
令和２年９月

北海道経済部

北 海 道 へ の オ フ ィ ス 分 散 化 や
テレワーク・ワーケーション実施
のご提案について



北海道での新しいワークライフスタイルのご提案

２

１．北海道へのオフィスの分散化
２．北海道でのテレワークやワーケーションの実施



１．北海道へのオフィスの分散化のご提案

３



北海道への企業立地は、リーマンショック直後の平成21年度(2009)を
底に、近年増加傾向。
その中で、生産拠点や本社機能、IT開発拠点など、いわゆるリスク
分散による立地が全体の1/4を占め、北海道が企業の事業継続(BCP)
のための拠点分散先として選択いただいている。

●北海道における立地企業件数の推移（件）

※新設＋増設の合計、立地表明時期でカウント（道経済部調べ）
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北海道へのオフィス分散化①
本道への企業立地状況
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先般の東日本大震災を契機に、IT開発拠点やバックオフィス(コール
センターや事務センター）の立地の動きが本格化。

北海道へのオフィス分散化②
IＴ･バックオフィスの事例

●札幌市に立地したバック
オフィス（コールセンター・
事務センター)

・ＫＤＤＩエボルバ
・ベルシステム２４
・日本コンセントリクス
・トランスコスモス など

● 札幌市に立地したIT企業

・インテージ
・ウェルネット
・日立物流ソフトウェア
・アクセンチュア
・FTPジャパン など

札幌
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●自然災害や人材確保など事業継続リスクへの対応
①札幌市への本社機能分散化事例

企 業：アクサ生命保険(株)
アメリカンファミリー生命保険会社
ダイアモンドヘッド(株)
日昭(株)
(株)ベルシステム24

②旭川市への本社機能分散化事例
企 業：アクサダイレクト生命保険(株)

●上記以外の北海道への本社機能移転・分散化事例
企 業：エム・エス・ケー農業機械(株) ～製品の主力マーケットが北海道

ルピシア・グルマン ～北海道の立地環境や北海道ブランドの活用

近年は、本社機能の分散先として、北海道を選択される事例も増加。
直近では、札幌市に加え、旭川市にも本社機能分散の動きも。

北海道へのオフィス分散化③
本社機能の事例
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さらに、ITオフィスを中心とした本道立地の新たな動きとして、道内各地域への
サテライトオフィス立地の動きも顕在化。
地方の人材に着目した立地に加え、働き方改革を背景とした社員のUターンや
配偶者の転勤の受け皿などがその主な背景。

北海道へのオフィス分散化④
サテライトオフィス事例１

ネットフォレスト
旭川市のサテライトオ
フィスを活用して進出。
今後、規模拡大を計
画。

旭川市

ビックボイス
地域のニーズに着目し、
地元企業へのIoT導入や
HPの作成、大学との共同
研究などに取り組む。

札幌市・芦別市
室蘭市・函館市

ＮＴＴドコモ
日本有数の農業地域であ
る十勝・更別村において、
ドローンを活用した農業
支援に取り組む。

更別村

下川町

アイ・セプト
下川町のサテライトオフィス
を活用の上、町内に立地。
新事業に取り組む。

７

北見市

ジモティー
北見市のサテライトオフィ
スを活用の上拠点を設置。

市や大学との共同事業・研
究に取り組む。



北海道は、令和元年８月に公表された総務省「サテライトオフィス開設
状況調査」で徳島県と並んで、全国1位の開設数。

北海道へのオフィス分散化⑤
サテライトオフィス事例２
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札幌

函館

旭川

釧路

北見
小樽

室蘭

江別

帯広

北海道は大学院２８校、大学４０校など、全道各地に高等教育機関が
所在し、 毎年2万人以上の人材を輩出。

北海道への立地要因①
良質な人材の宝庫１

札幌市

北海道大学

札幌医科大学

北海学園大学

札幌大学

北星学園大学

北海道科学大学

旭川市

旭川医科大学

旭川大学

北海道教育大学

旭川校

北見市

北見工業大学

釧路市

釧路公立大学

北海道教育大学

釧路校

函館市

はこだて未来大学

北海道教育大学

函館校

室蘭市

室蘭工業大学

小樽市

小樽商科大学

江別市

札幌学院大学

酪農学園大学

帯広市

帯広畜産大学

●人材輩出数（大学卒業生数）

文系+理系は 20,235人
理系のみは 5,233人

９



北海道への立地要因②
良質な人材の宝庫２

有効求人倍率は、東京と比べ低く、北海道は人材確保がしやすいのが特徴。
とりわけIT分野においては、本道の東京との有効求人倍率の差はさらに
拡大。
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約2.8倍の差

東京都

北海道

※IT関連分野は、情報処理・通信技術者の有効求人倍率を記載
●ＩＴ系人材の有効求人倍率の推移

●直近（R1/10）の有効求人倍率の比較 出典：厚生労働省
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北海道

全職種平均 1.27

IT関連分野 1.45

東京都

1.78

4.00



北海道への立地要因③
首都圏との同時被災リスクの低さ

東京まで ：1,100km
名古屋まで：1,500km
大阪まで ：1,600km

同時被災リスクが低い
＝遠いことがメリットに。

●令和元年１２月８日（日）放送の
NHKスペシャル「シリーズ体感 首都直下

地震災害に耐える社会へ」において、
東京一極集中への問題提起や、
アクサ生命保険の札幌市への本社
機能分散化の事例が紹介されました。

北海道は、首都圏と地理的に離れており、地震や台風といった自然災
害に関し、同時被災リスクが低い。
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北本連系線
60万kW

★新北本連系線（新）
30万kW

（2019．3～）

知内火力発電所
35万kW

伊達火力発電所
70万kW

音別火力発電所
14.8万kW

京極水力発電所
40万kW

＋★20万kW（2028年度以
降）

泊原子力発電所（停止中）
207万kW

砂川火力発電所
25万kW

奈井江火力発電所
35万kW

苫東厚真火力発電所
165万kW

※上記は主な発電所のみ（★は新設）
※余備力として、企業の自家発電による協力も
見込まれる（50万kW）

苫小牧火力発電所
25万kW

◇北本連系線の強化（2019．3 稼働）
現行北本連系線 ＋ 新北本連系線

60万ｋＷ 30万kW ⇒ 90万kW
※更なる強化を道は要望中

対応２

➡ 非常時の道外からの供給強化

◇電力広域的運営推進機関の報告を踏まえた対策
①京極発電所２台の稼働運転を前提とした
苫東厚真発電所３台の運転
②安定化装置やUFR（周波数低下防止装置）を
用いた負荷遮断拡大
146万kW＋35万kW → 180万kW超
※報告を踏まえ、国、道、北電で対応

対応３

➡ 大規模停電再発防止策

①道内への自家発電設備や非常用電源への
道の支援

②中小企業等の自家発電装置や
自家発電用備蓄燃料貯蔵設備整備への支援
（国に要請中）

対応４

➡ 事業者の自家発電量のかさ上げ

◇安定的な再生可能エネルギー･バイオマス発電
の新設（計画）
・苫小牧市 2社
・室蘭市 2社 約28万kW
・石狩市 1社2施設
※大規模風力発電（洋上含む）も進行中

➡ 更なる発電所の増設

対応１

➡ 日本海側の発電所の増強
北電
① 56.9万kW（2019.2～）
② 56.9万kW（2020.12～）
③ 56.9万kW（2030.12～）
北ガス

7.8万kW(2018.10～）

計画進行中

昨年の北海道胆振東部地震により発生した大規模停電を教訓に、国･道･電
力事業者等が連携して、日本海側の火力発電所の増強や、北海道と本州を繋
ぐ連系線の強化などを行い、電力の安定供給に取り組んでいます。

ご参考
電力の安定供給の取組
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事業継続や新しい働き方の拠点として
北海道の活用を。

北海道は、首都圏との同時被災リスクが低く、良質な人材の宝庫です。
最近では、本社機能の分散先として、北海道を選んでいただいているほか、
地域の人材や住環境などに着目いただき、全道各地へのサテライトオフィス
の立地も増えてきました。
ぜひこの機会に、北海道への投資について、ご検討ください。



２．北海道でのテレワークやワーケーションのご提案
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道内の市町村では、平成27年度から、総務省のふるさとテレワーク
事業などを活用し、道外企業のテレワークを誘致。北海道の豊かな自然
や住環境を活かした新しい働き方の提案を通じ、首都圏から北海道への
新しい人の流れ「関係人口」を創出。
こうした取組を契機に、テレワーク誘致に取り組む地域が拡大中。

※ワーケーションとは、 ワークとバケーションを組み合わせた造語。リゾート地などで休暇を兼ねて
リモートワークを行う労働形態

テレワークやワーケーションのご提案①
テレワークやワーケーションの道内実施動向

●総務省のふるさとテレワーク事業の概要

H27年度 北見市、斜里町、別海町
H28年度 美唄市、ニセコ町
H30年度 長沼町

●ふるさとテレワーク事業の実施道内市町村

15



ニセコグラン・ヒラフ
㈱MOOR HPより

㈱MOOR HPより

テレワークやワーケーションのご提案②
事例紹介１

ニセコ町では、倉庫を改修したテレワーク拠点を整備。季節限定で、
東京のIT企業が「ワーケーションも兼ね、拠点を開設。

16

㈱MOOR HPより



十勝スピードウェイ

十勝さらべつ熱中小学校 FBより
さらべつ熱中小学校

LIFULL HPより

テレワークやワーケーションのご提案③
事例紹介２

更別村では、旧官舎を改修し、サテライトオフィスや宿泊施設を整備。
企業9社や大学1校がテレワーク拠点として活用。
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キタゴエ HPより 釧路湿原

テレワークやワーケーションのご提案④
事例紹介３

釧路市は、避暑地として、長期滞在者が多く訪問。民間企業が設置
したサテライトオフィスやコワーキングスペースを、テレワーク拠点として
活用。
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北海道には、道内各地に、「公設のサテライトオフィス」の整備が進展、
低コストで「働く場」の提供が可能。

道央・道北地域：札幌市、岩見沢市、美唄市、千歳市、長沼町、厚真町、下川町
道南地域 ：函館市、ニセコ町
道東地域 ：北見市、上士幌町、浦幌町、豊頃町、大樹町、豊頃町、更別村、斜里町

●主な公設サテライトオフィスの所在地

テレワークやワーケーションのご提案⑤
取組の活発化要因１
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※ 移住住宅の相談窓口は、北海道の「移住・定住」に
関する行政情報のホームページをご覧ください。
https://www.kuraso-hokkaido.com/consulting/

北海道内１１４市町村が移住用住宅を用意して
います。（R2.3.31時点）

・ 道央地域：札幌市、小樽市、ニセコ町、厚真町など

・ 道南地域：函館市、北斗市、江差町など

・ 道北地域：旭川市、留萌市、美瑛町など

・ 道東地域：北見市、釧路市、上士幌町など

北海道には、道内各地に、滞在用の「公設の体験移住用住宅」の整備
が進展、低コストでの「暮らす場」の提供が可能。
生活に必要な家具や家電が備えられているので、テレワークやワー
ケーションにお勧め。

テレワークやワーケーションのご提案⑥
取組の活発化要因２

●体験移住用住宅の整備状況

20



道では、新たな関係人口の創出を図るため、首都圏企業等の社員を対象に、
休暇を兼ねて、道内各地でテレワークを行う北海道ならではの広域周遊型
ワーケーションを共同提案16市町とともに実施。

■スマート農業視察プラン(10月下旬）

空知・上川地域のテレワ－ク施設と
スマート農業の取組等を視察

【主な訪問先】
・ＩＴを活用した自動運転農業
システムの視察（長沼町）

・こども屋内遊戯場「キッズスクエアちっくる」
の視察（秩父別町）

■北海道産業視察プラン（11月上旬）

日高・十勝・上川地域のテレワ－ク施設と
地域資源を生かした取組を視察

【主な訪問先】
・乗馬療育の体験（浦河町）
・航空宇宙産業（ロケット）
関連施設の視察（大樹町）

・環境保全センターバイオ
ガスプラント視察（鹿追町）

■ ＩＴ人材発掘プラン（11月中旬）

釧路・オホーツク地域のテレワーク
施設と高等教育機関等の取組を視察

【主な訪問先】
・釧路工業高等専門学校
との交流（釧路市）

・世界遺産知床の観光ビジネス視察（斜里町）
・北見工業大学との意見交換（北見市）

テレワークやワーケーションのご提案⑦
北海道型ワーケーション

21

■ 共同提案16市町
釧路市、北見市、岩見沢市、美唄市、
深川市、富良野市、長沼町、秩父別町、
鷹栖町、津別町、斜里町、浦河町、
鹿追町、新得町、清水町、大樹町



自然豊かで爽やかな北海道で
２地域就労やワーケーションといった新しいワークライフスタイル
を実現しませんか。

これからは、ぜひ北海道でテレワークを。
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■北海道経済部産業振興局 産業振興課
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL (011)204-5324   FAX (011)232-2139
E-mail  Keizai.sangyousinkou1@pref.Hokkaido.lg.jp

■北海道東京事務所 観光・企業誘致課
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目6-3  都道府県会館15階
TEL (03)5212-9210   FAX (03)5212-9004

■北海道大阪事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-900号 大阪駅前第1ビル9階
TEL (06)6344-4151   FAX (06)6344-4126

■北海道名古屋事務所
〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目16番36号 久屋中日ビル5階
TEL (052)263-1360   FAX (052)252-5145

mailto:Keizai.sangyousinkou1@pref.Hokkaido.lg.jp

