
関係⼈⼝創出による移住促進事業の
ご提案
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移住定住、関係⼈⼝創出における
課題の整理と必要な施策について



⾃治体様が抱える課題の整理
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⾃治体様の抱える課題

①移住定住⼈⼝を増やすことで、過疎化を避けたい

②認知度を上げることで、関係⼈⼝を創出したいが、
どのような層にどんな情報提供をすればいいのかわからない。

③コワーキングスペース、ワーケーション施設を増やす施策をするも、
地元の⼈のみの活⽤で留まり、県外の⽅々には使ってもらえていない。

④GoTOやワーケーションモニターツアーを実施するも、
「安く（無料）で観光をしたい⼈」のみしか集まらず、
結果として関係⼈⼝の創出には繋がっていない。

→特に最近、③、④の課題については多くの⾃治体様から相談をお受けしています。

関係⼈⼝創出、移住定住促進を⽬的としたプロモーションを実施するも、
⼀過性の効果で終わってしまう。



関係⼈⼝創出/移住定住促進の為に必要な施策

認知 興味関⼼ 現地に
来てもらう ファン化

３

移住

・移住潜在ニーズが⾼そうな層に対して情報発信をすること
・単なる観光ではなく、地域と深い関係を築くことができるイベント・
プロモーションの実施

■施策のポイント

移住は⼈々にとってハードル
が⾼いものなので闇雲にマス
へ向けた広報をするのはNG。
⼤切なのは如何に移住潜在
ニーズが⾼い層に向けて情報
を発信するか。

POINT① POINT②
⾏って楽しかったで終わって
しまうような観光プロモー
ション的アプローチはNG。
⼤切なのは地域と深い関係を
築くことができる施策にする
こと。

■必要な施策

移住までの流れ

では、どのような⼈が移住ニーズ潜在層にあたるのか︖ 次ページ
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ターゲット選定



重点ターゲットの選定

都市圏で働くビジネスマンをターゲットに訴求。
その中でも移住ニーズ潜在である可能性が⾼く、深い関係性を築きやすい
「関東圏都⼼部に拠点があるワーケーションに関⼼が⾼い、もしくはワーケー
ションを積極的に実施している企業」を重点ターゲットに選定。

５

②ワーケーションをしているビジネスマンは移住を視野に⼊れている⼈が多い

③ワーケーションをしているビジネスマンは何度も来てくれる可能性が⾼い
（観光客ではなく地域パートナーとして⾃分を位置付けしている）

①関東圏都⼼部の２０〜３０代は地⽅移住に興味を持っている⼈が多い

重点ターゲット選定理由



重点ターゲットの選定理由①

６

関東圏都⼼部のビジネスパーソン（２０〜３０代）は
地⽅移住に興味を持っている⼈が多い

株式会社トラストバンクが東京在住者を対象に実施した調査によると、
20代、30代の回答者の半数以上が「地⽅移住に関⼼がある」と答えている（図1）
さらに、関⼼があるだけでなく、20代の16.3％、30代の12.2％が地⽅移住を
「現在検討している」と回答しており、移住意向が⾼いことが窺える。



重点ターゲットの選定理由②

７

ワーケーションをしているビジネスマンは
移住を視野に⼊れている⼈が多い

弊社が運営するワーケーション施設予約サイト「Komforta Workation」のユーザーが
ワーケーションをした地に移住をした実績がサービス開始間もないですが上がってきて
います。

これは、ワーケーションをするような「移動にハードルをあまり感じていない⼈々」が
観光ではなく、「ワーケーションをすること」によってその地の地域⽂化に深く触れ、
魅⼒を実感したことによる結果です。

Komforta Workationとは︖
仕事に集中できる、地域の魅⼒を楽しめる、新しい⼈とつながれるワーケーション施設の
検索・予約サイトです。
より地域に密着した/地域の魅⼒溢れるこだわりの施設を掲載していることが特徴です。

■事例紹介（⼀例）

会社のチームで鎌倉へワーケーションを数回したことをきっかけに移住を検討。
会社がリモートワーク中⼼の働き⽅であることもあり、移住を決定。
ワーケーションを活かして、空いた時間で地域を訪れたり、ワーケーション施設
オーナーに相談したりと、ワーケーションが地域に愛着を深めるきっかけに。

鎌倉市に移住
Aさん

（20代⼥性）

すさみ町と東京の２拠点居住
Bさん

（30代⼥性）

１ヶ⽉和歌⼭県すさみ町のSUSAMI LIFE HOUSEに滞在。
すさみ町を気に⼊り３ヶ⽉に1度のペースですさみ町訪問。
現在はすさみ町と東京で２拠点居住をしながら物件を模索中。



重点ターゲットの選定理由③

８

ワーケーションをしているビジネスマンは何度も来てくれる可能性が⾼い
（観光客ではなく地域パートナーとして⾃分を位置付けしている）

Komforta Workationの利⽤顧客データを確認したところ、
お客様の３０%以上がリピート顧客になっている施設様も多く存在しています。
この結果からも、ワーケーションをしているビジネスマンは地域に何度も⾜を運んでくれ
る可能性が⾼いと⾔えます。

■施設のリピート率データ（⼀例）

鎌倉市 旅⾳（⽯川県 ⾦沢市）ThinkSpace鎌倉（神奈川県 鎌倉市）

✔利⽤者のうち33％がリピート利⽤
✔予約数のうち42%がリピート予約

✔利⽤者のうち34％がリピート利⽤
✔予約数のうち33%がリピート予約

都内
近郊
施設

遠⽅
施設

地域の産業振興に
も期待できます



９

ご提案内容



ご提案内容

現在、抱えている課題解決のために下記２点の施策をすべきと考えます。

①ターゲットである
「関東圏都⼼部に拠点があるワーケーションに関⼼が⾼い、
もしくはワーケーションを積極的に実施している企業」
にリーチできるようなPR

②地域特有のワーケーションの有⽤性を⽰すことで、
「１度この場でワーケーションをしたい」、
「また来たい」という気持ちを醸成できる
イベント/情報発信の実施

１０



⽬的達成のためにするべき施策①

①ターゲットである「関東圏都⼼部に拠点があるワーケーションに関⼼が⾼い、もしくはワーケーショ
ンを積極的に実施している企業」にリーチできるようなPR

Komforta Workationサービスを活⽤した告知をご提案します。
おすすめ理由① おすすめ理由②

ワーケーション業界で
法⼈向けサブスクビジネスに注⼒

本事業のターゲット層に
効率的にリーチできる

サービス開始当初より、法⼈向けに
サービス展開を⾏なってきたため、
告知関連はもちろん、ノウハウを活
かした事業のサポートが可能です。

B to B事業を収益の柱としてい
るため、ビジネスマンをター
ゲットとした事業のサポートは
得意分野です。

KomfortaWorkationの

法⼈会員約2,900名と、
KomfortaWorkationが連携している、
約250社以上のワーケーションなど
新たな働き⽅に興味がある企業⼈のコ
ミュニティ（Lirk）に向けて、
各種情報発信を⾏うことができます。

１１



補⾜）Komforta Workationとは︖
Komforta Workationは、
全国のワーケーション施設の予約プラットフォームです

我々は、Workationを「Work × Vacation」とは捉えておりません。
Komforta Workationでは、Workationを再定義し、
Workation ＝「 Work × Location × Connection 」としています。
利⽤者の⽅が「仕事に集中」でき、「地域の刺激」を受けることができ、
「新たな出会いを創出」できるような施設を厳選し掲載しております。

全国で厳選した
約100施設を
現在掲載中
※毎週施設増加中

１２



ワーケーションなど新しい働き⽅、
暮らし⽅を創ることを⽬的に
２０２０年１１⽉に⽴ち上がり、
現在２５０社以上が参画

補⾜）Lirkとは︖

新たな働き⽅を実践する組織として現在活動中。
コミュニティに参加しているメンバーが⾃らワーケーションの企画を
したりと、新たな働き⽅に興味関⼼の⾼い能動的なビジネスパーソン
が多数参画しています。
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補⾜）Lirk活動イベント紹介
⽇帰り鎌倉ワーケーション体験

＠ThinkSpace鎌倉

12:00 稲村ヶ崎駅集合(希望者のみ)

12:10 昼⾷(希望者のみ)

13:00 チェックイン＠ThinkSpace鎌倉

テーマ① サロン起点テーマ 1時間
テーマ② 個⼈起点テーマ 1時間

15:00 各個⼈ワーク

16:00 情報シェア

17:00 解散(延⻑利⽤可能)

鎌倉の施設
「 ThinkSpace鎌倉」
にて右記タイムスケ
ジュールに沿ってワー
ケーション体験を実施。
メンバー間での情報共有
やワークショップを実
施。
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LirKメンバー共創ワーケーション＠⾦沢

LirK内で参加呼びかけ、合計10社でワーケーション体験を実施。
2020年11⽉17⽇〜19⽇の2泊3⽇で開催し、企業間交流や地域体験を⾏った。
地元メディアもこの企画（呼びかけ）に強い関⼼を持ち、多くのメディアに取り上げていただきました︕



⽬的達成のためにするべき施策②

②地域特有のワーケーションの有⽤性を⽰すことで、「１度この場でワーケーションをしたい」、
「また来たい」という気持ちを醸成できる情報発信

ワーケーション、ハイブリッドワークの最前線を切り開いている弊社村松が、
イベント登壇により魅⼒発信のサポートをいたします

１６

株式会社スカラパートナーズ 共創事業部⻑

経歴）
⼤学卒業後、⼤⼿⾷品メーカーで
グローバル⼈事セクションを⽴ち上げ、経営企画、Ｍ＆Ａ
マネージャーを経て、中堅製薬会社の海外事業開発Director、
戦略コンサルティングファームの取締役を経験。

・⾄善館⼤学院MBA（2020年卒、⼀期⽣）
・社会保険労務⼠資格保有

現在は株式会社スカラパートナーズ 共創事業部⻑として
ワーケーション事業を推進。
ワーケーション業界で、様々な業界の専⾨家との対談実績や、
２０を超えるワーケーション関連セミナーの登壇実績。

講演例（今後実施も含む）
・全国地銀協会様
・MTDDC Meetup Tokyo 2021
・鎌倉ワーケーションweek
・秩⽗市委託事業 など



プロモーション案

①特設サイトの作成
『地域特集ページ』としてKomfortaWorkation上
に特集ページを開設、地域の魅⼒紹介や
モニターツアーの申込フォームを設置します。

②SNSでの情報発信
KomfortaWorkationで管理運営するSNSを通じて
ワーケーション体験の発信を⾏います。

Facebookでの発信（フォロワー︓約46,500⼈）

認知拡⼤、興味・関⼼、トライアル・検討、ファン化すべてのフローの受け⽫

認知拡⼤のため、ビジュアルや具体性で惹きつける １７

認知 興味関⼼ 現地に
来てもらう ファン化 移住

ワーケーションをしているビジネスパーソンを狙った情報発信



プロモーション案

③KomfortaWorkation法⼈会員/企業⼈コミュニティでの発信
KomfortaWorkationの法⼈会員約2,900名と、
KomfortaWorkationが運営に携わる、250名以上の
ワーケーションに興味がある企業⼈の集まるコミュニティ
に向けて、各種情報発信を⾏う。

また、企画段階から会員の協⼒の元、ブレストやアイディ
エーションの場を設けることで、本当に求められる
ワーケーション体験を共創していく。

④ワーケーションオンラインセミナーの開催
ワーケーション特集オンラインセミナーを開催。

現地でのワーケーション体験について
実際の体験談も交えながら、「どんな体験ができる
のか」「どんなことが魅⼒なのか」をPR。
モニターツアーの直接の集客につなげる。

コアターゲット層に近いコミュニティに向けての認知拡⼤と、顧客のインサイトの情報収集

ターゲットと直接触れる機会を作ることで、具体的な興味・関⼼につなげやすくする １８

認知 興味関⼼ 現地に
来てもらう ファン化 移住

ワーケーションをしているビジネスパーソンを狙った情報発信



参考価格

１９

項⽬ 詳細 ⾦額

① 特設サイトの作成、
KomfortaWorkationへの掲載

特設LP制作・掲載費 等
（3ヶ⽉を想定） 250,000

② SNSでの情報発信 KomfortaFacebook/Instagramでの情報発信 50,000

③ 法⼈会員/企業⼈コミュ
ニティへの発信、企画共創

KomfortaWorkation法⼈会員/
企業⼈コミュニティLirKへのPRと集客 等 100,000

④ ワーケーションオンライン
セミナーの実施 セミナー集客、講師料、運営 等 300,000

その
他

全体企画調整費
（全体⾦額の１０%）

打合せ費⽤、コーディネート費、
アドバイザリー費 等 70,000

合計⾦額 770,000

下記は想定価格になります。
実施する内容によって異なりますので、
プロモーション内容や⾦額の調整は別途で実施できればと思います。



事業全体像

SNSでの発信

体験記
インタビュー記事

企業⼈
コミュニティへの

発信

ワーケーション
セミナーの開催

認知 興味関⼼ 現地に来てもらう ファン化

『ワーケーション』特設ページの公開

継続的な
施設利⽤

KomfortaWorka*on上でPR
/法⼈会員へのPR

外部コミュニティ
を活⽤したPR

現地での
ビジネスプログラム

２０

認知からファン化までを⼀気通貫でサポート致します︕

※追加料⾦がかかります
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追加施策のご案内
〜現地でのビジネスパーソン向けイベントの開催〜



プロモーション案

ビジネスパーソンを誘致し、現地で地域との連携プログラムを実施
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こちらは追加費⽤が必要です。
追加費⽤ 約100万円〜設計可能です

都⼼のビジネスパーソンとのビジネスプログラム（現地開催）
KomfortaWorkationの法⼈会員や利⽤顧客を地域に誘致し、現地で
ビジネスイベント、交流会を開催。現地でのビジネスマッチングや、
交流により以降の継続的な訪問に繋げる。

1⽇⽬ 2⽇⽬ 3⽇⽬
7:00

8:00

10:00

12:00

15:00

17:00

18:00

集合

オープニング
イベント

チェックイン
各⾃ワーク

懇親会

朝活プログラム

各⾃ワーク 各⾃ワーク

地域連携
プログラム

各⾃ワーク

クロージング
イベント

各⾃ワーク

地域の⼈との昼⾷会

地⽅×都市の
オープンイノベーション推進に

も有効です︕


