
＜ ワーケーション自治体協議会＞

和歌山県及び長野県が全国の自治体に参加を呼びかけ、ワーケーションの普及促進を目的として令和元年11
月に65自治体により設立。令和3年7月29日時点で195自治体（1道22県172市町村）が参加。会長：和歌山県仁
坂知事、会長代行：長野県阿部知事、監事：鳥取県平井知事。

ワーケーション自治体協議会が、

「令和３年度ワーケーション・コレクティブインパクト（ＷＣＩ）」を開催し、

和歌山県でも官民参加型ワーケーションツアーを実施します。

ワーケーション自治体協議会の事業の一環として、「ワーケーション」という手段を

活用しながらポストコロナ社会を見据え、官民参加型のワーケーションツアーを全国８

道県の地域で実施いたします。

１．主 催：ワーケーション自治体協議会

２．共 催：一般社団法人日本経済団体連合会

公益社団法人日本観光振興協会

一般社団法人日本テレワーク協会

３．後 援：関係省庁（調整中）

４．協 力：株式会社パソナJOB HUB、一般社団法人dialogue

５．内 容：令和３年９月～11月に全国８道県で官民参加型のワーケーションツアーを実施

※詳細は資料参照

「ワーケーション・コレクティブインパクト」

１．日 時：令和３年９月27日（月）～29日（水）

２．場 所：和歌山県田辺市・白浜町

３．テーマ：地域から発信するCX（コーポレートトランスフォーメーション）

※詳細はチラシ参照

和歌山県におけるツアー内容

担当課 情報政策課
担当者 栢木（かやのき）・福岡
電話 073-441-2406(内線2413)

令和３年８月３日

話 題 事 項
令和３年７月２９日

資 料 提 供 済



令和３年度ワーケーション・コレクティブインパクト 事業概要 

 

１ イベントの趣旨・目的 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、日本の社会構造の在り方は大きな転換期を迎

えている。特に、東京一極集中の弊害等が顕在化したことで、特に若者を中心に地方回帰への

関心が高まるなど、都市部と地方との関係性も再定義化が図られようとしている。 

テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、国立公園等、普段の職場とは異なる場所で地

域の魅力に触れながら仕事を行う「ワーケーション」という手段を活用しながら、官民の垣根

を越えて地域の抱える課題を議論し、ポストコロナ社会における各分野のニューノーマルモデ

ルを地域から全国へ発信する。 

 

２ 主催 ワーケーション自治体協議会 

 

３ 共催 一般社団法人日本経済団体連合会 

公益社団法人日本観光振興協会 

一般社団法人日本テレワーク協会 

 

４ 後援 関係省庁（調整中） 

 

５ 協力 株式会社パソナ JOBHUB、一般社団法人 dialogue 

 

６ イベントの概要 

（１）日 程 令和３年９月〜11 月（各地でのイベント日程は別紙１のとおり） 

（２）場 所 全国８道県（別紙１のとおり） 

（３）参加者  国家公務員、地方自治体職員、企業社員から合計約 230 名を想定 

（４）内 容 

以下内容を盛り込んだワーケーションツアー（２泊３日～３泊４日）を各都道府県で実施 

 各テーマ関連施設の視察 

 各テーマに関する地元事業者や有識者の講義及び意見交換等 

 参加者間でのグループディスカッション及びプレゼンテーション 等 

 

７ 必要経費 各都道府県で着地型ツアーを企画し、必要経費を参加費として徴収 

 

８ 添付資料 

 別紙１ 各都道府県におけるイベント詳細 

 別紙２ ツアー募集に係るオンライン説明会の開催について 

以上 

資料 



別紙１

開催地 開催日時（予定）

北海道 令和３年10月12日（火）～15日（金）

長野県 令和３年11月17日（水）～20日（土）

福井県 令和３年10月６日（水）～８日（金）

三重県 令和３年11月（調整中）

滋賀県 令和３年11月（調整中）

和歌山県 令和３年９月27日（月）～29日（水）

鳥取県 令和３年10月19日（火）～22日（金）

岡山県 令和３年11月16日（火）～19日（金）

海女と真珠とアートを育む里海のライフスタイル＠志摩市（仮）

ニューツーリズム（体験・交流型観光）の推進（仮）

地域から発信するCX（コーポレートトランスフォーメーション）

都市人材と地域のつながりを進化させる

JR西日本が展開する観光型MaaS「setowa」とストック（古民家等）を活用した地域づくり

令和３年度 ワーケーション・コレクティブインパクト 各都道府県におけるイベント詳細

テーマタイトル

北海道からニューノーマルな働き方と関係人口の創出・拡大を考える
 ～北海道で「つながる。感じる。生まれる。」～

温泉ワーケーションを通した、出会い・学び・協働の創造

地方の持続可能なまちづくり
～２０２４年春北陸新幹線福井・敦賀開業を見据えて～



WORKATION
COLLECTIVE IMPACT

オンライン説明会（第１回）
日時

令和３年８月26日（木）14:00～15:00

＜お問い合わせ＞
和歌山県企画部企画政策局情報政策課
wwp_info@pref.wakayama.lg.jp
073-441-2406

【主 催】ワーケーション自治体協議会（WAJ）
【申込み】以下のURL（zoom）から視聴のお申し込みをお願いいたします。

https://us04web.zoom.us/webinar/register/WN_6ryEBfDOQZuPG1aV-EODDA

【参加費】無料
【プログラム】
１．Workation Collective Impact 概要説明（10分）
２． 各地域におけるツアー紹介（各10分）

北海道、福井県、和歌山県、鳥取県
３．質疑応答（10分）

【アイデアソン概要】
裏面及び以下URL（日本観光振興協会ページ）をご確認ください。
https://www.nihon-kankou.or.jp/home/topics/1626836689/

令和3年9月〜11月、ワーケーション自治体協議会（WAJ）では、
官民の垣根を越えた地域活性化アイデアソン

「Workation Collective Impact」を全国８カ所で開催します！

イベント参加者募集のために、オンライン説明会を実施します！

長野県、三重県、滋賀県、岡山県のツアー紹介は９月下旬頃の第２回オンライン説明会で紹介予定

別紙２

mailto:wwp_info@pref.wakayama.lg.jp
https://us04web.zoom.us/webinar/register/WN_6ryEBfDOQZuPG1aV-EODDA
https://www.nihon-kankou.or.jp/home/topics/1626836689/


全国各地のテーマ

Workation Collective Impact（官⺠参加型 地域活性化アイデアソン）

対象者 国家公務員／地⽅公務員／⺠間企業社員（それぞれ個⼈／チーム単位のいずれでも可）

⽬ 的 ・各地域が抱えるリアルな課題のインプット
・普段の業務で培った知識やスキルを使ったアウトプットのトレーニング
・これからの社会の舵取りを担う世代でのネットワーキング

場 所 北海道、福井県、⻑野県、三重県、滋賀県、和歌⼭県、岡⼭県、⿃取県

主 催 ワーケーション⾃治体協議会

後 援 関係省庁（調整中）

時 期 令和３年９⽉〜11⽉（11⽉︓ワーケーション⽉間）のうち会場ごとに設定

共 催 （⼀社）⽇本経済団体連合会、（公社）⽇本観光振興協会、（⼀社）テレワーク協会

備 考 各⾃治体でのプログラムは参加者からの参加費により運営

協 ⼒ （株）パソナJOBHUB、（⼀社）dialogue

福井県

北海道

⻑野県

⿃取県

滋賀県

岡⼭県

海⼥と真珠とアートを育む⾥海のライフスタイル＠志摩市（仮）三重県

和歌⼭県 地域から発信するCX（コーポレートトランスフォーメーション）

温泉ワーケーションを通した、出会い・学び・協働の創造

北海道からニューノーマルな働き⽅と関係⼈⼝の創出・拡⼤を考える
〜北海道で「つながる。感じる。⽣まれる。」〜

地⽅の持続可能なまちづくり
〜２０２４年春北陸新幹線福井・敦賀開業を⾒据えて〜

ニューツーリズム（体験・交流型観光）の推進（仮）

都市⼈材と地域のつながりを進化させる

JR⻄⽇本が展開する観光型MaaS「setowa」とストック（古⺠家等）を活⽤した地域づくり

RX（Regional） DX（Digital） SX（Sustainable） WX（Workstyle）

10⽉12⽇（⽕）〜15⽇（⾦）

10⽉6⽇（⽔）〜８⽇（⾦）

11⽉17⽇（⽔）〜20⽇（⼟）

11⽉（調整中）

11⽉（調整中）

9⽉27⽇（⽉）〜29⽇（⽔）

10⽉19⽇（⽕）〜22⽇（⾦）

11⽉16⽇（⽕）〜19⽇（⾦）



和歌山から始める企業変革（CX）

開催日程：2021年9月27日(月)～29日(水) 2泊3日
開催場所：和歌山県 田辺市・白浜町
宿泊施設：東急ハーヴェスト南紀田辺

SHIRAHAMA KEY TERRACE ホテルシーモア
旅行代金：お１人様 59,000円（税込）
募集人数：30名（最少催行人数15名）
添乗員 ：同行
申込締切：2021年9月10日（金）

※和歌山までの往復交通費は含みません。現地集合・現地解散となります。
※プログラム中の宿泊・現地交通・体験・飲食・ワークプレイス利用料金を含みます。
※食事は朝２食、昼１食を含みます。

夕食は任意参加の意見交換会を別途準備しています。

Workation Collective Impact
官民参加型 和歌山ワーケーション

日本におけるワーケーション発祥の地であり、ワーケーションの聖地の1つと言われる和歌山で、本気の企業
変革・組織変革に向けたリアル・コレクティブ・インパクト。ブームとなってるワーケーションが今後普及するかは
日本企業や官庁・自治体が本気の組織変革に取り組めるかにかかっています。豪華講師陣と共にワー
ケーションの本質を考察・体感して、個人・企業・地域がイノベーションを起こすアクションを始めましょう！

特 別 講 師

早稲田大学大学院
経営管理研究科

教授
入山 章栄 氏

日本共創プラットフォーム
代表取締役社長

兼 IGPIグループ会長
冨山 和彦 氏

ユニリーバ・ジャパン
取締役 人事総務本部長

Team WAA! オーガナイザー
島田 由香 氏

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、ご確認の上お申込みください（この募集広告は、旅行業法第12条の４に定めた「取引条件説明書面」に一部です）

お申込み：南紀白浜エアポート（紀伊トラベル） Email：travel@nsap.co.jp
①氏名、②所属、③役職、④Email、⑤電話番号を添えてメールにてお申込みください。



9/27
（月）

プログラム概要

14:00～18:00 企業変革ワークショップ「どうすれば企業変革は起こせるのか？」
講演：冨山氏、島田氏、入山氏＋グループワーク・特別講師による講評

18:00～19:00 ホテルチェックイン（宿泊：東急ハーヴェスト南紀田辺）
19:00～ 意見交換会（和歌山ご当地スペシャル御膳）※任意参加

9/28
（火） 9:00～12:00 ワーケーションワークショップ「ワーケーションの本質と意義」

講演：和歌山進出企業キーパーソンほか＋グループワーク・講評
12:00～13:00 和歌山まぐろ三昧ランチ（特別まぐろ解体ショー付き）
13:00～15:00 ワーケーションオフィス・ワーケーション実践企業の視察
15:00～17:00 アドベンチャーワールド視察「ワーケーションスポットを探せ！」
17:30～18:30 ホテルチェックイン（宿泊：SHIRAHAMA KEY TERRACE ホテルシーモア）
18:30～21:00 意見交換会（オーシャンビューBBQ）※任意参加

9/29
（水） 9:00～12:00 ワーケーション体験（地域内ワーケーションスポット）

12:00 解散

【お申込のご案内】
お申し込みの際は必ず募集型企画旅行条件書 （全文）をお読みください。

1.募集型企画旅行契約
この旅行は(株)南紀白浜エアポート（和歌山県西牟婁郡白浜町才野1622番地
の125 和歌山県知事登録旅行業第2-317号）が企画する旅行でありこの旅
行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（旅行契約）を締結する事
となります。又ご旅行条件書は申込時にお渡しするご旅行条件書によります。
（写真はすべてイメージです。）

2.旅行のお申込みと契約の成立
氏名、所属、役職、Email、電話番号を添えてメール（travel@nsap.co.jp）
にてお申込みください。

3.旅行代金のお支払い
旅行代金は当社が別に定める日までにお支払いいただきます。取消料、違約料
および追加料金が発生した場合はそれをお支払いいただきます。

4.お申込金（おひとり様）

5.取消料
お客様は次の取消料をお支払い頂くことで、いつでも旅行契約を解除することができます。

旅行企画・実施/お問合せ
和歌山県知事登録 旅行業 第2-317号 （一社）全国旅行業協会正会員

株式会社南紀白浜エアポート（紀伊トラベル）
和歌山県西牟婁郡白浜町才野1622番地の125

TEL：0739-42-2352 Email：travel@nsap.co.jp
営業時間：9時～17時30分（土日祝休み）

旅行代金 お申込金

５９,000円 旅行代金全額

キャンセル料規定（募集型企画旅行）

旅行契約の解除日 取消料（おひとり様）

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

①21日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあっては１１日目）

無料

②20日目にあたる日以降の解除
（日帰り旅行にあっては10日目）（③～⑥を除

く）

旅行代金の20％

③7日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の30％

④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

➄旅行当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の50％

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

※利用施設や旅程は一部変更になる場合があります。

ワーケーション施設見学 ワーケーション体験アドベンチャーワールド視察 ワーケーションホテル宿泊

プログラムイメージ


