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福岡県内に立地するコワーキングスペースの立地特性と運営に関する研究 

 

矢野尾 左山 

 

1. 研究の背景と目的 

1-1. 日本におけるコワーキングスペースの普及 

近年、働く場所、時間などを自ら設定し、自分の能

力を有効に活用するワークスタイルの増加や、スター

トアップビジネスの多様化から、働く場所についても

新たなスタイルが増えてきている。その一つとして首

都圏を中心として「コワーキングスペース」（以後、

CWS）が増加している（図 1）。総務省では「地域の

ポテンシャルを引き出すテレワークやWi-fi等の活用

に関する研究会」報告書 1)の提言を受けて、都市部か

ら地方への企業や雇用、人の流れを新たに作り出す

「ふるさとテレワーク推進事業」(1)を行なっている。

福岡県内でも移住促進やスタートアップ企業の支援の

一環として様々な団体が CWSの運営を行なっており、

今後も様々な地域で CWS の設置の普及が見込まれる。

 

1-2. 本研究の目的 

CWS の普及は一極集中化した都市と人口が減少する

郊外地域の問題の一つの解決策になり得ると考える。

福岡県を対象として CWS の設置における現状と今後の

展望を考察することを目的とする。 

1-3. 研究の方法 

本研究は福岡県内に立地する CWSにおい立地特性を

分析し、地方都市・都心郊外地に立地すると定義する

CWS を対象に、運営者の目的意識や設置理由、立地特

性と利用状況の関係を運営者に対するインタビュー調

査を行い、運営実態を明らかにする。 

1-4. 既往論文の整理 

CWS の実態調査について、宇田ら 3）が国内の現状把

握のために質問票で得られたデータをもとに実態を記

述している。また、李ら 4）は、地域の課題に CWS が

果たす役割に関する研究を行い、東・東南アジアの主

要都市に立地するCWSの全体像の把握と各 CWS の特性

を運営主体、利用者、施設利用の観点から分類してい

る。本研究は、福岡県内における現在の CWSの利用実

態を把握する。特定の単一県内の CWSについて、立地

特性による分類を行い、運営者に対するインタビュー

によって CWS の運営実態を把握するという点について

本研究は新規性がある。 

 

2. 立地特性の分析 

2-1. 立地特性に基づく CWSの分類 

福岡県内に立地する CWS を Web 検索により抽出した

結果（2）、福岡県内には 39件(2020/1/20時点)の CWS

があることが分かった(表 1)。抽出した各 CWS につい

て所在地、用途地域、近隣駅、近隣駅乗降客数(3)、近

隣駅からの距離（徒歩）(4）、公共交通利用圏（5）、昼

間人口（再 5）、昼間人口密度（再 5）を表 1 にまとめる。 

表 1 における昼間人口密度 (人/ha)が 300人/ha以

上かつ近隣駅乗客者数(人/日)が 100,000人/日以上の

ものを【大都市都心型】、それに満たないもののう

ち、近隣駅乗客者数（人/日）が 30,000人/日以上

100,000人/日未満のものを【中小都市・都心郊外

型】、30,000人/日未満のものを【ローカル型】、近

隣駅が存在しないものを【孤立型】と分類する。 

また、大都市都心型において近隣駅からの徒歩時間

が 5分以下のものを近郊型、6分以上のものを遠隔型

とする。また中小都市・都心郊外型において事務所従

業者数が 5000人以上のものを商業地型、5000人未満

のものを住宅地型に夫々分類する(図 2・表２)。 

図 1. 全国のテレワークセンターの事業開始時期（参考文献 2）をもとに筆者作成） 

表１. 福岡県内に立地する CWS の一覧と概要（筆者作成） 
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2-2. 研究対象施設の選定 

福岡県内に立地する 39 施設の CWS のうち、5 施設

が大都市都心駅近接型、13施設が大都市都心駅遠隔

型である。また、中小都市・都心郊外型のうち、住宅

地型が3施設、商業地型が 5 施設で、ローカル型のう

ち住宅型が 10 施設となる。福岡県内において CWS は

人口増加傾向にある福岡市の中心市街地だけでなく、

中小都市・都心郊外地などにも同様に立地することが

分かる。加えて孤立型においては近隣駅が存在せず、

自家用車や定期船の利用によってのみアクセス可能な

施設となる。 

本研究では、大都市都心型に分類するCWS（福岡市

中央区または博多区に立地）を除く、中小都心・都心

郊外型、ローカル型及び孤立型の CWSを研究の対象と

する。 

3. CWS の運営実態に関する調査 

本章では、CWS は運営主体の特性と、それぞれの施

設特性や利用者特性、収益構造、運営スキーム、周辺

地域との関係性について分析する。調査対象とする

CWS の運営者や職員に表 3 の項目についてインタビュ

ー調査を行い、類型化や特徴的な項目をまとめる。調

査対象とする 21施設の CWSの内、11名の運営者(計

15 施設の事業者)に対して筆者作成のアンケート用紙

を元にインタビューを行った。 

インタビュー調査によって得られた個別の情報を不

動産の所有/賃貸方法、運営者の運営動機、収益方法

という３つの視点で整理する。 

3-1. 運営施設の不動産の所有/賃貸方法 

表４に示す通り、対象 CWS の不動産の所有/賃貸方

法は４つに大別することができる。①都市型 CWS に多

く見られる賃貸物件をCWS として利用している市場物

件型、②運営者が主要収益として行っている事業所の

空きスペースを CWS として開放している空きスペース

活用型、③遊休不動産となっていた物件をオーナーと

の共同によって CWS へと立ち上げた遊休不動産活用

型、④商業施設の空きスペースを定期的に無料で借り

るノマド型である。また、遊休不動産活用型は、CWS

表２. 福岡県内の CWS の分類（筆者作成） 

・近隣駅乗降客数(⼈/⽇)が
100,000 ⼈以上 
・近隣駅からの徒歩距離が 5
分以内 

・近隣駅乗降客数(⼈
/⽇)が 100,000 ⼈以
上 
 
・近隣駅からの徒歩
距離が 5 分以上 

・近隣駅乗降客数(⼈/⽇)
が 30,000 ⼈以上 100,000
⼈未満 

・近隣駅乗降客数(⼈/⽇)
が 30,000 ⼈以上 100,000
⼈未満 
・事務所従業者数が 5000
⼈以上 

・近隣駅乗降客数(⼈/⽇)
が 30,000 ⼈未満 
 
・事務所従業者数が 5000
⼈未満 

・近隣駅が存在しない 

表 3. インタビュー調査概要（筆者作成） 

図 2. 立地特性による各 CWS の分布(筆者作成) 

表 4. CWS 運営物件の概要（筆者作成） 

・中・住：中⼩都市・都⼼郊外住宅地型  

・中・商：中⼩都市・都⼼郊外商業地型 
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事業者が遊休不動産の発掘から事業を行い管理・運営

をする施設（開拓型）と、遊休不動産のオーナーが

CWS 事業者に地域貢献や遊休資産の運用などを目的と

して管理を委託する施設（委託型）に分けることがで

きる。不動産の所有/賃貸方法の違いによって運営者

の物件選択理由やCWS以外の物件利用に違いが見られ

た。 

3-2. 運営団体の運営スキームと収益方法 

インタビュー調査によって、CWS運営者または運営

団体によって CWSを運営するにあたっての事業計画や

関係団体との連携、運営スキームがそれぞれ異なるこ

と、その違いには運営者の運営の動機が影響を与えて

いることが分かった。次節以降で、特徴的な運営スキ

ームを持つ CWS の仕組みをまとめ、運営者(企業)の個

人的な運営動機や収益方法の具体例を挙げる。 

3-3.「おしごとテラス katete」の運営 

3-3-1. 「おしごとテラス katete」の設置動機 

田川市に立地するローカル型 CWS「おしごとテラス

katete（以後、katete）」は、都内で行政 IT サービ

ス事業を展開する企業のふるさとテレワークセンター

の一つとして、社長が田川市出身であることがきっか

けとなり同市に設置された。また、立地する後藤商店

街は炭鉱の時代から急激に人口が減少しているため、

再度活気を取り戻したいという運営者の思いによって

拠点選びが行われ、商店街内の市場物件が選ばれた。 

3-3-2.「おしごとテラス katete」の収益方法 

kateteの利用者は、母会社が発注する PC 作業を行

うテレワーカーと、個人事業主として個人単位で仕事

を行う利用者に分けられる。 

 運営者は利用者個人が単独の仕事を行う CWS として

の機能より前者の作業による収益を主要な事業目的と

しており katete単体で事業が成立している。また、

田川市は総務省の地方創生事業(5)の補助金によって設

置時の初期費用の一部を負担する等の連携を行なって

いる(表 5)。 

3-4. 「糸島スタートアップガレージ」の運営 

3-4-1. 「糸島スタートアップガレージ」の設置動機 

糸島市に立地するローカル型 CWS「糸島スタートア

ップガレージ」の運営者は、通販事業所の面積不足を

きっかけに自社近隣に応接室としての物件を設置し

た。行政頼りの地方創生事業に問題意識を持っていた

ことから、応接室の空きスペースを活用して CWSを運

営している。 

3-4-2. 「糸島スタートアップガレージ」の収益方法 

運営者は CWS の収益性は重要視しておらず、単独事

業として捉えた場合、事業は成立していない現状であ

る。運営者は自身が社長を務める通販・経営コンサル

タント事業を主要事業としている(表 5)。 

3-5.「Mekuruto」の運営 

3-5-1.「Mekuruto」の設置動機 

久留米市の Mekurutoは、遊休不動産を地域貢献の

場として活用したいと考えていた物件オーナーが、ま

ちづくり等のコンサルティングを行なっていた運営者

に遊休不動産の運用・管理を委託する形で設置され

た。運営者は CWSの設置に際して、久留米移住計画を

設立し、働く場所としての CWS 運営ではなく、生活の

一部としての運営をコンセプトにした。そこで当時、

福岡市内で先駆けて CWS の運営を行なっていた福岡移

住計画の運営会社と業務提携を行い、立ち上げ段階か

表 5. 物件類型別の特徴的な CWS の運営（筆者作成） 
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ら運営のサポートを受けることになって認知度の強化

とイベントや企画の充実を図った。 

3-5-1.「Mekuruto」の収益方法 

運営者は、CWS 事業を自身の収益事業と捉えておら

ず、地域交流の活動拠点として継続させていくことを

目的としていた。実際に、運営者は Mekuruto内での

イベントや企画を契機として周辺地域のキーパーソン

と呼ばれる住民らとプロジェクトを数多く運営し、そ

れらのプロジェクトの収益化を進めている。 

3-6.「ままいるーむ」の運営 

運営者は社会福祉団体の登録を行い、市内の大型商

業施設や行政施設の空きスペースを無償で借りており

(表 5)、持ち運びのできる Wi-Fi設備、タブレット端

末、キッズスペースを常備して CWS を企画している。 

3-6-1.「ままいるーむ」の設置動機 

運営者の女性は、自身の子育ての経験による問題意

識を動機付けとして CWS の企画を行なっている。子育

て中の女性が周辺と孤立しやすい傾向があることや、

在宅ワークを始めたことを契機にネグレクトになりや

すいことを課題と感じ、子育て女性を対象とした無償

の CWSの企画に至った。 

3-6-2.「ままいるーむ」の収益方法 

運営者自身は主要な収益事業として人材紹介業を行

なっており、運営者として CWS に在中する際は、利用

者の子育て女性との意見交換や就業サポートを行なっ

ている。運営者は、CWS 運営を収益化させないことが

CWS を継続させる上での必要条件であると明言してお

り、寄付という形で運営費用を募っている。有料化す

ると子育て女性のニーズに沿わない企画となるという

考えからである。 

3-7. CWS 運営における動機付けの多様性と共通項 

インタビュー調査を行った CWS 運営者の多くは、複

数の事業を行う中で CWS の運営を副次的な活動として

おり、運営の動機は経験に基づく個人の問題意識や社

会課題の解決、居住地域への意識に大別することがで

きる(表 6)。 

 

4. 研究の総括 

4-1. 地方/郊外における CWSの意義 

筆者は、CWS運営者の個人的動機や行動力を中心と

して、地域住民を巻き込みながら活動していく拠点が

多角的な収益方法で運営されていることに意義がある

と考える。近年、地方における公共施設の運営・維持

が問題となっている中、公共性を持ち得る拠点の整備

に関して新たな可能性を示すものであると考える。 

4-2. 地方/郊外の CWS運営における今後の展望 

本研究により福岡県内の中小都市型・都心郊外型、

ローカル型及び孤立型の CWSについて以下のことが言

える。①CWS運営にあたっての不動産固定費が少ない

場合が多い。②運営団体・運営者が多角的な収益方法

を持っており、CWS はその収益・資産の余剰により運

営されている。③前述２点を基盤として、個人の問題

意識による活動の実践、社会的課題の解決の場となっ

ている。 

 これら３つの相互的な関係の理解が、地方都市にお

ける CWS 運営を検討する上での重要な要素であると考

える。 
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脚注 

(1) 地方のサテライトオフィス等のテレワーク環境を整備するための費用の一部を補助し、都市部か

ら地方への人や仕事の流れの創出、地方における時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の促

進、ワーク・ライフ・バランスの向上等を通じ、地方創生や働き方改革の実現に寄与する事業 

(2) 「福岡/コワーキングスペース/テレワークセンター」を web、Facebook、twitterで検索し業務内

容としてコワーキングスペースが確認できるものを抽出 

(3) Google Mapを利用して対象とする CWSから近隣駅までの徒歩時間を算出 

(4)「都市構造可視化計画」を用いて対象 CWSが含まれるメッシュ範囲内の公共交通利用圏、昼間人

口、昼間人口密度を算出

（https://mieruka.city/maps/view?c%5B%5D=1516&c%5B%5D=1530&c%5B%5D=1531&c%5B%5D=1532&c%5B%5

D=1533&e=55&p%5B%5D=40&t=3&i=27053） 

(5) 平成 28年度の総務省ふるさとテレワーク推進事業に「女性や若者が輝き働く、明るい街「たが

わ」創生プロジェクト」が採択される 

(6)2018年７月 14日~15日に福岡市西区の SALT、糸島市芥屋の RISEUP-KEYAにて開催された。 

企画者が実践者としての経験を共有し、事業計画から実際の運営に至るまでを実践的に学ぶものであ

り、地方自治体職員や民間不動産経営者、国土交通省職員など参加者は多岐に渡った。実際に参加し

た受講生の中には、企画者が運営する CWSと業務提携を行い、新規利用者の拡大に向けた企画を行な

っている。 
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