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件 名 【県内初】「ワーケーション自治体協議会（ＷＡＪ）」への新規加入について 

 

このたび、長門市は「ワーケーション自治体協議会（通称：ワーケーション・アライア

ンス・ジャパン／会長：和歌山県知事 仁坂吉伸）」に加盟しましたのでお知らせします。

なお、「ワーケーション自治体協議会」には、9 月 23 日現在、全国 110 自治体の加入（別

紙参照）があり、本市の加入は山口県内自治体で初となります。 

 

１）ワーケーション自治体協議会とは 

政府は、新型コロナウイルスの影響により多くの人がこれまでとは違った生活を余儀な

くされるなか、新たな旅行の形態として、ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み

合わせた「ワーケーション」の推進を提唱しているところです。 

自治体同士の連携も進み、令和元年 11月には、この「ワーケーション」が新しい社会の

実現に資する取組であるという認識で一致した関係自治体により、全国的な普及促進を図

るため、「ワーケーション自治体協議会」が設立されています。 

 

２）本市のワーケーションへの取組 

8月 27日に締結しました日本航空株式会社との連携協定における具体的取組のひとつと

して「ワーケーション」を含めた新たなツーリズム開発を掲げているところであり、域外

からの交流人口・関係人口の拡大と滞在の長期化による地域経済の振興に向けた施策の一

つとして「ワーケーション」の受け入れを推進していくことにしています。 

上記「ワーケーション自治体協議会」では、全国の道府県市町村自治体が参加して活発

に取組事例発表や意見交換が行われており、先進的な取組を通じての自治体間連携が期待

できることから、加入することといたしました。    

 

 

ワーケーションとは 

「ワーク」（仕事）と「バケーション」（休暇）を組み合わせた造語で、会社員などが、休暇など

で滞在している観光地や帰省先などで働くこと。仕事と休暇を両立させる働き方として注目されて

いる。例えば、普段働いている職場を離れて、通信環境が整った観光地などで、休暇を取りながら

リモートワーク（遠隔勤務）をする働き方が、ワーケーションにあたる。企業などがリゾート地に

拠点を設け、従業員が働きながら休暇を取る形式も含まれる。従業員側にとっては、普段と異なる

環境で心身を休めながら仕事ができる。家族や友人らと過ごす時間が増やせる、繁忙期を避けて、

安価に移動できるといったメリットがあり、企業側にとっては、従業員が有給休暇を取りやすくな

り、有給休暇の取得率向上につながるなどのメリットがある。滞在先の地域からも、域外との交流

人口の増加や、滞在の長期化による地元の経済振興につながるとして、期待されている。 

 



1 37 石川県 小松市 74 和歌山県 和歌山市

2 38 能登町 75 御坊市

3 39 福井県 福井市 76 田辺市

4 40 鯖江市 77 新宮市

5 41 山梨県 甲州市 78 紀の川市

6 42 長野県 長野市 79 かつらぎ町

7 43 松本市 80 高野町

8 44 上田市 81 有田川町

9 45 岡谷市 82 印南町

10 46 諏訪市 83 みなべ町

11 47 小諸市 84 白浜町

12 48 伊那市 85 那智勝浦町

13 49 駒ケ根市 86 串本町

14 北海道 北見市 50 中野市 87 鳥取県 鳥取市

15 富良野市 51 飯山市 88 倉吉市

16 ニセコ町 52 茅野市 89 境港市

17 倶知安町 53 塩尻市 90 八頭町

18 上川町 54 佐久市 91 琴浦町

19 中頓別町 55 千曲市 92 北栄町

20 斜里町 56 安曇野市 93 日吉津村

21 岩手県 八幡平市 57 軽井沢町 94 大山町

22 秋田県 湯沢市 58 御代田町 95 南部町

23 にかほ市 59 立科町 96 伯耆町

24 山形県 鶴岡市 60 下諏訪町 97 広島県 呉市

25 福島県 磐梯町 61 富士見町 98 福山市

26 栃木県 那珂川町 62 山ノ内町 99 三次市

27 埼玉県 横瀬町 63 信濃町 100 山口県 長門市

28 小鹿野町 64 飯綱町 101 福岡県 うきは市

29 千葉県 銚子市 65 原村 102 那珂川市

30 南房総市 66 白馬村 103 長崎県 佐世保市

31 東京都 新島村 67 岐阜県 郡上市 104 五島市

32 神奈川県 鎌倉市 68 静岡県 静岡市 105 鹿児島県 錦江町

33 逗子市 69 下田市 106 南大隅町

34 新潟県 糸魚川市 70 南伊豆町 107 徳之島町

35 妙高市 71 三重県 志摩市 108 伊仙町

36 湯沢町 72 京都府 舞鶴市 109 沖縄県 名護市

73 兵庫県 新温泉町 110 宮古島市
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