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株式会社アドリブワークスと Co-Studio株式会社と養父市との 

「ワーケーション推進事業実証プロジェクト」に関する協定の締結について 

 

株式会社アドリブワークス（代表取締役：山岡健人、以下「アドリブワークス」）と Co-Studio

株式会社（代表取締役 CEO：澤田真賢、以下「Co-Studio」）、養父市（市長：広瀬栄、以下「養

父市」）は、「ワーク（働くこと）」と「バケーション（休暇を楽しむこと）」を掛け合わせた新

しい働き方モデル「ワーケーション」を通じた地域課題解決の実証に関して協定を締結します。 

 中小企業白書によると、起業・副業をしたい意欲を持った人は全国で約 150万人いるとされ

ています。しかし、1年後にそれを実現している人はわずか 10%の 16万人であり、残りの人々

は、これまで意欲やスキルを持ちながらも、新しい働き方へ一歩踏み出せずにいました。 

 新型コロナウイルスの流行により、世界中の人々が強制的にリモートワークを経験したこと、

また３密回避への配慮のためオフィスへ出勤せず、自由な場所で仕事ができる人が増えたこと

がきっかけとなり、この 90%の人々が、いよいよ一歩踏み出す土壌が整ったといえます。 

 こうした背景もあり流行しつつあるのが「ワーケーション」です。例えば大手企業などでは、

社員が地域を訪れ、地域企業と共に課題を解決しつつ、そこで生み出した商品・サービスを販

売することで新たな価値創造を目指すなど、地域共創へのポテンシャルに注目が集まっていま

す。 

 そのような地域への希望が生まれつつある状況の中、国家戦略特区である養父市の強みを活

かし、３者が連携することにより、自由な企業活動を行う環境を創り出すことで、地域・ワー

ケーション参加者が新しい働き方に取り組みやすい環境の整備を目指していきます。 

 

１．連携の内容 

（1）「国家戦略特区」認定地域の利点を活かし高付加価値を生む産業の創出に関すること 

（2）経営ノウハウを有する企業との連携による革新的な地域づくりの実現に関すること 

（3）関係人口化を促す新たな取り組みによる人材育成に関すること 

 

２．協定に関する発表について 

（1）日 時  令和３年８月 10日（火）午前 10時 00分から 

（2）会 場  養父市役所２階第 1会議室 

 

３．出席者 

  養父市 養父市長 広瀬 栄（ひろせ さかえ） 

株式会社アドリブワークス 代表取締役 山岡 健人（やまおか けんと） 

  Co-Studio株式会社 取締役副社長 今林 知柔（いまばやし ともなり） 



４.参加事業者概要 

（1）アドリブワークス概要 

2018年創業。当時まだ国内では認知のなかったワーケーション（ワーク＝好きな場所で

働くことと、バケーション＝休暇を楽しむことを組み合わせた考え方）をテーマとして“新

しい働き方”による地方創生に取り組んできた。現在では、ひとりひとりに新しい働き方が

求められるパラダイムシフトを背景に、誰もが自由な人生を選択できる環境の整備を目指

し、共創支援コミュニティ『triven（トリブン）』を運営。神戸市や日本航空をはじめ多く

の自治体や企業への導入を進める。 

 

（2）Co-Studio概要 

ワークショップ開催を通じて複数の企業や個人、組織を結合するオープン型ラボ：ＳＰ 

ＲＩＮＴ事業を運営。そこで生まれたアイデアをもとに新規事業を具現化（会社化、知財

化）するＣｏｍｐａｎｙ Ｃｒｅａｔｉｏｎを行う。 

令和元年 12月に創業し、独自のマネジメントスタイルで、これまでに 7つの新会社設立

に至る。 

 

５.本実証プロジェクトの概要（案） 

新型コロナウイルスにより、世界中の人々の働き方・暮らし方に大きなパラダイムシフト

が生まれています。例えば、これまで誰もが気軽に楽しめていた旅行も、現在は、場所を移

動することに対して何らかの “理由” が求められるようになりました。 

「何をしに、そこへ行くのか？」「なぜ、その場所なのか？」…そのような問いに応えら

れるのが、ワーケーションです。ワーク（働くこと）とバケーション（休暇）をハイブリッ

ドに考えるライフスタイルは、リモートワークの爆発的普及も相まって誰もが取り組みやす

くなり、また地域にとっても労働者の呼び込みや産業の創出・維持に大きな武器になり得ま

す。 

しかし、ワーケーションはまだ新しい概念であり、全国的にその定義が定まっていませ

ん。このため、今回の実証プロジェクトでは、国家戦略特区である養父市の強みを活かし、

【地域住民や企業】と【ワーケーション参加者】が、共に地域課題（ジョブ）の解決に取り

組む場の創出と実践を行うことを通じて“養父市版ワーケーション”を作り上げていきま

す。 

アドリブワークス社は自社事業の幅広い展開に向けての実証として、Co-Studio社は参加

企業間の強みを引き出すオープンイノベーションの手法の実証として、養父市はそれらの実

証に係るフィールドの提供および市外事業者と地域事業者等との調整等を担うなどそれぞれ

連携してプロジェクトの推進を図ります。 

 

６．問合せ 

養父市産業環境部商工観光課 

電話：079-664-0285 E-mail:shoukoukankou@city.yabu.lg.jp  

  株式会社アドリブワークス 

   電話：078-891-3889  E-mail：info@adlibworks.com 

Co-Studio株式会社 

 電話：080-5332-0798 E-mail：info@co-studio.co.jp 

mailto:info@adlibworks.com
mailto:info@co-studio.co.jp












 

外国出身者と語る会の開催について 

 

１ 目 的   養父市では、一人一人が人権に関する正しい理解や認識を深め、お互いの人

権を尊重できる「共生社会」の実現をめざしています。 

そのため、人権文化の創造に向け、様々な人権課題を学ぶ場として「人権学

びステーション」を開設し、そこで学び得た知識や技能を地域に発信していき

ます。全７回開催予定。 

第３回講座は、「外国出身者と語る会」とし、養父市人権教育推進協議会、及

び養父市人権教育推進協議会八鹿支部との合同開催です。外国出身者の方と交

流し、ことばや文化、生活習慣の違いを知り、お互いの理解を深め、誰もが住

みよいまちとなるよう語り合う機会とします。 

 

２ 日 時   令和３年８月26日（木）午後７時～午後９時 

 

３ 会 場   養父公民館 視聴覚室他 

 

４ 内 容   ①全体会 

         講師から自己紹介を含めた出身国についての話を聞く。 

        ②グループワーク 

         小グループに分かれて、言葉や文化、生活習慣の違いなどについて話し合

う。 

        ③まとめ（全体会）小グループで話し合われた意見を発表する。 

         

５ 講 師   西田 ミシュさん（フィリピン出身） 

        グエン ティ ゾアンさん（ベトナム出身） 

        アンドリア マリッサ エヴァンスさん（アメリカ出身） 

 

６ 参加料   無料 

 

７ その他   ・定員20名（先着順）です。電話かFAXでお申し込みください。 

        ・新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用でお越しください。 

        ・感染症拡大の状況等により、変更・中止することがあります。  

 

８ 問合せ先  養父市人権・協働課 電話 079-662-7601 

        みふね会館     電話 079-662-5535           
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 ・            
 現在日本に入国する外国人は年々増加傾向にあり、私たちのまわりでも、多くの外国出身の

方が生活されています。 

そこで、多文化共生の視点から、「外国出身者と語る会」を開催します。言葉や生活習慣、

文化の違いを認め、多様性を受け入れ、誰もが住みよいまちとなるよう一緒に話し合ってみま

せんか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

外国出身者と語る会 参加申込書      受付：８月１０日（火）～８月２４日（火） 

名   前 住 所 または 所 属 電 話 番 号 

 

 

  

 

 
・  

 

  

西田 ミシュさん(フィリピン出身) 

グエン ティ ゾアンさん(ベトナム出身) 

アンドリア マリッサ エヴァンスさん(アメリカ出身) 

 

  令和３年８月 26日(木)19:00～21：00 
         

  養父市立養父公民館 視聴覚室他 
 

  20名(先着順) 
 

下記までお電話いただくか、申込用紙を持参・FAXしてください。 

 

    ◆養父市人権・協働課（八鹿町八鹿 1675番地） 

     TEL：079-662-7601 FAX：079－662-7491 

    ◆みふね会館（八鹿町下網場 455番地） 

     TEL・FAX：079-662-5535または TEL：079-660-4734 

 

※ 準備の都合上、事前の申込みをお願いします。持参・電話の場合は平日 8:30から 17:00の間に 

お申し込みください。 

※ 来館の際は、マスク着用の上、ご参加ください。 

※ コロナウイルスの影響により中止する可能性があります。中止の場合は音声告知放送等でお知らせ 

します。不明な場合は電話でお問い合わせください。 

【主 催】

  

参加費 

無料 

キリトリ線 

講師のみなさん 

と き 

ところ 

定 員 

申込み・問合せ 
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やぶ市民交流広場開館記念式典関連行事の予定について 

 

  

 令和３年９月にやぶ市民交流広場がグランドオープンするにあたり、開館記念式典等の

関連行事予定をお知らせします。 

  

１ 施設内覧会 

（1）日 時 令和３年９月４日（土）・９月５日（日） 両日とも午後１時～午後３時 

（2）場 所 兵庫県養父市八鹿町八鹿 538－１ 

やぶ市民交流広場（愛称：ＹＢファブ） 

(3) 内 容 市民向けの内覧会、自由見学形式 

 

２ 佐渡裕吹奏楽クリニック及びＰＡＣアウトリーチ演奏会 

(1) クリニック（保護者等、関係者のみ入場可） 

     日 時 令和３年９月 10日（金） 午後５時 30分～６時 30分 

   会 場 ＹＢファブ ホール 

   内 容 佐渡裕氏による市内中学校吹奏楽部生徒への演奏指導 

  

(2) アウトリーチ演奏会 

   日 時 令和３年９月 10日（金） 午後６時 30分～７時 30分 （入場無料） 

   会 場 ビバホール（養父市広谷 250） 

       ＢＩＧ ＬＡＢＯ（養父市大屋町加保７） 

       ノビアホール （養父市関宮 637） 

   内 容 兵庫芸術文化センター管弦楽団（通称ＰＡＣ：パック） 

による室内楽ミニコンサート 

  

３ ＰＡＣシーズン・オープニング・フェスティバル in養父市 

  (1) 日 時 令和３年９月 11日（土） 午後２時開演 （１時 30分開場） 

（2）会 場 ＹＢファブ ホール 

(3) 内 容 ＰＡＣメンバーによるアンサンブル 

      佐渡裕氏指揮によるオーケストラ演奏 

（4）その他 養父市民限定公演、チケット料金 1,000円 

       ※申込受付期間 令和３年８月 10日（火）まで 

 



４ やぶ市民交流広場開館記念式典 

 (1) 日 時 令和３年９月 12日（日） 

         受 付        午前９時 30分～ 

         テープカット 午前９時 45分～ 

         式 典         午前 10時～ 

 (2) 会 場 ＹＢファブ ホール 

 

５ やぶ市民交流広場開館記念コンサート（ピアノ開き） 

 (1) 日 時 令和３年９月 12日（日） 午後２時開演 （１時 30分開場）（入場無料） 

(2) 会 場 ＹＢファブ ホール 

(3) 出 演 芸術監督 青柳いづみこ（ピアノ・トーク） 

幸田浩子（ソプラノ） ※スペシャルゲスト 

大井駿（ピアノ）   ※養父市に縁のピアニスト 

（4）内 容 青柳芸術監督によるピアノ開き演奏 

       大井駿氏と養父市の子供たちとの連弾 

       オペラ歌手 幸田浩子氏と青柳芸術監督による歌とピアノの共演 など 

（5）その他 整理券が必要（申込は令和３年８月 22日（日）から） 
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