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活況呈する徳島県のサテライトオフィス
〜課題と可能性〜

専務理事　荒木光二郎
研究員　　井上郷平

要　旨

１．�　徳島県におけるサテライトオフィスの新規開設の動きが最近一段と加速している。これは、に

し阿波地区（三好市・美馬市・つるぎ町・東みよし町）で総務省の「おためしサテライトオフィス」

プロジェクトが実施され新規開設数が大幅に増加したことやサテライトオフィスの開設地域に広

がりがみられていることなどによるものである。

２．�　サテライトオフィスが集積している神山町、美波町、にし阿波地区のサテライトオフィス開設

を支えた要因には共通点（全国屈指のブロードバンド環境、県のサポートなど）もあるが、異なっ

ている点が多い。各地域でサテライトオフィスはユニークな発展を遂げた。

３．�　神山町ではＮＰＯ法人グリーンバレーがサテライトオフィス開設に大きな役割を果たしている。

神山町には映像作家、デザイナー、ＩＴ技術者といった「クリエイティブ」な職種の人が集まっ

てきている。また、厚生労働省認定の求職者支援訓練として行われている神山塾は、同町にとっ

て貴重な若者の供給源となっている。

４．�　美波町では、ＩＴ企業の社長が設立したあわえと美波町が協力しながらサテライトオフィス誘

致を行っている。サテライトオフィス開設企業の中にＩＴ系企業が多いことが特徴である。また、

海陽町でもサテライトオフィス開設が活発化してきている。

５．�　三好市、美馬市でサテライトオフィスが開設されているにし阿波地区では、国や自治体という

行政の施策がサテライトオフィス集積の大きな推進力となっている。業種はクライアント企業サ

ポート業務、コールセンター業務、旅行代理店業務など、さまざまである。

６．�　サテライトオフィス開設の効果は、企業や従業員側からみると、優秀な人材の確保、地方で働

くことを希望する若者の受け皿、創造性の発揮である。一方、地域の側では、今や雇用創出効果

が無視できない規模となっているほか、若者の移住等による地域活性化や街の景観と地域ブラン

ドの向上など、さまざまな効果が発生している。

７．�　徳島県はサテライトオフィス誘致について、他県にはない強みを有している。また、サテライ

トオフィス開設が地域に及ぼす効果は大きい。急速な過疎化が進む徳島県にとって、今後ともサ

テライトオフィスの集積を着実に進めるとともに、サテライトオフィス開設企業、地元企業およ

び住民間の交流や連携を一段と促進する仕組みを作ることを通じてサテライトオフィス開設の効

果を最大化することが、重要な課題である。
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はじめに

　全国から先進事例として注目を集め続けてい
る、徳島県におけるサテライトオフィス※1 開設
の動きが最近一段と加速している。
　サテライトオフィスの新規開設数の推移をみ
ると、2010 年 10 月の神山町における、Ｓａｎｓａｎ
の開設を皮切りに 2013 年にかけて増加し、ブー
ムの様相を呈したが、2014 年、2015 年と 2年続
けて減少し、ブームは沈静化したかに見えた。
しかし、2016 年には大幅な増加に転じ、2017 年
には過去最高の 14 社を記録した（図表 1）。サ
テライトオフィスが集積している地域は、神山
町、美波町、にし阿波地区（三好市・美馬市・つ
るぎ町・東みよし町）の 3地域であるが、美波町
で毎年コンスタントに新規開設される中、2016
年は神山町で、2017 年はにし阿波地区で新規開
設数が増加した。特に2017年のにし阿波地区は
2016～2017年度に総務省の「おためしサテライ
トオフィス」プロジェクトが実施されたことか
ら、大幅な増加となっている。また、最近では
海陽町など上記 3地域以外での開設も増加して
おり、開設地域に広がりがみられる。
　サテライトオフィスの集積が進むにつれて、

サテライトオフィスが地域に及ぼす効果も次第
に大きくなってきている。当初はサテライトオ
フィスが開設されても交流人口の増加程度しか
期待できないとみられていたが、過疎化が進む
地域にとっては今や雇用創出効果も無視できな
い大きさになっている。加えて、若者の移住な
どによる地域活性化、街の景観と地域ブランド
の向上、サテライトオフィス企業による地域の
課題解決の取組みの動きなど、さまざまな効果
が地域にもたらされている。サテライトオフィ
スと地元自治体、企業、住民との交流や連携を
一段と促進する仕組みを作ることができれば、
サテライトオフィス開設の効果はさらに大きく
なると考えられる。急速な過疎化が進む徳島県
にとって、今後ともサテライトオフィスの集積
を着実に進めるとともに、サテライトオフィス
開設の効果を最大化していくことは、重要な課
題であろう。

※ 1　�サテライトオフィスとは、「企業または団体の本
拠から離れた所に設置されたオフィス」（総務
省）である。幅広い概念であるが、本稿では県の
「とくしまサテライトオフィスプロジェクト」に
掲載されているサテライトオフィスを分析の対
象としている。

図表1　サテライトオフィスの新規開設数推移（2018年 2月末現在）

資料：徳島県
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　本稿では、サテライトオフィスの地域別動向と
サテライトオフィス開設の効果、そして今後の課
題について、現地の視察やサテライトオフィス企
業（東京本社を含む）、国（総務省）、行政（県およ
び市町のサテライトオフィス担当者）などへのヒ
アリング結果を踏まえつつ考察する。※2

　

１．サテライトオフィスの開設を支えた
　  要因と地域別動向

（１）はじめに
　現在県内でサテライトオフィスが集積して
いる地域は、神山町、美波町、それににし阿波
地区（三好市・美馬市・つるぎ町・東みよし町）
である（図表 2）。

　これら3地域でサテライトオフィスが開設さ
れた要因には共通するもの（全国屈指のブロー
ドバンド環境、県のサポートなど）もあるが、そ
れぞれの地域固有のものも少なくない。各地域
でサテライトオフィス開設企業の業種構成な
ども大きく異なっており、サテライトオフィス
は各地域でユニークな発展を遂げたことが分
かる。最近サテライトオフィス関係者から「山

の神山、海の美波、空の三好」という言葉が聞
かれる。この言葉は各地域の自然環境を指すも
のであるが、徳島県のサテライトオフィスの地
域的広がりと多様性を象徴しているように思
われる。
　そこで、ここでは徳島県でサテライトオフィ
スの新規開設が続いている共通要因を述べた
後、各地域における固有の要因や特徴を含めた
地域別動向を概観する。
　

（２）サテライトオフィス開設を支えた共通要因
①全国屈指のブロードバンド環境
　徳島県は全県でブロードバンド基盤が整備
されており、回線速度の速さに関するサテライ
トオフィス開設企業からの評価は極めて高い。
神山町で最初にサテライトオフィスを開設し
たＳａｎｓａｎ、美波町で最初にサテライトオフィ
スを開設したサイファー・テックなどは、いず
れも徳島県における回線速度の速さがサテライ
トオフィス開設の決断を後押しした、と語って
いる。最近サテライトオフィスを開設した企業
も、徳島県の回線速度の速さを高く評価してお
り、引き続き他県に比べた強みになっている。

②県のサポート
　県は、補助金などの支援制度に加え、プロモー
ションやＨＰを通じたＰＲなどの対応により、
サテライトオフィスの新規開設をサポートして
いる。
　補助金の一例が、「情報通信関連事業立地促進
補助金」である。これは、情報通信関連事業者に対
し、「専用通信回線使用料（5年間、補助率1／2、
限度額 2千万円）、事業所賃料（5年間、補助率
1／ 2、限度額 2千万円）、新規地元雇用者増に
対する助成（期間の定めのない労働者：1名につ
き 70 万円等）などの補助を行うものである。
　このほか、関係市町村・ＮＰＯ法人、参加企
業と協同した首都圏などへのプロモーション、
東部、南部および西部圏域への総合お世話係（コ
ンシェルジュ）の配置、ＨＰ（とくしまサテライ

※ 2　�徳島県のサテライトオフィスは、さまざまな媒
体で紹介されており、特に神山町については複
数の書籍が出版されている。本稿では構成上必
要なものを除き、最低限の記述にとどめるか、
割愛した。これらについては、巻末の参考資料
をご覧ください。

図表2　地域別サテライトオフィス開設数（2018年2月末現在）
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トオフィス・プロモーションサイト）やＳＮＳに
よるＰＲなども行っており、各地域の取組みを
サポートしている。

③マス・コミ報道
　徳島県におけるサテライトオフィスの動向
は、2011年 12月のＮＨＫ「ニュースウォッチ 9」
をはじめ、各種マス・コミで報道され続けてい
る。
　最近では、世界最大級の金融・経済ニュース
配信会社のブルームバーグ社が 2017 年 3 月に、
過疎に立ち向かう日本の田舎という視点から神
山町と上勝町を詳細にレポートしたニュースを
国内外に配信したほか、2018 年 2 月にはテレビ
東京が「ガイアの夜明け」で美馬市にサテライト
オフィスを開設した百戦錬磨（民泊関連事業）を
「国内民泊のパイオニア」として取り上げ、同社
の美馬市における取組みなどを詳細に報じた。
　自治体などが行う誘致セミナーにはマス・コ
ミ報道がきっかけでサテライトオフィスに関心
を持つようになった企業が参加するほか、誘
致活動とは関わりなく自ら現地を視察し、サテ
ライトオフィスを開設する企業も散見されてい
る。

（３）地域別特徴
①神山町
　徳島県で最初にサテライトオフィスの集積が
始まったのは、神山町である。2010 年 10 月の
Sａｎｓａｎ（クラウド名刺管理サービス提供）を皮
切りに 2012 年までに 5社が開設され、徳島県全
体（7社）の大半を占めるなど、神山町は徳島県
のサテライトオフィスの黎明期を主導した。年
により振れはあるものの、毎年新規開設の実績
があり、2018 年 2 月末現在、サテライトオフィ
ス累積開設数は 16 社と、美波町（17 社）に次い
でいる。神山町は、サテライトオフィス従業員
数で県内最大規模のプラットイーズ（映像番組
のメタデータ編集など）・えんがわ（4 Ｋ 8 Ｋ映
像素材の制作、編集、配信など。プラットイー

ズの関連会社）があり、社数では美波町に劣後す
るものの、実質的には今なお徳島県のサテライ
トオフィスの中心地であると言える。
　アートによる町おこしに取り組んできた同町
には、映像作家、デザイナー、ＩＴ技術者といっ
た「クリエイティブ」な職種の人が集まってきて
いる。
　よく知られているように、神山町におけるサ
テライトオフィスの集積で重要な役割を果たし
ているのが、ＮＰＯ法人グリーンバレー（理事
長：大南信也氏）である。グリーンバレーは「日
本の田舎をステキに変える！」をミッションに、
アーティスト・イン・レジデンス、ワーク・イ
ン・レジデンス、神山塾などの活動を通じた「人」
をコンテンツとしたクリエイティブな田舎づく
りや、仕事を持つ人の移住などを通じた、「創造
的過疎」による持続可能な地域づくりを目指し
て活動している。グリーンバレーにとって、サ
テライトオフィスはミッションを達成する一手
段に過ぎず、もともとサテライトオフィス誘致
を目指して活動してきた訳でもない。しかしな
がら、多くの企業経営者は、神山町にサテライ
トオフィスを開設した理由として、グリーンバ
レーの存在をあげている。グリーンバレーは、
様々な活動を通じた外部の人の受け入れノウハ
ウがあり、かつ「やったらええんちゃう」という
スタンスは、サテライトオフィス企業にとって
頼りがいがあり、しかも押しつけがましくない、
と受け止められたのである。
　神山町では、グリーンバレーによる受け入れ
態勢が確立されているほか、2013 年 1 月に元
縫製工場を改修して開設されたコワーキングス
ペースの「神山バレー・サテライトオフィス・コ
ンプレックス」（改修費用は県、神山町、グリー
ンバレーの 3者が負担）を利用する企業などが
現在 15 社を越えていることから、今後も現状程
度のペースでの新規開設が見込まれる。
　なお、神山町で特筆すべきは、厚生労働省認
定の求職者支援訓練として行われている神山塾
の存在である。神山塾は 2010 年 12 月にはじま
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り、訓練期間は約半年である。1期生から 9期
生までの累計 126 人の大半（約 9割）は県外出身
者であるが、約 4割が神山町または県内に移住
しており、神山町にとって貴重な若者の供給源
となっている。神山町に移住した卒業生は、サ
テライトオフィスやグリーンバレーへの就職を
はじめ、他の移住者が経営するレストランなど
への就職、オーダーメイドの靴屋や総菜屋の開
設など、さまざまな職業に就いて町を支えてい
る。

②美波町
　美波町で初めてサテライトオフィスを開設し
たのは、2012 年 5 月のサイファー・テック（デ
ジタル著作権管理ソフト制作）である。同社の吉
田社長は、1年後本社を東京から美波町に移転
するとともに、2013 年 6 月に地域おこしを業務
とするあわえを設立した。その後、あわえの取
組みなどにより、美波町では毎年複数のサテラ
イトオフィスが新規開設されており、累計開設
数は 2018 年 2 月末現在で 17 社と、徳島県内で

最多となっている。
　ＩＴ経営者である吉田社長の人脈が開設につ
ながるケースが少なくないため、業種別にはＩＴ
系企業が目立っている。また、Ｗｅｂなどのデ
ザイン系企業も数社ある。
　この間、美波町では 2015 年 5 月にサテライト
オフィス誘致担当者を置き、あわえと連携した
サテライトオフィス誘致の企画、誘致企業の行
政側のワンストップサービス提供などの対応を
精力的に行っている。また、後述するようなサ
テライトオフィス企業と連携した地域の課題解
決に向けた取組みも企画・実行しており、今後
の成果が期待される。
　あわえと美波町との連携がうまく機能してい
ることから、今後もコンスタントなサテライト
オフィスの新規開設が見込まれる。
　また、県南では、海陽町が 2015 年にコワー
キングセンター（通称「城山荘」）を開設すると
ともに、あわえなどとも連携し、サテライトオ
フィス誘致に積極的に取り組んできた結果、こ
のところサテライトオフィスの新規開設の動き
が活発化してきている。このほか、阿南市や牟
岐町などでもサテライトオフィスが開設されて
いる。
　なお、美波町でもあわえが厚生労働省の委託
事業として「美波クリエイターズスクール」とい
う、地域クリエイター育成のためのスクールを
運営している。これまで 4期 35 人が卒業し、う
ち 10 人は美波町、3人はその他県内に就職して
おり、貴重な若者の供給源となっている。

神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックスと室内
の様子　提供：グリーンバレー

神山塾　提供：リレイション
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③にし阿波地区
　三好市、美馬市、つるぎ町、東みよし町の 2市
2 町からなるにし阿波地区では、三好市、美馬
市の 2市でサテライトオフィスが開設されてい
る。三好市初のサテライトオフィス開設は、2013
年 3 月のあしたのチーム（人事評価システム）、
美馬市初のサテライトオフィス開設は、2016 年
11 月の東京アド（広告代理業）と、神山町や美波
町に比べスタート時期は遅い。しかし、2017 年
は総務省の「おためしサテライトオフィス」プロ
ジェクト（囲み記事参照）の効果から、三好市 1
社、美馬市 6社の合計 7社が一挙にサテライト
オフィスを開設した結果、にし阿波地区におけ
るサテライトオフィス累積開設数は2018年2月
末現在で 13 社と、先行する神山町、美波町に迫
る勢いである。また、三好市のあしたのチーム
とベアーズ（家事代行サービス。サテライトオ
フィスはコールセンター業務など）は、いずれも
上場予備軍と目される有力企業である。
　にし阿波地区では、国や自治体という行政の
施策がサテライトオフィス集積の大きな推進力
となっていることが特徴である。徳島県西部総
合県民局では「にし阿波サテライトオフィスシ
ンポジウム」などを開催したほか、三好市では
2012年7月にサテライトオフィス担当が設けら
れ、誘致セミナーを開催している。また、美馬市
でも 2015 年 4 月に正式な担当が設けられ、年に
4～ 5回東京を訪れ、候補企業を訪問した上で、
興味を示した企業について体験ツアーを組むな
どのきめ細かい誘致事業を推進している。こう
した行政の取組みに呼応して、いくつかのサテ
ライトオフィス企業がセミナー開催や講師派遣
を行うなど、誘致のために協力している。これ
ら企業は委託ではあるが、採算度外視で、地元
に仲間を増やす、あるいは地域貢献のために尽
力しているように見受けられた。
　業種別には純粋なＩＴ系企業は少なく、業務
内容はクライアント企業のサポート業務、コー
ルセンター業務、旅行代理店業務、広告代理
店業務、物流センター業務など幅広い。ただ

し、行政の担当者にヒアリングしたところ、サ
テライトオフィス開設を希望する企業ならどの
ような企業でもよいという訳ではなく、「地元
企業と競合せず、すぐに撤退するリスクが少な
い、地域のためになる企業を選別し誘致してい
る」とのことであった。
　徳島県における総務省の「おためしサテライ
トオフィス」プロジェクトが 2017 年 9 月に終了
したことに伴い、2018 年の新規開設数は 2017
年に比べ減少する見込みである。しかしながら、
同プロジェクトをきっかけに新規開設を具体的
に検討中の企業が数社あるほか、県や市とサテ
ライトオフィス企業が連携した誘致事業が引き
続き行われることから、今後ともある程度の数
の新規開設が期待できよう。

三好市のサテライトオフィス現地研修の様子

美馬市のサテライトオフィススタディツアーの様子
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２．サテライトオフィス開設の効果

（１）企業および従業員の側での効果
①優秀な人材の確保
　恵まれた自然に囲まれ、通勤ラッシュに悩ま
されることなく短時間で通勤することができ、
地方で暮らしたいという働き手の希望を叶える
ことができるサテライトオフィスは、人手不足
に悩む企業にとり、優秀な人材を確保する有力
な手段となっている。今回の調査では、サテラ
イトオフィス開設の最大のメリットとして、「優
秀な人材を確保できること」をあげる企業が一
番多かった。
　最初から人材確保を目的にサテライトオフィ
スを開設した企業の代表例が美波町のサイ

ファー・テックである。同社では、「半Ｘ半ＩＴ」
（仕事も、仕事以外も充実させる）というコンセ
プトを打ち出し、狙い通りの人材確保に成功し
た。また、昨年 9 月に人材確保を目的にサテ
ライトオフィスを開設した三好市のジェニオ
（Ｗｅｂデザイン）も、目論見通り事務職 1人と
Ｗｅｂデザイナー 1人を採用することに成功し
た。ＩＴ技術者やデザイナーのような専門性が
高い人材を、多様な働き方を提示することに
よって、大都市ではなく地方で採用しようとす
る動きは、今後も続くものとみられる。
　地方の高卒人材の優秀さに気がつき、積極
的な活用を図るようになった企業もある。あし
たのチームは現在全社で毎年 30 人程度を採用
しているが、高卒採用は三好市のサテライトオ

総務省の「おためしサテライトオフィス」プロジェクトと徳島県

　政府では働き方改革の一環としてテレワークの活用を推進しており、この一形態であるサ
テライトオフィスについても活用推進が課題となっていた。加えてローカル・アベノミクス
で「地方へのヒトと情報の流れを加速させる」方針が打ち出された。これを受けて総務省が実
施したのが、「おためしサテライトオフィス」プロジェクトである。
　2016 年度補正予算で 10、2017 年度予算で 8の地方公共団体が同プロジェクトの採択団体と
して選定された。徳島県は 2016 年度補正予算で、他の 9地方公共団体（青森県弘前市、秋田
県大館市、千葉県銚子市、新潟県南魚沼市、福井県鯖江市、京都府京丹後市、島根県松江市、
山口県、鹿児島県錦江町）とともに採択団体に選定されている。徳島県などのプロジェクトは
2016 年度から 2017 年度にかけて実施され、2016 年度は三大都市圏内に本社が所在する民間
企業のニーズ調査が、2017 年度（9月まで）はサテライトオフィス開設に興味がある企業の現
地視察・お試し勤務と地方公共団体の「誘致戦略」策定が行われた。徳島県ではにし阿波地区
（三好市・美馬市・つるぎ町・東みよし町）でプロジェクトが実施されたが、現地視察などに
かかる旅費の補助制度の効果もあって、企業のサテライトオフィス視察、お試し勤務実施数
はそれぞれ 50 社、65 社の計 115 社と、例年の 5～ 10 倍の規模に達した。
　プロジェクトの結果、10 の地方公共団体で合計 12 社のサテライトオフィス開設が確定した
（2017 年 10 月現在）。徳島県は、このうち 5社を占めるなど、突出した成果をあげている。
　徳島県の場合、サテライトオフィス企業の協力も得てお試し勤務地を 11 か所も用意したほ
か、民間企業代表、移住支援団体などをサテライトオフィス誘致推進員として配し、個別の
ネットワークを活かして地元事業者の紹介などを実施するといったきめ細かいサポートが功
を奏したものとみられる。行政やＮＰＯ法人の熱心な取組みとノウハウの蓄積、サテライト
オフィス視察先の豊富さやサテライトオフィス企業との連携などの点で、徳島県は他の地域
にない強みを有していると言えよう。
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フィス（三好ランド）が初めてである。「試しに採
用したところ、予想以上に優秀な人材を確保で
きたため、その後ほぼ毎年採用している。今年
4月にも 2人が入社する予定」とのことである。
三好市主催のサテライトオフィス視察イベント
を見学した際、たまたま同社の入社 1～ 3年目
の社員たちが首都圏から来た企業経営者らに三
好市の長所や自分たちの業務内容などについて
プレゼンする場面に遭遇した。皆てきぱきと説
明し、普段の活躍ぶりが見てとれた。
　サテライトオフィス開設の副産物として人材
確保のメリットが得られたのが、神山町のプ
ラットイーズである。同社の隅田会長は、県作
成のサテライトオフィスプロモーションビデオ
で、「事業継続計画（ＢＣＰ）が進出のきっかけで
す。想定外のメリットは、人材の応募が増えた
こと」であると語っている。

②地方で働くことを希望する若者の受け皿
　①と表裏一体の話であるが、サテライトオ
フィスは、地元で就職したい、あるいは地方で働
きたいと希望する若者の貴重な受け皿となって
いる。今回ヒアリングした中で最も印象に残っ
ているのが、上記三好市のジェニオ（Ｗｅｂデザ
イン）で働くデザイナーのO氏のエピソードで
ある。O氏は高校まで出身地の愛媛県で過ごし、
大学卒業後、東京でデザイン会社に就職した。し
かし、四国に戻りたいという気持ちを抑えるこ
とができず、期間限定のデザインの仕事を見つ
けて四国に戻ってきた。期間が満了しデザイン
の仕事がなくなった後は、四国に暮らすために
林業関係の仕事に就いた。O氏は「住む場所か、
仕事か」の選択を迫られ、やむなく仕事をあきら
め、住む場所を選んだ。サテライトオフィスで
働くことで、O氏は住む場所と仕事の両方につ
いて、自分の希望を叶えることができたのであ
る。このほか、「趣味のサーフィンと仕事を両立
させたい」（美波町）、「都会の通勤ラッシュか
ら逃れたい」（神山町）、「自然豊かな地方で子育
てしたい」（神山町、美波町、三好市）、「古民家

に住みたい、古民家で仕事をしたい」（神山町、
美馬市）、「Uターンしたい」（神山町、美波町、
三好市）といったさまざまな動機から、大勢の若
者がサテライトオフィス勤務を選択している。

③創造性の発揮
　豊かな自然に囲まれ、余計な誘惑に邪魔され
ず仕事に集中できるサテライトオフィスには、
そこで働く人の創造性を高める効果がある。創
造性は、とりわけ映像作家、デザイナー、ＩＴ
技術者にとって非常に重要な要素であり、こう
した観点からサテライトオフィスを活用してい
る企業は多い。
　代表例が、神山町で最初にサテライトオフィ
スを開設したＳａｎｓａｎである。同社ではさまざ
まな部署が神山町に合宿に行き、集中して業務
を行うという取組みを、福利厚生の一環ではな
く競争戦略のひとつとして行っている。また、
エンジニアの中には一定期間（たとえば 1か月）
集中して仕事をするために神山町に来る者もい
る。現在、同社のサテライトオフィスは神山町
のほか、京都、長岡、札幌に開設されているほ
か、新人研修も神山町で行われるなどの結果、
社員の多くはテレワークに馴染んでいる。同社
に急成長をもたらしたオンライン営業中心の営
業スタイルは、社員のテレワークに関するスキ
ルの高さ抜きには考えられない。なお、オンラ
イン営業の仕組みは東京で構築され、神山町で
ブラッシュアップされたものである。
　

（２）地域にとってのメリット
①地域における雇用創出
　地域にとってのメリットとしてまずあげられ
るのが雇用創出である。
　神山町でサテライトオフィスの開設がはじ
まった黎明期（2010 年～ 2012 年頃）には、受け
入れ側（グリーンバレー）も交流人口が増えれば
それでよいという考え方であり、雇用創出につ
いてはそれほど重要視されていなかった模様で
ある。ところが、2013 年に神山町にサテライト



572018
Spring

オフィスを開設したプラットイーズ・えんがわ
が地元中心に 20 人を超える雇用を生み出すよ
うになって、雇用創出の側面も注目されるよう
になった。
　2018 年 2 月末現在、徳島県に 56 あるサテラ
イトオフィスのうち 37 に社員が常駐しており
（残り 19 は常駐社員を置かない「循環型」）、「１
か月のうち半月以上サテライトオフィスで業務
に従事している人は、140 人超」（徳島県調べ）
に達している。配偶者や子ども（ちなみに、神山
町の移住者の約四分の一は子どもと言われてい
る）を含めると、過疎地にとっては無視できない
数である。
　本格的な少産多死時代の到来に伴う自然人口
（出生数―死亡数）減少加速から、総人口減少の
トレンドは変えるべくもないが、社会人口（転入
者―転出者）増減の推移をみると、神山町では
2011 年度、美波町でも 2014 年度に、社会人口が
町の制定以来初の増加となった。5年単位でみ
ても、両町ではサテライトオフィス開設後は社
会人口の減少幅が明確に縮小している（神山町：
2006～ 2010年▲400人→2011～ 2015年▲154
人、美波町：2006 ～ 2010 年▲ 332 人→ 2011 ～
2015 年▲ 243 人）。このことから、サテライト
オフィス開設は、社会人口減少のペース緩和に、
一定の効果があったものと考えられる。

②若者の移住などによる地域の活性化
　サテライトオフィス開設などに伴う若者の移
住は、単なる頭数以上の効果を地域にもたらし
ている。
　移住者には若いカップルや子どもが多いこと
から、その地域の高齢者に偏った人口構造がバ
ランスのよいものに変化する。
　美波町のあわえ・吉田社長は、「田舎で問題な
のは、人口バランス。サテライトオフィスで若
い人が来て、結婚して子育てもする（ことでそれ
が改善する）」としている。同町ではサテライト
オフィスで働く、移住した若者が祭りその他の
地域の行事で重要な役割を果たしている。

　なお、グリーンバレー・大南理事長は、神山
町で「創造的過疎」による持続可能な地域づくり
を提唱している。これは、「過疎化を与件として
受け入れ、外部から若者やクリエイティブな人
材を誘致することで人口構造・人口構成を変化
させたり、多様な働き方や職種の展開を図るこ
とで働く場としての価値を高め、農林業だけに
頼らない、バランスのとれた持続可能な地域を
つくろうという考え方」（まち・ひと・しごと創
生本部「第二回まち・ひと・しごと創生に関する
有識者懇談会」資料＜ 2014 年 8 月 27 日＞）であ
る。サテライトオフィス開設により生じた「神山
に本社社員が移住してきて、常駐者として働い
ておる。あるいは、新たな雇用も生まれようと
しています」（ＮＰＯグリーンバレー／信時正人
共著「神山プロジェクトという可能性」P36, 廣済
堂出版�2016.8）といった若者の移住や地元での
就職の動きを継続させることが、「創造的過疎」
実現のためには不可欠である。

③地域の景観と地域ブランドの向上
　サテライトオフィスの集積により、地域の景
観が改善し、地域ブランドが向上するという効
果が一部エリアでみられている。
　代表例が神山町である。建築界のオリンピッ
クと呼ばれるヴェネチア・ビエンナーレ国際建
築展で2016年、日本館は国別参加部門中第二席
に相当する審査員特別表彰を受賞するという
快挙を成し遂げている。日本館では12組の建築
家の取組みが展示されたが、その一部は神山町
の建物（プラットイーズのえんがわオフィス、
ＳａｎｓａｎのKOYA、お試し宿泊施設のWEEK
神山）の映像作品だった。また、コワーキング
スペースの神山バレー・サテライトオフィス・
コンプレックスは、Forbes�JAPANの 2017 年
5 月号で、Facebook 本社やグーグルキャンパス
（マドリードやロンドンなど世界 6都市に開設）
などとともに「今、注目すべき世界のワークプレ
イス 10 選」のひとつに選ばれている。神山町に
は毎年多数の視察がある。2016年度にグリーン
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バレーが受け入れた視察者だけで 2,022 人にの
ぼっている。

　また、移住者が開設した有名な南仏家庭料理
レストラン「カフェオニヴァ」の裏の母屋には
Airbnb の宿があって、口コミで多くの外国人か
ら極めて高い評価を得ており、オーストラリア
人やオランダ人などに大人気である。元製茶工
場で開催された夜のパーティー（主に神山塾生・
卒業生やグリーンバレー、サテライトオフィス
関係者が参加）に参加した際、オーストラリア人
カップルに聞いてみると、「初めての訪日で、日
本には 2週間滞在する。東京にも行くが、まず
神山町でしばらく泊まることにした。オーナー
の案内でフレンチレストランや町内にある雨乞
いの滝、アート作品巡りやこうしたパーティー
での日本人との交流を楽しんでいる。友人に強
く勧められて神山町に来てみたが、感性豊かな
町で、非常に満足している。我々も友人たちに
是非勧めたい」とのことであった。パーティー
には映像作家、芸術家、ＩＴ技術者、移住者の
両親なども参加しており、年齢層も赤ん坊から
高齢者までと幅広く、顔ぶれの多彩さは、これ
まで経験したことがないものであった。なお、
関係者以外でも気軽に参加できるパーティーに
は、このほかカフェオニヴァの「みんなでごは
ん」やえんがわオフィスの夜の飲み会がある。
　神山町以外でも、美波町では町で一番の歴史
を誇る銭湯「初音湯」が、三好市では昭和天皇が
宿泊された「旧政海旅館」が、美馬市ではうだつ

の町並みにある「森邸」が、それぞれ改装されて
サテライトオフィスとなっており、歴史的建造
物の保存と景観の保全に一役買っている。

④サテライトオフィス開設企業による地域のＰＲ
　サテライトオフィスの規模自体は小さいもの
の、会社のホームページやブログで積極的に徳
島県のサテライトオフィスや地域の情報発信・
ＰＲを行っている企業は少なくない。この中に
は急成長を遂げ、有力な上場予備軍とされるよう
な高い情報発信力を有する企業も含まれている。
たとえば、Ｓａｎｓａｎは、公式ブログでＳａｎｓａｎ
神山ラボの情報を随時発信している。また、あ
したのチームは、ホームページ内にサテライト
オフィスのＰＲページ（「サテライトオフィスで
働き方改革」）や三好ランドの紹介ページ（「働く
社員はこう変わる！」など）を設けている。

神山町のWEEK神山　提供：WEEK神山

神山町のカフェオニヴァと「みんなでごはん」の様子　　
提供：グリーンバレー
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⑤サテライトオフィス開設企業や企業経営者に
　よる地域貢献など
　各地でサテライトオフィス開設企業や企業経
営者による地域貢献や地域の課題解決の取組み
が行われている。
　③で述べた「WEEK神山」は、1週間程度神山
町に滞在して仕事をする「働き方の実験の場」と
してコワーキングスペースの隣に建設されたも
のであるが、この運営会社（神

かみやまじんりょう

山神領）を設立し、
代表を務めているのは、プラットイーズの隅田
会長である。
　また、那賀町木頭にサテライトオフィスを開

設しているメディアドゥ（電子書籍取次）の藤
田社長は、故郷活性化のためにさまざまな取組
みを行い、尽力している。藤田社長は、町と連
携し、2018 年度末までの完成を目指して廃校と
なった小学校校舎に世界最大規模の漫画図書館
を開設する計画を進めているほか、木頭ゆずの
加工・販売やキャンプ場整備などにも取り組ん
でいる。
　この間、サテライトオフィスの仕事に興味を
持ってもらい、将来地元で仕事をしてもらうこ
となどを目的に、各地域においてサテライトオ
フィスで働く従業員らが地元小学校などでＩＴ
教室を開催するなどの地域貢献の取組みを積極
的に行っている（図表 3）。サテライトオフィス
開設企業が地域の祭りなどの行事を新たに始め
る（あわえ、鈴木商店）例もみられている。
　さらに最近、サテライスオフィス企業が、さ
まざまな関係者と連携しながら地域の課題を解
決しようとする動きがみられている。2017年11
月には美波町、南部総合県民局とサテライスオ
フィス企業 3社、大学が共同でＩｏＴを活用し
た津波減災の実証実験を行ったほか、今年 2月
に設けられたコワーキングスペース「ミナミマリ
ンラボ」にもサテライトオフィス企業（Ｓｋｅｅｄ、
イーツリーズ・ジャパン、スペースタイムエン
ジニアリング）が入所し、産官学で連携して衰
退著しい漁業の振興策を検討する予定となって
いる。また、海陽町でもサテライトオフィス企
業の従業員が副業として地域の課題解決のため
に別法人を立ち上げるという動きがみられてい
る。

三好市の旧政海旅館　提供：三好市

美馬市の森邸　提供：G&Cコンサルティング

取組例 概要

SO開設企業による体験教室
＜神山町＞

サテライトオフィス開設企業の社員が地元の小学校を訪れ、体験教室を開催。これまでTERADA�
3D�WORKS によるフリスビーの 3Dプログラミング・3Dプリンター体験教室やダンクソフトの社
員によるドローン教室が開催されている。

SO開設企業による
プログラミング教室＜美波町＞

県南部総合県民局、美波町、海陽町とあわえが協力し、サテライトオフィス開設企業の社員が地元
の小学校を訪問し、ゲームを取り入れたプログラミング教室を開催。2018 年 1 月には、美波町のイー
ツリーズ・ジャパンの社員が美波町立日和佐小学校と海陽町立宍喰小学校でＩｏＴの仕組みを体験
するゲームとプログラミング教室を開催。

「にし阿波・サテライトオフィス
コンシェルジュ事業

“Working�Style�on�SO” セミナー」
＜三好市＞

県西部総合県民局と三好市、にし阿波地区のサテライトオフィスコンシェルジュを務めるデータプ
ロが協力して、サテライトオフィス開設企業関係者を地元の学校に招き、業務内容や地元・三好の
魅力、地方で働くことの意味をプレゼンしてもらう取組み。2017 年 11 月に県立池田高校で開催。

図表3　サテライトオフィス企業によるＩＴ教室等の開催例
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３．結びにかえて

　サテライトオフィスは一時のブームにとどま
らず、むしろ最近一段と注目度が高まっている。
Google における「サテライトオフィス」検索件
数の推移をGoogle�Trends でみると、2011 年以
降急上昇し、その後横ばいで推移する時期がし
ばらく続いた後、2017 年以降に一段と水準を切
り上げている（図表 4）。
　背景には、国の働き方改革や地方創生、個人
における価値観の多様化、総務省の「おためしサ
テライトオフィス」プロジェクトをきっかけと
した全国各地の地方公共団体における関心の高
まり、マス・コミ報道などの要因があるものと
みられる。
　こうした状況は、徳島県にとって競争相手が
増えるという意味では逆風である。今後はサテ
ライトオフィス誘致に関心を持つ全国各地の自
治体がライバルとなるためである。全国各地で
誘致実績が出始めているほか、今後本格的にサ
テライトオフィス誘致に乗り出す方針の自治体
も多い。しかしながら、当県にはこれまでのノ
ウハウの蓄積やコワーキングスペースなどのイ
ンフラ、そしてサテライトオフィス開設企業を

含む関係者の協力という、他県にはない強みが
ある。当県がその強みを一層磨く努力を怠らな
い限り、大都市に所在する企業や地方移住に関
心のある人の間でサテライトオフィスに対する
関心が高まれば高まるほど、当県にとっては追
い風になるだろう。
　また、サテライトオフィスは、2．で述べたよ
うに、雇用の創出以外にも、若者の移住による
地域コミュニティの活性化や街の景観向上、地
域ブランドの向上など、地域にさまざまな効果
をもたらしている。
　従って、徳島県の発展のためには、今後とも
サテライトオフィスの誘致に積極的に取り組む
とともに、地域に及ぼすさまざまな効果を最大
限に発揮させることが必要である。
　課題も残されている。それは、サテライトオ
フィス開設企業、地元企業および住民との間の
交流や連携の促進である。
　サテライトオフィス開設企業と地元企業また
は地元住民との交流については、神山町と神山
つなぐ公社（神山町の創生戦略を実現するため
に設立された公社）が主催する「町民町内バスツ
アー」（町民がサテライトオフィスなどを見学）
やにし阿波地区の行政が主催するサテライトオ

図表4　Googleにおける「サテライトオフィス」検索件数の推移

注 1. 期間は 2009 年 1 月 1 日～ 2018 年 1 月 31 日。
注 2. 数値は、期間中の最大検索件数を 100 とした指数。
資料：GoogleTrends
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フィス開設企業と地元企業の交流会がある。ま
た、神山町や美波町では、民間によるサテライ
トオフィス関係者や地元住民などとの飲み会・
パーティーも頻繁に開催されている。しかしな
がら、こうした努力にもかかわらず、ほとんど
の地元企業や住民にとって、サテライトオフィ
スは今なお縁遠い存在である。サテライトオ
フィス関係者が一番多いとみられる神山町でも
「サテライトオフィスは自分達には何の関係も
ない」と語る地元の方に何度も遭遇した。また、
別の地域では、サテライトオフィス開設企業か
ら、「地域の一員として定着し、地域に貢献した
いという気持ちを持っているが、地元企業など
との交流の機会が少ない。行政には、ハード面
より地元企業などとの交流の仲介といったソフ
ト面でのサポートを望む」といった声も聞かれ
ている。
　サテライトオフィス開設企業の大半は地元に
は従来ない業種に属しており、従業員の中にも
地元住民とは異なったユニークな発想や感性を
持つ人たちが多い。サテライトオフィス開設企
業との連携により、地元企業は業務上の課題解
決や新事業展開が可能になるかもしれないし、
サテライトオフィスの従業員と地元住民との交
流の中で、地域おこしにつながる新たな動きが
出てくる可能性もある。また、サテライトオフィ
ス開設企業同士が連携すれば、これまで不可能
だった課題の解決が可能となるかもしれない。
　こうした点に着目し、最近行政でもサテライ
トオフィス開設企業同士やサテライトオフィ
ス企業と地元企業との間の交流・連携を後押し
しようとする動きがみられている。たとえば

2018 年 1 月に県はサテライトオフィス交流会
を開催した。美波町ではさらに踏み込んで、行
政、サテライトオフィス企業同士、大学が連携
した、ＩｏＴを活用した津波減災の実証実験が
行われた。また、コワーキングスペースにサテ
ライトオフィス企業が入所し、漁業者を含む産
官学で連携して衰退著しい漁業の振興策を検討
することも予定されている。
　こうした取組みは、まだ緒についたばかりで
ある。行政には、美波町におけるような関係者
間の連携にまで踏み込んだ取組みをより深化さ
せ、各地で展開することと、サテライトオフィ
ス開設企業と地元企業・住民との交流・連携を
促進するための交流会や商談会などをより積極
的にアレンジすることを期待したい。
　サテライトオフィス開設企業や地元企業間の
連携をサポートする手段として、サテライトオ
フィス開設企業が持つ要素技術や実績（美波町
のＩｏＴを活用した津波減災の実証実験のよう
な、複数企業が連携したものを含む）をとりまと
め、県内外の自治体や企業に情報提供を行うこ
とが一案である。県内外の企業とのマッチング
については、行政だけではなく金融機関もその
ネットワークを活用し、取り組むことが考えら
れよう。
　いずれにせよ、急速な過疎化が進む徳島県
にとって、今後ともサテライトオフィスの集積
を着実に進めるとともに、サテライトオフィス
開設企業、地元企業および住民との間の交流や
連携を一段と促進する仕組みを作ることを通じ
て、サテライトオフィス開設の効果を最大化し
ていくことが、重要な課題である。

〈参考資料〉
　・ＮＰＯ法人グリーンバレー／信時正人共著「神山プロジェクトという可能性」廣済堂出版�2016.8
　・篠原匡「神山プロジェクト：未来の働き方を実験する」日経BP社�2014.3
　・徳島新聞社「徳島発幸せここに�分冊版�第一部 “ 創造的過疎 ”神山の挑戦（ニューズブック）」徳島新聞社�2017.7�
　・徳島県「とくしまサテライトオフィス・プロモーションサイト」ＨＰ
　・徳島県「とくしま集落再生プロジェクト」（平成 28 年 3 月改訂）
　・内閣府「日本再興戦略」改定 2014―未来への挑戦―
　・総務省「『お試しサテライトオフィス』モデル事業（平成 28 年度）報告書」
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循環型�注 1 会社名 開設地 本社 開設時期 業種�注 2

1 Sansan 株式会社

神山町（16 社）

東京都渋谷区 2010/10 〇

2 株式会社ダンクソフト 東京都中央区 2012/3/1 △

3 ブリッジデザイン 徳島県神山町 2012/3/1 △

4 株式会社ソノリテ 東京都江東区 2012/5/11 □

5 キネトスコープ社 徳島県神山町 2012/10/27 〇

6 〇 ドローイングアンドマニュアル株式会社 東京都世田谷区 2013/7/1 △

7 株式会社プラットイーズ 東京都渋谷区 2013/7/1 △

8 株式会社えんがわ 徳島県神山町 2013/7/1 △

9 有限会社リビングワールド 東京都杉並区 2014/8/1 □

10 〇 特許業務法人 JAZY国際特許事務所 東京都港区 2015/2/25 □

11 株式会社パイロット 東京都渋谷区 2016/5/9 △

12 TERADA�3D�WORKS 東京都目黒区 2016/9/8 △

13 MORIGCHOWDER�※ AUN　CREATIVE　FIRMより名称変更 徳島県神山町 2016/9/8 △

14 有限会社フィッシュグローヴ 東京都港区 2016/9/8 〇

15 株式会社モノサス 東京都渋谷区 2016/11/11 △

16 株式会社代官山ワークス 東京都渋谷区 2017/5/8 □

17 サイファー ･テック株式会社

美波町（17 社）

徳島県美波町 2012/5/7 〇

18 株式会社あわえ 徳島県美波町 2013/6/13 □

19 株式会社鈴木商店 大阪市北区 2013/9/14 〇

20 〇 株式会社たからのやま 徳島県美波町 2013/9/1 〇

21 〇 株式会社兵頭デザイン 埼玉県朝霞市 2013/10/5 △

22 〇 株式会社 Studio23 徳島県美波町 2013/10/5 △

23 〇 株式会社カワグチテイ建築計画 東京都杉並区 2014/12/1 □

24 〇 一級建築士事務所マチデザイン 横浜市港北区 2014/12/5 □

25 〇 長谷川明建築設計事務所 神奈川県愛川町 2014/12/5 □

26 〇 ゼロ・クラフト株式会社 大阪市中央区 2015/7/21 〇

27 〇 株式会社ヒトカラメディア 東京都渋谷区 2015/7/21 □

28 〇 株式会社スパゲッティー 徳島県美波町 2015/8/18 〇

29 株式会社まめぞうデザイン 徳島県美波町 2016/3/1 △

30 株式会社ブックスタンド 大阪府大阪市 2016/9/10 □

31 株式会社 Skeed 東京都目黒区 2016/12/1 〇

32 株式会社イーツリーズ・ジャパン 東京都八王子市 2017/2/1 〇

33 〇 株式会社スペースタイムエンジニアリング 東京都千代田区 2017/5/15 〇

34 株式会社あしたのチーム

三好市（6社）

東京都中央区 2013/3/1 □

35 株式会社ハレとケデザイン舎 徳島県三好市 2014/4/15 □

36 株式会社クリップインターメディア 東京都墨田区 2014/5/1 〇

37 風の株式会社 札幌市白石区 2014/10/1 □

38 株式会社ベアーズ 東京都中央区 2014/11/4 □

39 株式会社ジェニオ 兵庫県神戸市 2017/9/25 〇

40 株式会社インフォデックス 徳島市（1社） 東京都中央区 2013/10/1 〇

41 〇 株式会社Hanoi�Advanced�Lab 阿南市（1社） 東京都渋谷区 2015/9/7 〇

42 〇 HARBOR 牟岐町（1社） 東京都武蔵野市 2016/3/10 □

43 中川税理士事務所

海陽町（3社）

徳島県海陽町 2016/9/16 □

44 株式会社アースカラー 東京都墨田区 2017/4/1 □

45 〇 株式会社 PCR 香川県高松市 2017/4/1 □

46 株式会社セカンドファクトリー 鳴門市（1社） 東京都府中市 2016/12/11 〇

47 株式会社東京アド

美馬市（7社）

東京都港区 2016/11/1 □

48 株式会社東亜 東京都港区 2017/3/25 □

49 株式会社百戦錬磨 宮城県仙台市 2017/5/17 □

50 G&Cコンサルティング株式会社 東京都渋谷区 2017/6/1 □

51 〇 へループ株式会社 東京都港区 2017/6/1 □

52 〇 アプリコットシステム株式会社 東京都台東区 2017/9/9 □

53 〇 株式会社ピウラ 東京都港区 2017/9/9 □

54 株式会社メディア・ドゥ
那賀町（２社）

東京都千代田区 2007/10�注 3 □

55 一般社団法人UAS多用推進技術会 兵庫県明石市 2017/4/1 □

56 〇 株式会社第一プログレス 佐那河内村（１社） 東京都千代田区 2017/5/19 □

（参考）　サテライトオフィス開設企業一覧（2018年 2月末現在）　

注 1. 〇は循環型（常駐スタッフを置かない）サテライトオフィス
注 2.�IT 関連：〇、デザイン関連：△、その他：□
注 3.（株）メディア・ドゥのサテライトオフィスは 2007 年 10 月に開設され、2017 年 5 月に徳島県の「とくしまサテライトオフィスプロジェクト」に参画。
資料：徳島県。業種分類は徳島経済研究所。


