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１．兼業・副業と二地域居住の関連について 

１）地方創生の「桶屋が儲かる」方程式 

都会で“兼業・副業”をする人が増えれば、田舎での“二地域居住”が増える。“二

地域居住”が増えれば、地方は活力再生の源泉を得ることができる１）。 

これは、地方創生にかかわる「風が吹けば桶屋が儲かる」の方程式。 

地方の再生のためのひとつの仮説である。 

地方の活力を復活させるためには、活力の源泉たる“現役”の人口が増えなくては

ならない。そのためには地方の出生率の増加を期待すると同時に、CCRC２）のような高

齢者ではなく、大都市から“現役”の人々が地方に移住したり、二地域居住をして活

動してくれるようにすることがひとつの方法になる。 

“二地域居住”とは、“移住・定住”の一歩手前の状態を指し、大都市に住居をもち

ながら、一方で田舎にも住居をもつことである。 

現役社会人の“二地域居住”を増やすためのひとつの有力な方法が、大都市の会社

員が“兼業・副業”の機会を獲得して、その時間を使って田舎に“二地域居住”して

もらうことである。 

筆者の知るところによれば、“兼業・副業”をする人のおよそ 5％は、田舎で働く機

会を求めるとみられる３）。言い方を変えれば、“兼業・副業”者の 5％が“二地域居住”

によって田舎で仕事をする。だから、“兼業・副業”する人を増やすことは、地方の活

性化にとって極めて重要なことなのである。 

 

２）高度成長期の「落とし前をつける」 

いま、その時が到来したようだ。 

周知のように、1955年から始まったわが国の人口移動は、毎年、地方人口の 0.7％、

40万人、20年間で合計 14％にあたる 850万人が大都市に移動し、1975年に終焉した。 

しかし地方人口の大都市への流出は、残念ながらそれ以後今日に至るまで、滲み出

すがごとく続いている。年間に地方人口のおよそ 0.2％～0.3％、13～20万人に及ぶ人

口が、大都市とりわけ東京圏に転出超過を続けている。 

 あれから 50年。高度成長期の人口移動がもたらしたツケが清算されないまま、今日

に至っている。 

この「落とし前をつける」ことなくして、この国の将来はない。 

大都市から地方への“人口の大逆流”を起こすのである。これを可能とするのは、“働

き方改革”にもとづく“兼業・副業”社会の推進である。 

昨年、拙著「地方創生 逆転の一打」を上梓し、“兼業・副業”を推進すべきことを

強く主張した。それから 1年たった今、その社会が現実になりはじめた。そのため、

急ぎ“次の一手”を打つ必要があると強く思った次第である。 

「働き方改革法案」が国会を通過すれば、企業は雪崩を打って“兼業・副業”シス

テムの導入に走るだろう。これを「二地域居住」に誘導するために、先手を打つので

ある。 

この拙論は、“兼業・副業”社会の始まりの様子を確認し、返す刀でその動きを“二

地域居住”に結びつける緊急の方策について提言するものである。 
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２．副業ブームの到来 

１）去年までの動き 

「副業ブーム」という言葉が、新聞紙上で躍る時代となった。 

 4年前の 2014年に、中小企業庁が 4,513社に行った調査によれば、「兼業・副業を推

進している」企業はゼロ、「兼業・副業を認める制度がある」企業は 3.8％に過ぎなか

った。 

これが、2017年 2月の労働政策

研究・研修機構の 2,500社の企業

およびその企業で働く 13,000人

の労働者アンケートによれば、わ

ずかであるが“従業員の副業”に

ついて「推進している」企業は

0.1％、「容認している」企業は

16.1％みられるようになり、そし

て今後“副業を推進したい”とす

る企業は 1.7％に高まる状況まで

きた。 

また、労働者側も、現在副業を

しているのは 1.9％であるが、今

後同様に増えていく動きがみら

れるようになった。 

 

２）2018年から始まったかにみえる  

「副業ブーム」 

 そして“働き方改革”のもと、

2018年に入って、“副業”を取り

入れる企業が急激に増えてきた

ようである。 

 そもそも“兼業・副業”を取り

入れる企業は、20世紀末から 21世紀初頭に、まず姿を現す。スポーツ用品メーカのア

ルペンが店舗の人員を確保するために、1989年に「週休 3日制」を採用し、また富士

ゼロックスが高年社員の処遇を改善するために、2003年に「40％兼業制」を導入した。

これらの企業は、先駆的であったがゆえに、その制度が時代に合わなくなり始めたた

め、現在見直しの検討を行っている。 

 以後、時間をあけて、2015年にユニクロが育児・介護離職を防ぐため「週休 3日制」

を導入し、2016年にロート製薬が「副業」の導入を図った。 

 その後、先の 2017年 2月の労働政策研究・研修機構のアンケート以降、同年 11月

にソフトバンク、12月にコニカミノルタ、年が開けて今年 2018年に入って、4月に新

生銀行、ユニ・チャーム、5月にエイチ・アイ・エスが、いずれも「副業」を導入した。 

たしかに「副業ブーム」が到来したかのようでもある。 

副業の実態
副業の実態調査（2017年2月）（独立行政法人・労働政策研究・研修機構）

• 企業側：100人以上雇用する全国の企業（有効回収数:2,505件／12,000社）

• 労働者側:上記企業ごとに8人（有効回収数:12,839件／96,000人）

【企業アンケート】
A．従業員の副業を認めているか C．今後の副業についての考え方（％）

（％） 推進したい どちらともいえない 推進しない

推進している 0.1
容認している 16.1
禁止している 83.4 1.3 41.9 54.5

計 1.7 46.3 49.5

B．なぜ副業を禁止しているのか
（％）
81.9
63.2
37.7
29.1

【労働者アンケート】
１．現在、副業をしているか

（％） ２．本業の仕事に対する副業の役立ち度
している 1.9 （％）
していない 97.8 役立つ 45.5

役立たない 50.4

３．今後の意向
（％）

したい 32.1
したくない 65.0

４．副業をしたい理由
（％）
84.9
33.9
30.4
10.6

業務に専念してもらいたい
疲労による業務効率の低下防止

業務上の秘密保持
企業秩序を乱すから

収入を増やしたいから
自分か?活躍て?きる場を広け?たいから

様々な分野の人とつなか?りか?て?きるから

現在の仕事て?培った能力を活用するため

70.5 24.83.7
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３）「副業ブーム」は本物なのか 

ここで、“兼業”と“副業”の違いについて触れておきたい。“兼業”とは、「会社の

業務時間の一部を割いて『別のことをする』こと」である。“業務時間の一部を割いて”

行うので、先のアルペンやユニクロのような「週休 3日制」の形態をとることもあれ

ば、富士ゼロックスのように「40％を限度に」個人の裁量に任せた兼業を行う場合な

どがありうる。 

 “兼業”では、副業はもとより、育児、介護、ボランティア活動などさまざまな活

動に兼業時間が使われる可能性をもつ。 

したがって、“副業”は“兼業”の一部の形態にすぎない。“兼業”形態のもとで行

われる“副業”は、業務時間の一部時間を切り取って行われるのに対し、“兼業”形態

をとらない“副業”は、「勤務時間外、休日」が割り当てられることになるため、“過

重労働”の危険性がつねにつきまとうことに留意すべきである。 

 最近、企業が導入した“副業”の多くは、“自社のイノベーションの機会を増やすた

め”に本業での拘束をそのままにして、従業員の「勤務時間外、休日」での“副業”

を認めるものがほとんどである。 

 本来、“副業”の導入が必要とされたのは、「同一労働同一賃金」を達成するために

雇用システムを改革することが求められ、その一環として“副業”があったはずであ

る４）。 

 つまり、非正規雇用の賃金水準をあげるために、正規雇用の「働き方時間」にも手

をつけなければ、会社は存続できないということだ。そのためのまともな答えのひと

つが、“兼業”ができるシステムを導入することである。「週休 3日制」はそのひとつ

で、ユニクロの場合は従業員の収入を下げないために就業日は 1日 10時間の変形労働

兼業・副業の導入企業

導入年 企業名 導入の種別

（各社ホームページならびにヒアリングより作成）

2018年4月 ユニ・チャーム 副業

2018年5月 エイチ・アイ・エス 限定的副業

2017年12月 コニカミノルタ 副業

2018年4月 新生銀行 副業

2016年2月 ロート製薬 副業

2017年11月 ソフトバンク 副業

社員が通訳ガイドに取組むことが出来る体制などを念頭に、就業時間外に業務委託や個人
事業主として働くことを認める。ただし、他社との雇用関係が発生する二重就労については、
長時間労働の抑制を最優先しなければいけない環境の中、時期尚早と判断。

1989年4月 アルペン 週休3日制

2003年4月 富士ゼロックス 兼業制

2015年10月 ユニクロ 週休3日制

社員のスポーツ活動をサポートするとともに、採用を安定させるために全店舗で導入。現在
では、人手不足の影響で見直しが検討されている。
50歳以上を対象にした「フレックス・ワーク制度」。社員の身分のままで兼業・自己啓発のた
めの時間を確保でき独立のための準備が可能なようにした。副業は40％以内で1日単位の
曜日または隔週で設定し、その分賃金をカットするというもの。現在では利用者が少ないた
め、見直しが検討されている。
介護や子育てによる離職を防ぐため、短日タイプの雇用制度を導入。1日10時間労働の変形
労働時間制を導入し、週4日勤務・週休3日とした。
新規事業に挑戦するには企業の枠を超えた働き方や社外の人とともに働くことが社員の成
長を促すことから、「社外チャレンジワーク」制度を設け、社会貢献や自分を磨く働き方として
導入。週末や就業時間後に副業を認めるもの。
就業規則上の「副業の原則禁止」を改定し、本業に影響のない範囲でかつ社員のスキル
アップや成長につながる副業について、会社の許可を前提に認めるもの。
当社で働きながら自ら起業したい、IT・プログラミングなどの技術を社外で高めたい、といっ
た従業員のニーズに応える。兼業・副業先の経験を通して得た知見や技術を活かして、当
社のイノベーション創出の起点となることを期待。
社員が個人で事業を営んだり、業務を受託する「個人事業主型」に加えて、他社に従業員と
して雇用される「他社雇用型」についても、所定の条件を満たせば認めるというもの。当行で
働きながら社外での知見や経験を得たいとする社員のニーズに応えるとともに、社外の人脈
やネットワークの拡大が当行のイノベーション創造にも寄与することを期待。
個人のスキルアップや成長につながる副業を前提として、入社4年目以上の正社員が対象。
就業時間外や休日のみ副業を認める。

概要
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時間制を採用した。「40％までの兼業」を導入した富士ゼロックスは、“その分、賃金

を下げる”というまともなシステムを導入している。 

 現在進行しつつある「副業ブーム」が、企業をして従業員の就業時間外における「自

己研鑽、自己研修」の道具として使われることに危惧を覚える。 

  

４）これから始まる本番の“兼業・副業”と「二地域居住」 

しかし、“副業”の社会は始まったばかりである。これが今後、“働き方”を変え、

社会を変え、地方を変えることに期待するものである。 

今国会では「働き方改革法案」が審議されている。これについてメディアは、時間

外労働や高度プロフェショナル制度ばかりを報じているが、働き方改革の一丁目一番

地は「同一労働同一賃金」の実現であることを忘れてはならない。 

この法案では、「同一労働同一賃金」を浸透させるため、パートにかぎらず有期雇用

者も「パートタイム労働法」に含めて、この法律で規定されている賃金水準の同一化

を求めている。 

また、「同一労働同一賃金」にかかわる「ガイドライン」を設け、違反企業に説明責

任を持たせることにしている。 

この改正は、審議遅れもあって、2020年から実施されるので、各企業は「同一労働

同一賃金」実現の原資をうるため、これから急いで雇用システム改革を行うことにな

るであろう。 

現在 60％水準にある非正規雇用者の賃金を、正規雇用者の 80％水準までもってくには、

各企業は 10％割増しの給与原資を用意しなければならないため５）、正規雇用者の雇用シ

ステムに手をつけざるをえなくなり、そのなかで“兼業”システムを導入するようにな

るに違いないと考える。 

 そして、今後、一挙に増える“兼業・副業”者の少なくとも 5％が、田舎での「二地

域居住」を行うことになると考える。 

 

３．フリーランスという働き方 

以上これまで大企業の“副業”の取組みをみてきた。この拙論の主旨は、企業の“兼

業・副業”の拡大が田舎での「二地域居住」を増やすことについて、述べるものであ

る。 

 しかし、近年、この“兼業・副業”以外に「二地域居住」を増やす働き方が芽生え

てきた。フリーランスとテレワークという 2つの働き方である。 

 

１）フリーランスと「二地域居住」 

 まず、フリーランスという働き方についてみてみよう。 

フリーランスとは、原理的に言えば、特定の企業や団体・組織に専従せず、自らの

技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人の形態

をもった自由業のことである。 

一般にフリーランスに向く仕事として、次のものがあげられる（BIZ KARTEより）。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%80%E8%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA
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【IT系フリーランスの職種例】 

・プログラマー・グラフィック・デザイナー・Webデザイナー・Web編集者など 

【コンサルタント・カウンセラー系のフリーランスの職種例】 

・経営コンサルタント・心理カウンセラー・インテリアコーディネーター・ファイナンシ

ャルプランナー・ウェディングプランナー・フードコーディネーター・キャリアカウンセ

ラー・カラーデザイナー・フラワーデザイナー・セミナー講師・塾講師・着物着付け師な

ど 

【マスコミ系フリーランスの職種例】 

・ライター・コピーライター・編集者・カメラマン・イラストレーター・翻訳・通訳・ス

タイリスト・メイクアップ・アーティスト・ファッションデザイナーなど  

【士業のフリーランスの職種例】 

・弁護士・税理士・会計士・中小企業診断士・建築士など  

このようなフリーランスの職種例から判るように、フリーランスは手に職を持って

いる、自らのノウハウを売ることができる、ICTを活用することが多いという点におい

て、“フットルース”だということである。仕事の場所を選ばない、仕事をやるのに

さしたる設備投資がいらないなど、基本的に束縛を受けず自由に仕事ができることに

特色がある。 

 こうした点から、フリーランスを田舎に呼ぶことは十分に可能なことである。“移

住・定住”はもちろん、「二地域居住」によって都会と田舎の双方で仕事を行うことは

十分にありえることと考える。 

 

２）フリーランスの実態と今後について 

ただ問題は、このようなフリーランスがどれくらい存在するのかである。 

 2015年国勢調査によれば、就業人口 5,900万人のうち雇用者は 5,000万人、87.4％

を占め、自営業は 520万人、9.2％である。この自営業のうち、雇用人がいるのが 120

万人、雇用人がいないのが 400万人であるので、フリーランスという点からみれば、

雇用人がいない 400万人がフリーランスに近いのかもしれない。 

 したがって、わが国では6.8％がフリーランスということになる。アメリカでは1,300

万人のフリーランスがいるといわれており、就業人口 1.5億人の 8.7％を占める状況に

ある。 

 さて、フリーランスの中味についてである。このあたりのことを、ランサーズ㈱か

らの資料でみておこう。この会社は、仕事を依頼したい企業と仕事をしたい個人とを

マッチングさせるクラウドソーシング・サービスを手掛ける企業である。 

 同社の調べによれば、わが国には、

およそ 1,100万人の“広義”のフリー

ランスがいる。同社の定義によれば、                          

このフリーランスの働き方は副業系、

複業系、自由業系、自営業系の 4タイ

プに分けられ、その 2017年のタイプ別

分布はつぎのようである。 

 

フリーランス人数（実態調査2018年ランサーズ㈱）

人数 経済規模

2015年 913万人 14.3兆円

2016年 1,064万人 16.0兆円

2017年 1,122万人 18.5兆円

2018年 1,119万人 20.1兆円
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＜副業系すきまワーカー＞常時雇用されているが、副業としてフリーランスの仕事を

行っているワーカー 

＜複業系パラレルワーカー＞雇用形態に関係なく、2社以上の企業と契約ベースで仕

事を行うワーカー 

＜自由業系フリーワーカー＞特定の勤務先はないが、独立したプロフェッショナルの

ワーカー 

＜自営系独立オーナー＞個人事業主・法人経営者でひとりで経営を行っているワーカ

ー 

フリーランス（F）の実態（「フリーランス実態調査」2017年ランサーズ株式会社） 

タイプ Fの人数 F暦 F労働時間 Fでの年収 F年収比率 （推定）年収 

 万人    年  時間/週   万円    ％   万円 

副業系   458   4.5    6.3    60    19   315 

複業系   276   6.5   13.7   129    36   358 

自由業系    61   8.7   14.0   122    55   222 

自営系    326   15.7   33.6   350    81   432 

合計（平均）   1122   8.5   16.5   165    43   354 

  

同社が“広義”のフリーランスといっているのは、＜副業系＞つまり会社に雇用さ

れながら副業を持っている 460万人と、＜複業系＞つまり（雇用されているかもしれ

ないが）雇用形態に関係なく 2社以上の企業と契約ベースで仕事を行う 280万人が含

まれていることによるとみられる。 

したがって“一般的”な意味でフリーランスと考えられるのは、同社の推計値から

＜副業系＞と＜複業系＞を除き、特定の勤務先をもたない独立したプロフェッショナ

ルの＜自由業系＞60万人と個人事業主・法人経営者としての＜自営独立系＞の 330万

人、あわせて 390万人ということになる。あるいは＜複業系＞の一部を加えて 400～5

00万人がフリーランスの実態となる。これは、先に述べた国調とほぼ同数である。 

同社の調べによれば、＜副業系＞は急増しているが、一般的なフリーランスとみら

れる＜自由業系＞や＜自営独立系＞は決して増えているわけではない。しかし、これ

らは今後増えていくものとみられる。理由を 2つあげておく。 

ひとつは、㈱ふるさと総研がリーマン・ショック直後の 2009年に全国 10万人アン

ケートを行ったところ、すでに職を持っている人を含め、実に 30％の人が「都会での

雇用よりも、田舎で“生業”をつくりたい」という状況が生じていることだ６）。世の

9割の人がサラリーマンであることそのものも異常だが、何よりも“いつ首を切られる

かもしれない”という不安感から、“生業”＝フリーランスがすでに志向されており、

それが徐々に具体的な姿を現してくるだろう。 

ふたつ目は、“兼業・副業”社会が進展すれば、他企業への雇用者となる副業にと

どまらず、自立した起業を副業として行う人が増えてくる。この副業としての起業が

軌道にのれば、軸足を起業に移して独立する人は多数にのぼることが想定される。こ

れらは起業＝フリーランスとして世の中に登場してくるであろう。 

このような人々が田舎への移住や「二地域居住」となることが期待できる。 
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４．テレワークと二地域居住 

１）テレワークの現在 

 「二地域居住」と関連するもうひとつの新しい働き方は、テレワークである。 

テレワークとは、ＩＣＴ等を活用し、普段仕事を行う事業所・仕事場とは違う場所で

仕事をすることである。大きく3つのタイプがある。 

○在宅型（自宅でテレワークを行う） 

○サテライト型（自社の他事業所、または複数の企業や個人で利用する共同利用型オフィス

やコワーキングスペース等でテレワークを行う） 

○モバイル型（顧客先・訪問先・外回り先、喫茶店・図書館・出張先のホテル等、または移

動中にテレワークを行う） 

 総務省の 2016年通信利用動向調査によれば、テレワークはまだ揺籃期にあるとはい

え、企業の 13.3％が制度化して導入を図っている。 

 企業がテレワークを導入するのは、「人手の確保」や「労働生産性の向上」のため

である。多くの導入企業ではその“効果”があったとみているので、今後、“働き方

改革”が進行している折、テレワークを導入する企業は増えてくるだろう。 

  

２）田舎の実家型・二地域居住テレワーク 

 国交省の 2017年テレワーク実態調査によれば、テレワーク制度を導入している企業

の 7割が利用の制約を設けていないが、一方、制約がある企業では在宅でのテレワー

クを認める条件として、「育児」「介護」「病気・怪我」などをあげている。そして

在宅でのテレワークの活用頻度は「特に制限はない」が 60％と多数を占め、ついで「週

に 1日～5日」13％である。 

 このように、在宅型のテレワークは「育児」「介護」などの理由で、かなり自由に

行える環境ができはじめているようだ。 

2013年国民生活基礎調査によれば、要介護者と“別居”によって介護をしている人

は 10％に上る。さらに、みずほ情報総研の調べによれば、家族を介護する 40歳以上の

人のうち、“別居”していて介護に行くために必要な片道の時間が 2時間半以上の人

が 12.7％、4時間以上が 7.6％であった７）。 

だから、“在宅型”テレワークを“田舎の実家”テレワークと置き換えてみること

は、十分可能になる。大都市居住者の多くは、田舎の実家に親を残して来ている。少

子化の現在、自分が都会に出てくれば、田舎の実家には親が残されるのみとなる。そ

の親の「介護」のために“田舎の実家”を“在宅”とみなして、テレワークすること

があってもよい。 

まさに二地域居住型のテレワークの一形態、在宅ならぬ実家型となる。 

 

３）田舎サテライト型・二地域居住テレワーク 

 このように考えると、二地域居住型テレワークには、田舎サテライト型・二地域

居住テレワークというものもありそうだ。 

むかし、埼玉県志木市でサテライトオフィスの実験が行われたことがある。企業内

に 10％はいるとされる精神的ストレス者を回復させるために、ICTを活用して転地療

法の場としてセットされたものである。 
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 ㈱ふるさと総研の 10万人アンケートによれば、「自分の健康回復」のために田舎に

行きたいとする人は 13％に及んでいるため、“自己介助”を目的として、大都市のこ

うした人たちがリトリート（一時的避難所）として、田舎サテライト型テレワークを

行うことは十分に考えられる。 

 さらに付言すると、16％におよぶ人たちが「子育て親のリフレッシュ」のため田舎

に行きたいと考えている。レスパイトケア（育児をしている親の小休止）の場として

二地域居住するためにも、田舎サテライト型テレワークは十分に役にたつだろう。 

 

５．地方創生とは「新しい時代」に対応すること 

 これまで述べてきた兼業・副業やフリーランス、テレワークといった働き方は、ま

さに「新しい時代」への幕開けにふさわしいものとなろうとしている。 

 20世紀の「人口ボーナス期」

では会社は終身雇用が成り立

ったが、いまから四半世紀前

に始まった「人口オーナス期」

では、非正規雇用や雇用リス

トラ、定年延長など会社組織

の不整合の勃発や弥縫策の連

続でしのいできた。 

 いま、これが変わろうとし

ている。一言でいえば「人生

二毛作」へ向けた働き方の変

革である。兼業・副業、フリ

ーランス、テレワークという

働き方は、その兆しにあたる

もので、今後、多様なかたち

でますます増えていくにちが

いない。 

 地方創生を成功させるためには、こうした「新しい時代」を先取りした変化を取り

込むことが肝要だと考える。変化が起らずある程度固定してしまった社会を動かすの

は、至難の業であるからである。 

 この拙論で、兼業・副業やフリーランス、テレワークといった新しい働き方に注目

するのは、これから「二地域居住」を進めていくには、このような時代を先取りした

変化を求める主体を見つけ、それを集中的に「二地域居住」に誘導することが欠かせ

ないと思うからである。 

 地方創生の政策は、是非、“時代の先端を走る変化を政策に取込む”という視点を

もってもらいたいと考えるゆえんである。 

  

 

教育 会社 会社 悠々自適

20歳 40歳 60歳

・人口ボーナス期 「豊かさ追求」価値観時代・・・・会社組織が合理的

20歳 40歳 60歳

・超高齢社会・新しい価値観に合わせたライフスタイルの実現
・・・・会社での働き方を変える

自己雇用；起業
新しい会社の創出

兼業

会社とは何か
・・・20世紀の仕組みは、大きく変更される

20歳 40歳 60歳

・人口オーナス期 ・・・・会社組織の不整合の勃発と弥縫策の連続

非正規雇用 定年延長雇用リストラ
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６．「二地域居住」政策の現在 

以上から、今後、地方の活力を高めるためには、 

①企業で兼業・副業する人 

②企業に属さないフリーランサー 

③実家型およびサテライト型テレワーカー 

を「二地域居住」者として田舎に誘導することが最大のポイントになる。 

 

１）十分な手が打たれなかった「二地域居住」政策 

以上のように兼業・副業やフリーランス、テレワークが胎動し始めた現在、政府が

彼らを田舎に誘導すべきにもかかわらず、それが十分に行われていない。そのもどか

しさが、この拙論を書く動機となった。 

 「二地域居住」は今から 10年前に国の政策として掲げられたものである。20世紀の

全国総合開発計画が改定され、2008年に新たに設けられた国土形成計画において、「二

地域居住」はこれからの国土形成の一翼を担うものとして位置づけられた。 

 それから 10年。この政策の推進がどこまで行われているか、寡聞にして知らない。

おそらく、きちんとした手立てが打たれてこなかったのではないか。 

 そもそも、「二地域居住」をしている人がどれくらいいるのかさえ、まともに捉え

られていないのである。わずかな事例を述べれば、国民の「二地域居住」の実践率は、

2005年 0.8％（A）、08年 2.4％(B)、09年 1.1％(B)、15年 0.6％(A)である（（A）は

内閣府調査、(B)は㈱ふるさと総研の調べ）。 

 上記のいずれの年度における調査においても、およそ 13％の人々が「二地域居住」

をしたいという“希望”をもっていることが確認されており、年次の変化はない。こ

うした「二地域居住」“希望”者が、実践に至ったという経緯が見られないのである。

要するに、いつ調査しても、二地域居住の実践者はわずかであり、希望者は 13％現れ

るということなのである。 

 

２）地方創生本部の「プロフェッショナル人材の還流」 

 2014年に設立された政府の地方創生本部は、いつでも存在する13％の二地域居住“希

望者”の多さに着目し、「二地域居住」を政策の柱にあげたが、その後の本部の“戦

略”や“基本方針”を見るかぎり、「二地域居住」政策は後退しつつあるようである。 

 手立てはないのか。 

 2016年 6月の「地方創生基本方針 2016」では、次のような視点が提供された。 

「全国に整備したプロフェッショナル人材戦略拠点を活用し、（中略） プロフェッシ

ョナル人材の地方還流を拡大する。併せて、同拠点の機能を活用し、都市部の大企業等

と地域企業の間の、兼業促進も含めた多様な形での人事交流を進める。」（アンダーラ

イン；筆者） 

 大都市の“兼業”を促進し、その兼業先を“地域企業”に誘導する、という政策であ

る。これは、この拙論で述べていることとほぼ等しい。的を射ている。地方の活性化に

とって重要な施策であり、その具体化を急ぐべきものと考える。 
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３）必要となるマーケティングの視点 

だが、それ以外は「二地域居住」を具体化する政策が曖昧模糊としている。たとえば、

「二地域居住」という新しい生き方を国民に選択してもらうことに関し、2015年に改定

された第2次国土形成計画では“支援体制の充実、国民運動の展開”を行うと漫然と述べ

られているにすぎない。 

 問題の根源は、おしなべて「二地域居住」を奨励すべき当面の“ターゲット・対象者”

を明確にしてこの“対象者に向けた支援”を行う、という意識がほとんど見られないこ

とである。 

要は、物事の普及を図るためのマーケティングの視点が欠落している。端的にいえば

「二地域居住」を“誰”に売るのか、“どうやって”買ってもらうのかを明確にしなけ

れば事は進まない。 

地方創生本部の“兼業→地方企業”が動き始めたのは、“兼業者”という「二地域居

住」を始めそうな“買い手”を見つけたからだと思われる。 

拙論では、このマーケティングの視点から「二地域居住」を当面推奨すべきターゲッ

トとして、時代の変化への対応者である“兼業・副業者”、“フリーランス”、“テレ

ワーカー”をあげた。まずは、「二地域居住」の当面のターゲットについてこれで十分

か、もっと別にいるのではないか政府は確認をしてほしい。 

そして次に必要となるのは、これら大都市サイドの“働き方の変革”の進展にあわせ、

この人たちを地方に連れ出す算段を描くことが必要になる。狙いを定めたターゲットに

「二地域居住」を“どうやって”買ってもらうのかを考えることである。 

そこで以下、「二地域居住」を推進するうえで必要不可欠なものと日頃考えている「第

2住民票」の制度化、「雇用・起業」の環境整備、「住まう場所」の確保策の3点セット

について述べたうえで、これらを本当に形あるものにするための「二地域居住等推進法」

の制定について、私見を述べたい。 

なお、これらについてはすでに拙著「地方創生 逆転の一打」（玉田樹 2017年 ぎょ

うせい）にも書いたところなので、そこからいくつか引用しながら述べることにする。 

 

７．第 2住民票の制度化 

１）第 2住民票とは 

 まず、第 2住民票の制度化を急ぎたい。 

 これは、拙著「地方創生 逆転の一打」で次のように述べた。 

 「兼業・副業者が行う移住とまでいかない半定住、二地域居住をやりやすくするた

めに、住民基本台帳法を改正し、『第 2住民票』を位置づける。これは一定期間、その

地域に二地域居住する人を対象に、市町村が発行するもので、この総数が“地方への

新しいひとの流れをつくる”ことの成果に結び付く。」 

 つまり、住民基本台帳法による住民票は、住所を公に証明することを目的とした制

度である。住民票は１つしかないが、これに第 2住民票を付け加える。第 2住民票は、

一定期間二地域居住した市町村に二地域居住届けを行うことによって得られるように

する。 
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 これまで、地方では二地域居住者の実態の把握はほとんど不可能に近かった。これ

では、二地域居住者の誘引の KPIならびに PDCAサイクルが成り立たない。第 2住民票

でこの把握を行うとともに、二地域居住者と市町村の関係を、以下述べることを通し

て一層豊かにすることを行うべきと考える。 

  

２）交通費の二地域居住割引 

第 2住民票を制度化する最大の目的は、大都市の住まいから二地域居住先への移動

にかかわる費用を合理的に低減させることである。 

二地域居住をする際、費用の面で最大のネックとなるのが交通費である。 

次のような調査結果がある。東京の人たちをモニターとして山形で二地域居住をし

てもらい、家計簿をつけてもらったところ、「滞在期間の２／３程度の日数を就農し、

農家から１日５千円程度の労働報酬を受けることが出来て、空き家など住居費の負担

が少ない滞在場所が確保されれば、農作業をベースとした『自給自足型二地域居住』

が成立する。ただし、東京・山形間の移動にかかわる費用を含めると、赤字になる」８）

という結果を得た。 

つまり、二地域居住は、東京と特定の地方との間を頻繁に行き来することになるた

め、1回に往復数万円の交通費が発生すれば、首が回らなくなるということである。 

この二地域居住を推進するうえでの最大の隘路を、第 2住民票によって解決するの

である。第 2住民票の所有を証明として、大都市本居地と第 2住民票の発行地の間の

交通費の二地域居住割引を行う。第 2住民票所有者に対して割引定期券を発行するな

どして、鉄道、飛行機、高速道路などの運賃割引を運送事業者に働きかけるのである。

具体的な手法については、すでに飛行機や JRなどが 3～4割の割引を行っている遠距

離介護割引などが参考になろう。実施した企業に対して、割引分などを減税の対象に

してその機運を高めることが必要と思われる。 

このことがなによりも、都会の一般の会社員が第 2住民票を獲得して、週末に都会

でスポーツジムに行くのではなく、田舎で畑仕事や薪割りをしたり野山を駆け巡って

体をリフレッシュすることが当たり前の社会の到来を早める。 

 

３）住民税の分割 

二地域居住者が受入れ地域にいることが好ましいものとなるために、第 2住民票は

不可欠である。「地方創生 逆転の一打」では次のように述べた。 

「この『第 2住民票』をもって、住民税の課税方式の変更をし、大都市本居地と二

地域居住地間の住民税の案分をする。ふるさと納税がバーチャルな住民税の移転であ

るとすれば、『第 2住民票』による住民税の移転はリアルな移転となり、地方創生に大

いに寄与することになる。地方は競ってこの『第 2住民票』の発行に走るだろう。 

重要なことは、二地域居住者が、この住民税の案分により地域での疎外感をなくす

ことができることだ。ごみを出し道路も使って税金を払わないのは大いに気が引ける。

『第 2住民票』による住民税の移転はこの問題を解消してくれる。案分は定率方式で

もよいし、年間の居住期間を二地域居住者による申告や電気メータによる計測などで

捉えることもありうる。」 
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つまり、二地域居住者と受入れ市町村が Win-Winの関係をもつために、住民税の分

割が第 2住民票によって可能になることだ。 

 

４）副業、起業収入に対する納税地の確定と税の減免 

 二地域居住者は、田舎で働く。これまでであれば、そこで得た収入は大都市本居地

での収入とみなされた。 

 これでは、意味がない。二地域居住を推進するということは、そこで活動が行われ、

地域が活性化することが目的である。そのためには、二地域居住者の活動の成果がき

ちんと二地域居住先で得た収入として確定される必要がある。 

 これを可能とするのが、第 2住民票である。この第 2住民票がなければ、二地域居

住者の収入はスルーして大都市に付け替えられてしまう。 

 まず、第 2住民票を受け取った者に、当該地域での収入の申告をしてもらう。その

総体が二地域居住の活動の成果である。これまでの二地域居住では、そこに二地域居

住者がいるのかどうかもはっきりせず、ましてやその活動の成果の総体を計測するな

ど夢であった。二地域居住者の活動の成果そのものの大きさをしっかり捕捉するため

には、第 2住民票は不可欠である。 

 そのうえで、税の申告について検討する。事務手続上可能であれば、大都市本居地

とは別の納税体系がここに生まれる。ただし、二地域居住のインセンティブを上げる

ためにも、税の減免は当然検討される必要がある。 

 

８．雇用・起業環境の整備 

次に、大都市の“兼業・副業”を実行する人たちが、田舎で「二地域居住」しなが

ら働く場を確保するための方策を考えたい。2つのルートがある。 

 

１）地方企業への専門職のマッチング 

（１）高い専門職ニーズへの対応 

まずは地方創生本部がいう“兼業→地域企業への雇用”というかたちをとおして、

本人がもつ専門性を活かすことがひとつのルートと考える。 

その場合、「二地域居住」という性格上、地元企業とは常雇ではなく、非常勤あるい

は顧問・アドバイザーというかたちになろう。地方企業にはそのニーズは多い。 

 例えば、人口 2万 3千人の兵庫県養父市内の企業では、「製品開発の技術者」を 34％、

「マーケティングの専門職」を 14％、「ITの専門職」を 7％、「貿易の専門職」を 4％

の企業が採用したいとしており、「その他」33％を合わせると実に多くの企業が専門職

の採用を望んでいる９）。 

 まずは、大都市の“兼業・副業”者を、地域企業のニーズにマッチングさせる工夫

が必要である。そして、二地域居住を促進するのである。 

 今年に入ってからその動きが出始めた。求人・求職マッチングサイトなどと組んで、

広島県福山市は、“兼業・副業”限定で週 1回勤務の企業の顧問の募集を開始した。北

海道石狩市や岩手県八幡平市では、地元企業が都会から副業などの人材の募集を開始
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した。応募者が多数に上っているという１０）。 

このような動きが燎原の火のように広がることを期待する。 

 

（２）「同業他社」要件の緩和、そして風土形成 

ただし、次の追加的政策措置をとることを期待したい。地方で副業する際の「同業

他社」要件の取り扱いを緩和することである。大都市の“兼業・副業”者が、地方企

業に専門家として副業に着く場合、一般的には「同業他社」であることは認められな

い。ノウハウが簡単に移転してしまう怖れがあるためである。この要件を、「同業で

あっても地方の小さな企業」である場合、副業を認めることにすべきである。本人の

専門性が活かせることになり、地方企業の底上げに役立つからである。 

いまひとつの政府に対する期待は、国民運動についてである。「二地域居住」とい

う政策が国民に明示的に知らされてもいなければ、どこまで進んでいるのかさえなか

なか見えないことである。要は、国民的な風土形成がほったらかしになっていること

だ。 

「二地域居住」は本人ひとりで決められないことが多いため、重要きわまりない“内

助”の意見を誘発する必要性は高い。そして重要なことは、“兼業・副業”者は地方

で必ずしも企業の“雇用者”になることを望んでいるわけではなく、「二地域居住」

で自分自らの“起業”を志向する人も多い。このような人々を覚醒させるためにも、

国民的風土形成は欠かせない。 

 

２）ふるさと起業誘致条例による起業するまでの助成 

 “兼業・副業”者は、地元企業の雇用者になるばかりではない。 

いまひとつのルートは、“兼業・副業/二地域居住者”が、田舎で自立的な“生業”

を起業する場合である。このことは十分に考えられるし、また奨励されなければなら

ない。 

 その際の起業助成が必要である。これまで政府や自治体は起業に対する助成を行っ

てきたが、その予算総額が小さすぎたり、助成対象が限定されすぎていることが多か

った。要はポスト・インキュベーション（設立して間がない新企業に国や地方自治体

などが経営技術・金銭・人材などを提供し、育成すること）は行ってきたが、“設立し

て間がない”以前の段階の「設立しよう」とする起業候補者に対する助成があまりみ

られなかった。 

 ここでいう「ふるさと起業誘致条例」は、事業を発案し立ち上げるまで、あるいは

法人登記するまでの間、つまり事業を「設立しよう」とする人への助成を目的とし、

市町村が独自に制定するものと考えている。だから、必要な資金は、たかだか 2～300

万円/件を超えることはない。わずかな立上げ資金を助成するのである。 

 この「ふるさと起業誘致条例」については、拙著「地方創生 逆転の一打」に詳しく

書いているので参照されたい。 

 

３）ふるさと起業誘致条例の原資について 

 ひとつ付け加えるとすれば、その原資についてである。拙著では、企業立地促進法

を拡大して個人事業者をその範囲に加え、「ふるさと起業誘致条例」による自治体の支

https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93-154749#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93-154749#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E9%8A%AD-481384
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E6%9D%90-537525
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出を地方交付税で補てんすべきことを述べた。 

 これに加えて、「ふるさと起業誘致条例」の原資として、2つの事を考えたい。 

 

（１）地銀と自治体による「起業ファンド」 

ひとつは、地銀と自治体による“起業ファンド”を形成し、これを原資として「ふ

るさと起業誘致条例」を運用する。単純にいえば、地銀にも金を出してもらうのであ

る。自治体は起業者に助成すれば、千三つといえども、税金で戻ってくる可能性があ

る。地銀には、助成に対する直接的な見返りはないが、助成した起業者が本格的な事

業を開始すれば、助成の数十倍の融資が可能性として待っているのである。 

「ふるさと起業誘致条例」に参加する地銀は、起業候補者へのアドバイスや起業に

向けての各種相談を行うことによって、起業が有意なものとなるよう指導することに

なることが、ひとつの着眼点となる。 

 

（２）“たにまち衆”による地元への「ふるさと納税」と「起業支援」 

 いまひとつは、「ふるさと起業誘致条例」の原資として「ふるさと納税」を活用する

ことだ。総務省もこの方針を打ち出した。つまり、「ふるさと納税」を全国から求め、

起業者支援の原資にすることである。 

そして、これを少し発展させ、起業者支援の原資確保に、地元の“たにまち衆”に

地元自治体への「ふるさと納税」ないし「起業支援」をしてもらうことを考えたい。 

地元の“たにまち衆”、地方には本来であれば東京で世界をまたにかけて活躍してい

たであろう人は数多くいる。彼らは実家の事業承継で地元に戻ってくることを余儀な

くされたが、いまだに世界や地域を見る目は豊かなものがある。地域のためならなん

とかしようという気概を持った人が多いのである。彼らを中心に“地元”の自治体に

「ふるさと納税」や「起業支援」をしてもらうのである。これを「ふるさと起業誘致

条例」の原資として活用する。 

現在の「ふるさと納税」制度は、「ふるさと納税」を行った人が住む自治体の住民税

の減額分の 75％は地方交付税で補てんされることになっている。したがって、地元住

民が地元の自治体に「ふるさと納税」すれば、地元自治体はその住民税の減額分を地

方交付税で 75％が補てんされ、なおかつ「ふるさと納税」分がそのまま自治体の懐に

入っている状態となる。 

これは、現在の「ふるさと納税」制度では実施が可能だが、“禁じ手”であるとも言

われている。交付税の使い方として適切ではない、ということだ。 

したがって、地元の“たにまち衆”による地元自治体への「ふるさと納税」は、制

度が変わるまでの時限的なものと捉え、これを契機として地元の“たにまち衆”によ

る恒久的な「起業支援」のあり方を地域ごとに検討しておくことをお奨めする。 

地元の“たにまち衆”に「ふるさと納税」や「起業支援」を働きかけ、地元に多く

の起業家が生まれる環境を用意することは、地域の活性化のためにきわめて意義のあ

ることである。 

この“たにまち衆”は、「ふるさと起業誘致条例」とセットで用意される研修や相談

の支援組織の中心メンバーとなることが期待される。 
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４）サテライト/インキュベーション環境整備 

 以上の“起業”環境の整備とあわせて、二地域居住型テレワーカーおよび拡大する

フリーランスのためのサテライト/インキュベーション環境を整備する。 

 これは、サテライトオフィス機能と同時に、起業者のための支援機能・インキュベ

ーション機能をもつものとして考えたい。 

 また、サテライトオフィスは 1か所に拠点として作る手もあるが、空き家や実家そ

れぞれがサテライトオフィスとなる集合体であってもよい。 

 佐賀県庁のテレワーク化を推進した森本登志男氏は、その著書の中でおおよそ次の

ように述べている１１）。「地方においては、新たな雇用の場を意図的に創っていく必要

がある。そこで、従来の工場誘致に代わって、地方にサテライトオフィスを開設し、

そこへ都会の企業を誘致する。工場誘致にくらべれば、コストはかなり低く抑えられ

る。和歌山県白浜町は休眠施設を使って拠点を形成し、徳島県神山町は空いた建物を

使っている。」 

つまり、サテライトオフィスをつくれば、企業が誘致できるというものである。大

都市では国や民間企業によるサテライトオフィスが出来始めていることを受け、政府

は地方にも「お試しサテライトオフィス」の誘致を進めている。 

加えて、ここで言いたいことは、企業そのものに加えて、企業“人”、副業者、フリ

ーランス、実家介護者など個人が二地域居住で都会とつながって働ける場として、サ

テライトオフィスを位置付けてみたい、ということである。 

 もとより、フリーランス形態の“起業”を目指す二地域居住者も使えるインキュベ

ーション機能をもったサテライトオフィスでありたい。「ふるさと起業誘致条例」によ

る助成支援を受けたり、地銀や“たにまち衆”による事業立ち上げに関するさまざま

な相談・アドバイスのサポートを受けることができる複合的なものとして、サテライ

ト/インキュベーション環境を考えたらどうかと思う。 

 

９．「住まう場所」の確保策 

１）住む場所がない 

 「二地域居住」をするにしても、住む場所がない現実が続いている。 

「『移住したくても住むところがない！』・・いま、田舎に住みたいと思う人が増えて

いるにもかかわらず、住む家が見つからないため諦めてしまうケースが地方のあちこ

ちで多発している。悲鳴にも似た声が全国の移住・交流の担当者からあがっている。」

これは拙著「地方創生 逆転の一打」などで繰り返し述べてきたことである。 

 地方には「空き家」が住宅総数の 14.8％、450万戸ある。そのうち一戸建ては 210

万戸、うち“使える”のは 140万戸存在する。 

 しかし、このうち地元の不動産屋に預けているのは 3％にすぎず、地元の空き家バン

クに登録しているのはわずか 0.2％にすぎない。 

 田舎の空き家が市場に顕われていないため、「二地域居住」しようにも、住む場所の

手掛かりが得られない現実がある。 

 政府は、これまで地方の空き家の開放に向けて様々な手を打ってきたが、これとい
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った決め手がない状態が続いている。 

 

２）「田舎の空き家」市場化プロジェクト 

 この問題を解決するため、「地方創生 逆転の一打」では、“「田舎の空き家」市場化

プロジェクト”を実施すべきことを、ひとつの章を割いて提言した。 

そのポイントとなるのは 2つある。ひとつは、田舎の空き家所有者の 6割がすでに

大都市に住んでいてその活用について積極的であるということである。しかし、市町

村だけで大都市に住む空き家所有者を動かすことが難しいことだ。いまひとつは、大

都市に住む所有者は地元との関係が薄れているため、空き家を活用するのに“不安”

が大きいことである。だから、大都市に住む所有者の空き家を実際に動かすときには、

地元行政の関与が不可欠であることだ。 

こうした複合的問題を解決するため、政府は「田舎の空き家」を市場化することに

ついて、プロジェクトとして実施すべきであると考える。 

 ここでは拙著との重複をさけるために簡単に述べておきたい。 

 第 1に、市町村ではなかなか動かすことが難しい大都市住まいの空き家所有者を、

その活用に向けて動かすため、政府がメディアを駆使して大都市空き家所有者に“市

場化”を働きかける。 

第 2に、返す刀で、所有者の“安心”を確保するため地元市町村が主導して空き家

の受入れ体制をつくり、さらに又貸しができる“空き家中間管理機構”を設ける。 

第3に、大都市の不動産業を動員して大都市の空き家所有者の発掘を行うとともに、

大都市住民の移住・二地域居住ニーズを田舎の不動産屋に仲介するシステムを構築す

る。 

 このような国をあげてのプロジェクトを、いま、実施すべきである、というのが筆

者の主張である。詳細は拙著をご覧いただきたい。 

 

１０．「二地域居住等推進法」（仮称）の制定 

 “兼業・兼居”社会の到来、“フリーランス”や“テレワーク”の拡大という時代に

直面した今、これらに対して真正面から向き合い、これらを地方の再生のために適切

に誘導することは、政府に課せられた重要な課題である。 

 そのため、「二地域居住等推進法」の制定を提言する。 

 すでに述べたことだが、2008年に制定され 2015年に改定された国土形成計画におい

て国土の“対流”を促すものとして「二地域居住」はその柱のひとつに位置づけられ

ている。 

 しかし、その実現の姿がよく見えない。 

 

１）「二地域居住等推進法」の制定と立法化の必要性 

 そこで、この際一挙に「二地域居住等推進法」を制定し、「二地域居住」を強力に推

し進めていってもらいたい。 

立法化が必要なのは、主に次の 2つの理由による。ひとつは、「二地域居住」という
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のは、とくに都会の人々の生活様式や働き方の変更を促すものである。したがって、

これまでのように、個別施策の実施のみでは埒が明かず、あらゆる手立てを総合し糾

合することがまず求められるため、ある一定期間の持続的取組みを担保するものとし

て、立法化を必要とすると考える。 

もうひとつは、これまでの地方創生の施策の多くが、市町村が自ら行う活力再生や、

市町村が行う都会からの受入れの素地作りなどに対して、政府は支援を行うものであ

った。しかし、地方創生を進めるうえで、市町村の力では手も足も出ない領域がある

ことが見えてきた。そのひとつが、都会の人を動かすことである。いま行うべきは、「二

地域居住」を行う“ひと”を動かすため、その実践者そのものに対して政府が直接動

きかけ支援するという枠組みが不可欠になってきた。これまでのように、政府は“市

町村にやってもらう仕事を支援する”のではなく、“『市町村の協力を得て』政府自ら

がやるべきことを示す”ことが立法化の理由である。 

このような理由から、「二地域居住等推進法」を制定すべきと考える。 

 この法律は、「まち・ひと・しごと創生法」の基本理念にもとづく法と位置付け、“働

き方改革”のさらなる前進を図り、大都市の人々の二地域居住等を促すことによって地

方が活力を取り戻すことを目的に、政府が直接やるべきことを具体化するために制定さ

れる。 

 

２）普及率の目標設定 

この法律は、二地域居住等の普及率が16％に達するまでの期間を対象に、政府が前面

にたって政策を実行することを明記する。 

この世に存在しない新しい商品やサービスが登場したとき、それはある時間をかけて

徐々に普及していく。そして普及率16％に達すると、あとは自律的に普及が進むと言わ

れている１２）。 

「二地域居住」という新しいライフスタイルが国民の間に定着し、その普及率ができ

るだけ早く16％に達するよう、政府が強力な後押しをすることを国民に表明するのであ

る。一見、国民の生活に介入するようであるが、これは地方の活力の再生を目的として

いるからこそ可能なことと考える。 

そのため、これまで怠ってきた普及率の定点観測を実施することは言うまでもないこ

とである。 

 

３）風土形成と「二地域居住」への誘引 

普及率を高めるために、国民の風土形成をあわせて行うべきと考える。 

とくに、「二地域居住」という新しいライフスタイルを国民の間で浸透させるために

は、まず、「二地域居住」という堅苦しい言葉はやめて、二地域居住“先”の住まいを

国民に判り易く“何と呼ぶ”のかについての工夫が必要である。そのうえで、“兼業・

副業”の促進を企業に働きかけるとともに、「二地域居住」についてテレワークなどと

軌を一にしたキャンペーン活動などを通して、“家族”を含めた国民の風土を高く形成

することが欠かせない。 

あわせて、「二地域居住」先へと誘引する仲介機能の整備も必要だろう。先に見たよ

うに、都会の副業者が地方企業の顧問になるような場合、すでに求人・求職をマッチン
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グさせるクラウド・ソーシングが機能を開始している。これに加えて、個人や企業の人

事部が面談相談できる場として、たとえばNPOふるさと回帰支援センターなどを仲介拠点

として活用することを考えたい。 

そのことが、“兼業・副業”者のうち「二地域居住」を行う人が5％ではなく10％、20％

に高めて、結果として、「二地域居住」の普及率が急速に高まることにつながる。 

 

４）基本計画の立案と実行 

そのうえで、「二地域居住等推進“基本計画”」を立案・実行することを法律上位置

付け、数年時にわたる実行のための予算を確保する。この基本計画は、省庁横断の総合

的な施策を盛り込み、およそ3年の繰り返し計画としてPDCAにより改定を行っていく。 

 第１期 3年間の基本計画は、是非、次のような事項を盛り込みたい。 

  ・「二地域居住」普及率の達成目標と風土形成に関する事項 

・兼業・副業、テレワーク導入企業に対する働きかけに関する事項 

  ・副業者・フリーランス等を「二地域居住」に誘引することに関する事項 

  ・第 2住民票の環境整備に関する事項 

  ・「二地域居住」起業者の支援に関する事項 

  ・「二地域居住」者の住まいに関する事項 

 

 

「二地域居住」にとっての最大にして最後のチャンス、先手を打つことに心してかか

って欲しいと願うばかりである。 

 

 

 

=============================================================== 

玉田 樹  Tamada,tatsuru 

㈱ふるさと回帰総合政策研究所（ふるさと総研） 
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  E-Mail    t-tamada00@nifty.com; 
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（脚注） 

                                                   

１ 「兼業・兼居のすすめ」（玉田 樹 2006年 東洋経済新報社） 

２  Continuing Care Retirement Community。 政府が推進している「東京圏をはじめとする高齢

者が、自らの希望に応じて地方に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送ると

ともに、医療介護が必要な時には継続的なケアを受けることができるような地域づくり」のこと。 

３ 「地方創生 逆転の一打」（玉田 2017年 ぎょうせい）ｐ139 

「㈱パソナのパソナキャリアカンパニーは、企業の早期退職者向けの再就職支援を行っている。

一般的な再就職支援とともに、セカンドライフ支援『独立・社会参加』『海外就職』『田舎暮

らし』などの支援を行っている。『田舎で働く』ことを支援する割合は、再就職支援全体の 5％

程度あるという。仕事に自由度をもてば、5％は田舎に向かうということだ。｣ 

４ 「地方創生 逆転の一打」（玉田 2017年 ぎょうせい）ｐ130 
５ 「地方創生 逆転の一打」（玉田 2017年 ぎょうせい）ｐ126 

６ 「全国 10万人アンケート調査」（2009年 ㈱ふるさと総研） 

  http://www.furusatosouken.com/090909ju-man_anke-to.pdf 

７ 朝日新聞 2015年 8月 2日の記事による。 

８ 総務省平成 20年度移住・交流システム支援事業「果樹産地における自給自足型二地域居住モデ

ルの開発調査」㈱ふるさと総研 

９ 養父市企業アンケート調査（2015年 8月） 

  http://www.city.yabu.hyogo.jp/secure/12392/annke-tokekka.pdf 

１０ 週刊ダイヤモンド 2018年 3月 10日号 

１１ 「あなたのいるところが仕事場になる」（森本登志男 2017年 7月 大和書房） 

１２ スタンフォード大学ロジャース教授のイノベーター理論。これまで世の中に存在せず、い

まはじめて現れた商品やサービスが、どのような経路をたどって普及していくかを理論化。

普及率が16％（「普及率16％理論」）になると、以後その商品やサービスは自律的に急速に世の

中に普及するというもの。 

http://www.furusatosouken.com/090909ju-man_anke-to.pdf
http://www.city.yabu.hyogo.jp/secure/12392/annke-tokekka.pdf

