー
ク”の普及を推進している。
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出所：ＭｙＷａｙＭｙＷｏｒｋ（志木サテライトオフィス研究会）



本格的な人口減少社会の到来と
従来型の地域振興策の行きづまり

日本は、少子高齢化の進行と本格的な人口減少時代
の到来という、これまで経験したことのない大きな転換
期を迎えている。
・栃木県：2005年国勢調査で人口減が明らかになった。2050年の
人口は現在の201万人から170万人にまで減少するという予測も
ある。
・矢板市：平成18年３月に改定した総合計画において、将来予想
人口（人口フレーム）を、50,000人から36,000人へと大幅に下方
修正した。

・これまで代表的な人口増加策だった企業誘致は、国
内市場の縮小と生産拠点の海外移転により年々困難
になっている。

・住宅着工件数も今後伸び悩むことが見込まれること
から、大規模な宅地造成の有効性も一層低下する。
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・本格的な人口減少社会が到来する中、全国各地の地方自治体
は、企業誘致などに代わる新たな定住人口の増加策として、団
塊世代の定住促進や「二地域居住」といった田舎暮らしの推進
に取り組んでいる。

二地域居住→都市住民が都市に生活拠点を持ちながら、農山漁村において、

中長期（１～３カ月間）、定期的・反復的に居住すること。

・矢板市でも「都会田舎（とかいなか）やいた」として、県外在住者
を対象に、「お試しの家」を開設するといった「矢板市就農・定住
者促進事業」に取り組んでいる。

そこで、「都会田舎やいた」プラス１の取組として、
“テレワーク”人口の増加に向けた事業に新た
に取り組み、他の地方自治体との差異化を図る。

今なぜ“テレワーク”人口日本一を目指すのか？
「都会田舎（とかいなか）やいた」プラス１の取組として
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テレワーク人口倍増アクションプラン
（2007年5月、テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定）

目標：2010年までに、2005年比でテレワーカー人口
を倍増させ、就業者人口に占めるテレワーカーの割
合を20％に引き上げる

・テレワークの活用により、企業に勤務しながら全国各地に居
住したり、移住先で仕事起こししたりすることが可能になると
して、以下の取組を推進することとしている。
○地域活性化に資するテレワーク活用の検討【国土交通省】

ＵＪＩターンや二地域居住を支援するため、大都市で就労している労働者が地
方において就労を継続する環境構築の可能性を検証するなど、地域活性化に資
するテレワークの活用を検討する。

○農村コミュニティ再生・活性化支援事業【農林水産省】
団塊世代をはじめとする都市住民などが、企業に在籍したまま農山漁村での

長期滞在を実現できるよう、農山漁村と都市の企業・行政機関等との連携による
テレワークを活用した中長期滞在プログラムの策定を支援する。
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増加するテレワーク人口
国交省「テレワーク人口実態調査」から

・2008年度において就業人口の15.2％（約1,000万人）が１週
間あたり８時間以上のテレワークを実施している。

・この比率は、02年調査の6.1％、05年調査の10.4％から順調
に増加している。

表１ テレワーカー率の推計結果

狭義のテレワーカー→収入を伴う仕事にITを利用している人の中で、自分の所属する部署以外
のITを利用できる環境があり、かつ、実際にそこで１週間あたり８時間以上仕事している人。

広義のテレワーカー→収入を伴う仕事にITを利用している人の中で、自分の所属する部署以外
のITを利用できる環境がある人。

02年調査 05年調査 08年調査

狭義のテレワーカー 6.1％ 10.4％ 15.2％

広義のテレワーカー 15.6％ 38.9％ 46.0％
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ＣＯ２削減にも役立つテレワーク
ー“原口ビジョン”（ＩＣＴ維新ビジョン）からー

・原口総務大臣は、このほど公表した“原口ビジョン”（ＩＣＴ維
新ビジョン～ヒューマン・バリューへの投資～）の中で、2020
年時点でＣＯ２排出量25％削減という政府目標のうち10％以

上をＩＣＴパワーで実現するための施策例として、コミュニティ
型テレワークセンターを全国150カ所で展開（2015年）するこ
とを挙げている。

このようにテレワークは、環境負荷を軽減するため
にも有効な取組であり、昨年12月に「環境都市宣
言」をした矢板市にも、ぴったりの施策といえる。

9



“テレワーク”×“田舎暮らし”＝有望！
内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」から

表２ 農山漁村に定住してみたいという願望が「ある」と答え
た人に対して、さらに、その願望を実現するために必要なこ
とを質問したことへの回答（複数回答可）

農山漁村に定住しても引き続き仕事をしたい人は
少なくない。そこで、都市部に住んでいた時にしてい
た仕事を継続できる地域は、定住先としての価値が
飛躍的に高まると考えられる。

医療機関（施設）の整備 43.8％

農山漁村地域の居住に必要な家屋、土地を安く入手できること 43.3％

居住地の決定に必要な情報全般を入手できること 41.3％

仕事に関する情報を入手できること 36.3％

買い物、娯楽などの生活施設の整備 31.8％

家族の理解・同意 31.8％

空き家などの仲介・あっせん 30.3％
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なぜ、矢板で“テレワーク”なのか？
－東京圏との「近からず、遠からず」の位置を活かして－

・都心から約140㎞の距離にあり、東北自動車道矢板I.C.が設
置されているほか、スマートI.C.の設置計画もある。またＪＲ

宇都宮線が縦貫し、矢板と片岡の２駅がある。新幹線新駅
の設置構想があるほか、平成25年度にはＪＲ宇都宮線の東
京駅乗り入れ工事も終了する。

・その一方で、日光国立公園にも指定されている八方ケ原が
広がるなど豊かな自然に恵まれているほか、降雪の少ない
内陸性気候で、自然災害も少ない。

そこで「東京から最も近い本格的な田舎」として、都
心では味わえない、緑に包まれた安全で安心した
生活を送ることができる一方で、東京圏との「二地
域勤務」も可能 ＝“矢板型テレワーク”
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矢板テレワーカーのパイオニア！？
作曲家 兼崎順一さん

・東京を拠点にして演奏家・作曲家として活躍していた兼崎順一
さんは、８年前に故郷の矢板市荒井に帰郷し、パソコンなどを
使いながら作曲や編曲の仕事を続けています。

・今でも月に１度程度は打合せのために上京していますが、昨
年の矢板市制50周年記念の交響劇「風土記」を作曲・作詞す
るなど、矢板の地域づくりにも貢献されています。
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・“テレワーク”人口日本一を目指して、市民有志によ
る「矢板テレワーク研究会」（仮称）を設立する。

・（社）日本テレワーク協会の出張相談や、国土交通
省の「テレワーク『出前』セミナー」を活用し、テレ
ワークへの理解を深めるとともに、矢板型テレワー
クの可能性と課題について検討する。また、木更津
市テレワークセンター（千葉県）や、いわきテレワー
クセンター（福島県）といった先進事例を視察する。
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“テレワーク”人口日本一に向けて①
ー矢板テレワーク研究会（仮称）の設立と情報収集ー

（平成22年度中に実施）
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出所：木更津市テレワークセンターウェブサイト

木更津市テレワークセンターの状況



・現在矢板市が取り組ん
でいる「お試しの家」に
準じて、矢板テレワーク
研究会による「お試し
のテレワークハウス」に
よる実証実験を行い、
その成果を具体的に検
証する。

“テレワーク”人口日本一に向けて②
ー「お試しのテレワークハウス」による実証実験ー

（平成23年度中に実施）
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「お試しの家」
（出所：矢板市公式ホームページ）



「お試しのテレワークハウス」 事業計画（案）

・矢板市内の空き家を借りて、「お試しのテレワークハウ
ス」を開設する。テレワークハウスにはインターネット回
線などの情報通信設備が接続されていることが必要。

・開設期間：１年とし、利用期間：１カ月～３カ月

・利用者の費用負担：公共料金相当額（家賃は徴収せず）

・日本テレワーク協会を通じて東京圏の企業勤務者の中
から利用者を募集する一方で、実験結果については協
会と共有する。

・「矢板テレワーク研究会」は、「矢板暮らし指南人」を選
出し、矢板暮らしの素晴らしさを紹介する。
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“矢板テレワーカー”の近未来イメージ①

－雇用型＆施設利用型テレワーカーのＡさんー

東京郊外のマンションに住んでいるＡさんは、都内に本社が
ある電機メーカーのシステムエンジニアです。

勤務先が“テレワーク”を導入したことから、矢板市のつつじ
が丘ニュータウンにある、「エコプレミアムヴィレッジ」に家を
新築し、自宅から徒歩１分の場所にあるテレワークセンター
で仕事をすることにしました。

このテレワークセンターは、栃木県住宅供給公社と矢板市
が共同で整備したもので、さくら市に進出した大手自動車
メーカー、ホンダの研究所と取引関係にある事業者も参加し
ています。

週に１回は打合せのために、最寄りのＪＲ片岡駅西口から東
京の本社に出勤していますが、普段は満員電車に揺られる
こともなく、生産性の高い仕事とゆとりある生活を両立させて
います。
※ＪＲ片岡駅西口整備を含む片岡地区市街地整備事業については、２月16日に

発表された新年度予算案において、101,100千円が計上された。
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つつじが丘ニュータウン
エコプレミアムヴィレッジの状況
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“矢板テレワーカー”の将来イメージ②

ー自営型＆自宅利用型テレワーカーのＢさんー

企画プランナーであるＢさんは、東京23区内の自宅（仕事場
兼用）に住んでいます。

企業コンサルティングの仕事をしていますが、電子メール等
の急速な普及によって、どこにいても顧客とのやり取りがで
きるようになったので、都内の自宅を処分して矢板市の「コ
リーナ矢板」に、ログハウス風の自宅兼仕事場を構えました。

ゆったりした生活を送りながら仕事を継続していましたが、
最近は、「コリーナ矢板」に増えてきた同じような“ＳＯＨＯ”事
業者とともに、事業の共同受注を開始し、栃木県内にも顧客
が増えてきました。

ＳＯＨＯ→SmallOfficeHomeOfficeの略で、ＩＴを使ってビジネスをする個人事業者や

零細企業のこと
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コリーナ矢板の状況

上空からみたコリーナ矢板

（出所：コリーナ矢板ウェブサイト）
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・既に矢板市内で、東京圏との間で“テレワーク”的仕事をされ
ている方、または、東京圏との二地域居住をされている方

・「お試しテレワーカー」に矢板暮らしを指南してくれる方

・自社物件を「お試しのテレワークハウス」として提供していた
だける不動産業者の方

・その他、県内市町村のどこも取り組んでいない新し
い施策で矢板をリニューアルしようという進取の精
神に富んだ方

～一緒に頑張りましょう！～
21

★★★協力をお願いしたい方★★★
「矢板テレワーク研究会」への参加を

お願いします！



矢板をオンリーワンのまちにしたい
「来て！来て！」と 呼びたくなるよな 我が矢板 を目指して！

・これまで県内市町村の中で、矢板市が「県内初」のことに
取り組む場面に、あまり居合わせたことがないような気が
します。

・「県内初」の試みだけが成功しているわけではありません
が、「地域主権」が叫ばれている今、多少のリスクや不確
実性があっても、他の市町村がやっていないことに挑戦す
るという姿勢が必要なのではないでしょうか？

・オンリーワンのまちは、まさにそうした姿勢がなければ創
ることはできません。こうした思いを胸に秘め、「県内初」と
なるテレワークを活かした地域づくりに取り組んでいきた
いと思います。
齋藤淳一郎（栃木県障害福祉課）
E-mail saitouj-yaita@wave.plala.or.jp 22
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