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新型コロナを踏まえた農泊へのニーズ（農泊関係アンケート）
○ 令和２年６月に、東京、大阪、名古屋の在住者1,000人を対象に行われた調査によると、コロナの影響下において、

60%の人が三密を避け開放的な農山漁村への旅行を希望。特に20代・30代ではその傾向が顕著であり、約70%が
農山漁村への旅行を希望。

○ 近隣への旅行(マイクロツーリズム)やワーケーション、リモートワークの目的地としても農泊へのニーズが高まっている。
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地域の魅力を再発見できる近隣の旅行先

ワーケーション・テレワーク・リモートワーク先としての滞在
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農山漁村地域で泊まりたい宿泊施設

Ｗithコロナ期における農山漁村地域への旅行意欲

新しい生活様式を踏まえた農山漁村地域への旅行目的

Ｗithコロナ期における農山漁村地域への旅行意欲（年齢別）

調査概要

調査者 ：株式会社 百戦錬磨

調査日 ：令和２年６月25日

調査対象：東京23区、大阪市、名古屋市の在住者1,000人
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調査手法 ：インターネットアンケート調査

N=1000 N=1000

古民家/一棟貸/貸別荘/コテージ地域の魅力を再発見できる近隣の旅行先
（マイクロツーリズム）

※（株）百戦錬磨のホームページより引用 １



○ワーケーション実施場所として、農山漁村に魅力を感じている企業は34.5%にのぼる
○農山漁村の地域資源としては、自然・景観を楽しむ、密でない自然・空間、食材や郷土食体験に高い魅力を感じている

企業活動としてのワーケーション
実施場所としての農山漁村の魅力

■魅力を感じる ■魅力を感じない ■わからない

農山漁村の地域資源としての魅力

■:大変魅力に感じる ■:魅力に感じる ■:魅力に感じることもある
■:魅力にあまり感じない ■:魅力に全く感じない

34.5％

58.6％

6.9％

自然や景観を楽しむアクティビティ

農山漁村を支援するボランティア
活動（雪下ろし、草刈り等）

地域の歴史や文化の学習やフィー
ルド（地元学）

野菜や果物の直売所の利用

地元の人たちとの交流会

遊休地や廃校・古民家などの遊休
資源を再生する活動

地元の伝統芸能や地域文化体験

山村や漁村の暮らしの体験

新鮮な食材や郷土食体験

密でない自然・空間

農林漁業体験

企業活動としてのワーケー
ション実施場所として魅力
を感じる （34.5％）

ワーケーションの実施場所としての農山漁村（農泊アンケート）

出典：JTB 企業におけるワーケーション実施に関する意識調査

調査者 ：株式会社 JTB

調査手法：インターネットアンケート調査

調査対象：首都圏の大手企業２９社（部門）

調査期間：2020年9月14日～10月8日

調査概要
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農泊地域におけるワーケーション事例（令和２年度実績）

・空き別荘を民泊に活用、無線LANやリビング等を完備
・コロナ禍の中で、ワーケーション目的で6組(計340人泊）が滞在(R2年4月～R2年8月）
・宿泊者は、長期滞在し、余暇を楽しみつつ、リモートワークを実施

宿泊者（居住地） 宿泊人数 属性 宿泊日数 延べ宿泊者数

邦人（東京） 大人３名 職場同僚 30日 90人泊

外国人（東京） 大人5名 家族 27日 135人泊

邦人（千葉） 大人2名 夫婦 14日 28人泊

外国人（東京） 大人2名、子供2名 家族 12日 48人泊

邦人（東京） 大人2名、子供1名 家族 7日 21人泊

外国人（東京） 大人2名、子供1名 家族 6日 18人泊
（計340人泊）

リモートワークの様子空き別荘を民泊に活用

ダイニングキッチン リビング

地域活性化のためのアプリ開発に取り組むチームが訪問。
協議会が自然体験、郷土料理体験など提供。（４人、２泊、

定期的に予約あり）

自然体験郷土料理体験

建築・広告関係企業等が会議と福利厚生の一環で、古民家
コワーキング施設（flatformUKIHA）で会議後、古民家宿を
利用。余暇で地元産バーベキューやカヌーを体験。（11人、
1泊）

地元産バーベキュー会議状況 カヌー体験

宮城県＜蔵王農泊振興協議会＞

長崎県＜雪浦ニューツーリズム協議会＞ 福岡県＜うきは福富古民家まちづくり協議会＞
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農村体験によるストレス軽減等の効果（効果実証し、企業向けのプロモーションに活用を想定）
（JTB調査・資料より）
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テレワーク等に係る中央省庁職員の意向等

〇 職員の約６割が今後も引き続きテレワークを実施したいとの結果であり、さらに若い世代を中心にワーケーション
も含め約４割の職員は地方勤務に前向き。

〇 作業別の可能率は、「情報収集・分析」「資料作成」で高い一方、「契約・決裁事務」は最も低い。
「説明・相談、会議対応は、相手によって実施可否に大きな差が見られた。

政府関係機関移転に関する有識者懇談会（第４回）より抜粋
（令和３年４月14日 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）
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ワーケーションに係る企業等における課題

○地方創生テレワーク推進に向けた検討会議（第１回）［資料2-1 事務局説明資料より抜粋］
（令和２年12月９日 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）

「地方創生テレワークを実現するうえでの課題 －企業－」から抜粋
（主な課題事例）
●社内外の労務環境等の制度の未整備（移住を許可・推進する働き方の未導入等）
・地方創生テレワークが認められておらず、対応する社内制度になっていないという声をよく聞く。（情報通信業）
・通勤手当や労災等に関する社内制度について、参考となる先進事例や目安が必要。（製造業）

○「新たな旅のスタイル」に関する検討委員会（第１回）［資料3 概要説明資料より抜粋］
（令和２年10月23日 観光庁）

「２．実態調査（企業向けアンケート）」から抜粋
導 入 課 題
 ワーケーションの導入課題に適用部署や従業員が限定的で不公平感が生じる(42.1%))ほか、セキュリティ対策、

人事労務管理、マネジメント等が挙げられている。これらの課題が解決できるとワーケーションの普及が加速
することに繋がっていくものと考えられる。

６

○政府関係機関移転に関する有識者懇談会（第４回）［資料2-1 中央省庁職員による地方勤務推進
検討調査について より抜粋］（令和３年４月14日 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）

「地方勤務の先行事例に関するヒアリング調査」から抜粋
［ 課題 ］地方勤務実施・定着の課題
 部下の勤怠管理・メンタル管理がしづらい。（民間企業）
 地方のサテライトオフィスでの勤務は出張扱いであり、旅費負担が深刻。（民間企業）



○仕事に必要な環境整備
Wi-Fi対応、机、椅子等のオフィス環境
整備、アクリル板等のコロナ対策 等

○ワーケーションに係る情報発信
企業等向けのプロモーション、ワーケー
ションプラン開発 等

定額 （上限200万円）

○ ストレスフリーな環境整備
Wi-Fi、キャッシュレス、多言語対応、トイ
レの洋式化 等

○ 観光コンテンツの高付加価値化
インバウンド向け食事メニュー、体験プロ
グラムの開発 等

ワーケーションに対応した支援制度①（農泊地域高度化促進事業）

Wi-Fi環境整備
地域統一メニュー化

農業遺産や農村景観を活用したプログラム開発

①インバウンド対応 ②高付加価値対応（食・景観） ③ワーケーション対応

○ 農泊推進事業を実施し完了した地域を対象に農泊の経営を高度化し、コンテンツの高付加価値化を図る
○ ①インバウンド対応 ②高付加価値対応（食・景観） ③ワーケーション対応 から選んで実施。また、②と③
は併せて行うことも可能（①又はそれ以外（②、③）のいずれかを実施可能）

概
要

支
援
対
象

事
業
期
間

支
援
額
・

インバウンド対応の取組への支援

外国語対応HP作成

食や景観を活用したコンテンツの
高付加価値化を図る取組への支援

(1)食を活かしたコンテンツ開発
地元食材を活用した商品開発、地域の食文
化を活かした体験プログラム開発 等

(2) 景観を活かしたコンテンツ開発
農村景観や農業遺産等を活用したプログラム
開発、自転車の導入、案内板の設置 等

交付率 1/2 (※)

ワーケーション対応の取組への支援

机・椅子等の
オフィス環境整備

Wi-Fi環境整備

交付率 1/2 (※)
※ 「食」「景観」「ワーケーション」のうち、一つのみ実施の場合は上限100万円（国費） 、

二つ以上実施の場合は上限150万円（国費）

１年間又は２年間（地域の実情に応じた期間を選択）

余暇活動（農業体験）トイレの洋式化 インバウンド向け
体験プログラム開発

コロナ対策（アクリル板）

豊かな食文化等をPR

[New] [New]
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ワーケーションに対応した支援制度②（施設整備事業との組み合わせ）
○ 高度化促進事業の ①インバウンド対応 ②高付加価値対応（食・景観） ③ワーケーション対応 のうち、

②と③は併せて実施することが可能
○ さらに、①、②、③のいずれも施設整備事業（ハード事業）と組み合わせて実施することも可能

コロナを踏まえて泊食分離を図りつつ、
非接触型のコンテンツを開発したい！

コロナ期のニーズを獲得するため、ワーケーション
受入にも対応できる宿泊施設を整備したい！

一棟貸し宿泊施設の整備（ハード）

地元食材を活用した宅配用メニューの開発（ソフト）

【ハード】
施設整備事業を活用
【補助】 交付率1/2 
上限5,000万円（国費）
（遊休施設の改修の場合）

【ソフト】
高度化事業
(高付加価値
対応:食)を活用

【ソフト】
高度化事業(高付加価値
対応:景観)を活用
【補助】 交付率1/2 

【補助】 交付率1/2

農業遺産を楽しむサイクリングプログラムの開発（ソフト）

計5,150万円(ハード5,000万円 ソフト150万円)を支援可能

ワーケーション受け入れに必要な施設改修（ハード）

ワーケーションに必要なWi-Fi等の環境整備（ソフト）

【ハード】
施設整備事業を活用

【補助】
交付率1/2 上限5,000万円（国費）

（遊休施設の改修の場合）

【ソフト】
高度化事業(ワーケーション対応)を活用

【補助】
交付率1/2 上限100万円（国費）

計5,100万円(ハード5,000万円 ソフト100万円)を支援可能

オフィススペース内の環境整備

一棟貸しのコテージを整備

試作会の開催 宅配弁当の開発

ガイドマップ作成プログラム開発

Wi-Fi環境整備 机・椅子等の
オフィス環境整備

コロナ対策（アクリル板）

遊休施設の改修 共有オフィススペース 玄関の切り分け

A地域の事例 B地域の事例

２つセットで
上限150万円

（国費）
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