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若者 UP プロジェクト × テレワーク週間 2015

と

と

「別海町留学」から見えてきたもの
雇用の多様性を求める若者を

地方創生の中心的な役割に。

若者 UPプロジェクト事務局

「いつでも、どこでも全員が活躍できる」 テレワーク
働く若い世代人口が減少するなか

日本マイクロソフト株式会社では、2011 年 2月の現在の品川本社オフィスへの移転のタイミングから、「多様な働き

働くための能力開発機会を

方」や「ワークスタイル変革」を推進し、自社の成長のために個々の社員自身が様々な形でテレワークに取り組んでい

奪われている若者層が存在する

ます。この日本マイクロソフト株式会社が取り入れているテレワークは、「いつでも、どこでも」、ただ仕事ができるという
だけではなく、生産性と効率を最大限に高め「いつでも、どこでも全員が活躍できる」というコンセプトを掲げています。
このコンセプトに沿って、徹底的にテレワークを推進する日ということで、2012 年から全社規模でのテレワークプロジェ
クトが始まりました。最初の2 年は社員自身がテレワークに挑戦、テレワークへの意識を向上し様々な経験をしました。
昨年 2014 年は、活動を外部へ拡大し、32の賛同法人の皆様と一緒に「テレワーク推奨強化週間」を開催。期間

IT 技術の発達により職業能力が高度化し
中小企業では深刻な人材不足に陥っている
特に IT 企業では顕著

終了後のアンケートでは、7 割以上の参加者がテレワークにより外出準備・通勤・移動などの時間を１日当たり１時間
以上削減できたと実感するなど、テレワークによる新しい価値を生み出す結果となりました。そして、今年 2015 年には
その数が 651 賛同法人へと飛躍的に拡大しました。
テレワークは、生産性の向上、コスト削減、ワークライフバランス、女性の活躍、BCP、地方創生、新しいビジネ
ス機会の創出など、様々な価値を提供します。無業若者にとっての「別海留学」は、若者にとっての雇用の機会の
みならず、「 ITと農業」という新しい可能性へも発展しました。日本各地がこれまで大切にしてきた仕事の在り方を守り
つつ、新たな人材の交流もたらし、多様な働き方・生き方を実現する「テレワーク」。今回の取組が、一つのモデルと
してお役にたてば幸いです。

過疎化や少子高齢化など深刻な地域課題があり

日本マイクロソフト株式会社 執行役常務 パブリックセクター・全社テレワーク推進担当

織田 浩義

なかでも働き盛り世代の減少が問題化
さまざまなチャレンジが行われている

テレワークとは
テレワークとは、ICT (Information and Communication
Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な

若者就労支援と地方創生のはじまり

少子・高齢化

テレワークというと「在宅勤務」を連想される方が多いと思
いますが、実際には、企業で働く人すべてに有用な働き方と

労働力不足

フリーター、ニート、ひきこもりといった若者群像があり、多様な労働市場から阻害される若者たち。

言えます。お客様先にいても、自宅にいても、オフィスにいる

若者採用意欲はあるものの、求職中の若者を探し出すのが難しく、人材不足に悩む中小 IT 企業。

のと同じように作業やコミュニケーションができる環境が整って

若者 UPプロジェクトは、そんな若者と中小企業の架け橋となるべく、活動を行ってきました。

いること。限られた時間の中で、工夫して業務にあたることに

中小企業

そして、このたび、私たち若者 UPプロジェクトと「テレワーク週間 2015」がコラボレートすることにより、

よって、より効率的に、高い生産性につなげていくこと。それ

支援

「若者」、「中小企業」、「地域」の三者が出会うことになりました。
人口減少に伴う地方の過疎化、少子高齢化は社会問題となっています。

人口構造の変化に伴う労働力人口の減少や、日本全体の
低い労働生産性の課題、また市場全体の価値観の変化など、

地域で若い世代が安心して働くこと……それが地域の活力を高めるのではないでしょうか。

今後の競争力を維持・向上するために、働き方そのものの変

働く機会を求める若者と、地域で働く環境を用意する中小企業の出会いの場を用意し、
生活を支える地域環境を訪問する「別海町留学」を開催しました。
若者と企業との出会い、そして地域との出会いは、新たなはじまりを予感させるものになりました。

環境問題

テレワーク

地域活性化

がテレワークなのです。

さまざまな「町おこし」が行われていますが、都市部への人口流出を阻むことは難しいのが現状です。
「若者 UPプロジェクト」と「テレワーク週間 2015」は、
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働き方のことです。

ワーク・
ライフ・
バランス

就労支援
社会福祉

革・近代化が求められています。
「テレワーク」は、一部の方や特定のシーンをサポートする
だけの仕組みではなく、こうしたワークスタイル変革のための
キーとなる取り組みになると期待されています。
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直接話を聞くという貴重な体験。
東京と結ぶ

別海町留学参加者たちは、テレワークセン
ターで、センターの中庭で、牧場で、サテラ

「つなぐイベント」に

イトイベントで、その人なりの働き方を自由に

参加しました！

デザインしている方々にたくさん出会いました。
そして、そのなかから、「働く」ことを考えて
いく旅になりました。

参加した若者の言葉

インターネットを利用して自由に生きていくことができる！
早くからテレワークとういう働き方を自社に取り入れてきた企業家
の方たちから、導入に至った経緯や活用の仕方を聞きました。

参加前は「テレワークという時間と場所に囚われない働き
方」と聞くと、便利な働き方があるんだね、としか思ってい
ませんでした。
しかし、お話を聞いて感じたことは、そんな小規模なこと
ではなく、「ネットを利用して自由に生きていく。テレワーク
を通して、自分たちが生きている世界が中心になる」という
ことです。テレワークという働き方に対しての理解が深まり
ました。

別海町
留学

自分のいるところが世界の中心となる

テレワークというワークスタイルを知る

さまざまな働き方を実践する人々に

参加した若者の言葉

動き始めた流れの中に私はいる！
別海町テレワークプロジェクトについて、行政、
酪農家、IT 会社の視点に立ったリアルな話を聞く

多様な働き方を学び
次のステップへのエネルギーに

ことができました。このプロジェクトがいかに大き
な可能性を持ったものであり、また実際にもう動
き始めている、そしてその流れの中に今自分は身
を置いているのだと改めて思いました。

今回は宮城県石巻市から別海町留学に1 名の若者
に参加していただきました。これまで石巻という狭い世界
で生きてきた彼が、北海道の大自然の中、触れたことの
ない酪農という仕事や、地方で元気に活躍する大人た
ち、地方と東京を一瞬で「つなぐ」テクノロジー、そし
て多様なワークスタイルに触れることで、将来を考える大

4泊5日の主な活動内容

オリエンテーション
「別海町留学プロジェクト」
▼
開陽台見学
▼
ー
本覚寺カラオケ説法・阿弥陀バ
▼
について講習
「新しい働き方の可能性」
▼
テレワーク体験・酪農体験
▼
サテライトオフィスイベント
▼
「学びを伝える会」
▼
ーガー試食
別海町名物のジャンボホタテバ
▼
別海町ツアーのふりかえり

きな転機になったのではないかと思います。
「この留学で、
新しい働き方と、昔からある働き方両方に触
れることができ、将来の選択肢を広げることができました」
力強く語る彼は、現在アルバイトをしながら国家試験
「 ITパスポート」の取得に向けて動き始めました。
限られた情報の中で生きる若者にとって、将来を選ぶ
選択肢はまだまだ狭いままです。しかしそこに大人がひと
手間加えることで、彼らの視野は大きく拡がります。この
取り組みが全国の進路に悩む若者と地域創生をつなぐ
突破口になっていただければと思います。

特定非営利活動法人法人 Switch 常務理事
moo
moo

今野 純太郎さん

4泊
5日

参加した若者の言葉

ITを利用した酪農家に憧れる！

総務省「ふるさとテレワーク推進のための

酪農家の島崎さんの話を聞いたとき、憧れを抱き

地域実証事業」が行われている

ました。 酪農に IT 関係を取り入れて牛の売買をさ

北海道野付郡別海町。

れている。働くのはほんの数時間だけでいい。酪農っ
て大変なイメージがありましたが、自由に羽を広げ

地域のなかで働く、中小企業で働く、

て暮らしている様子、ゆっくり時間を過ごしながら働

テレワークいう新しい方法で働く……など、

くというスタイルがとても気に入りました。

いろいろな働き方を見学しに、
全国各地の若者 UPプロジェクト参加者が
別海町を訪れました。
参加した若者の言葉

参加した若者の言葉

限界集落、地域活性にも効果があるのでは？

その人に合った、多種多様な働き方っていいなぁ！

テレワークは技能知識のある方だけ、企業の上の立場の方だけしか利用で
きないような特別なモノなんだろうと感じていましたが、実際は色々な方が利
用可能であり、そんなに難しい働き方じゃないと感じました。 職業問わず利
用できる、この働き方がどんどん広まっていってほしいと思いました。 サテラ
イトオフィスに関しても同じような感覚でしたが実際はそうでもなく、都市だ
けではなく限界集落への設置や、地域活性にも繋がるんだなと感じました。
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副業ではなく「複業」という新しい働き方もできる

テレワークという働き方ですが、個人的に、凄く厳しく制約、規約があるもの

Le

t's

だと思っていました。ですが、実際テレワークをしている人達を見ると、家で家
族の看護をしながらであったり、サテライトオフィス拠点で和気あいあいとして

G

o!

いたり、果てにはキャンピングカーで各地を移動しながら仕事をしている人まで
居て、多種多様な、それぞれに合った働き方をしていて、とても自由で、良い
働き方だなぁと誤解も解け、こういう働き方がしたい！と思えるようになりました。

5

企業× NPO法人×行政のコラボレーションによって

Non-Profit

地方創生がはじまる………

NPO

地方こそ、世界とつながることでおもしろく変化していく
「若者 UP サポートの想い」……自分自身が高校生くらいから音楽に入れ込み、大学入試

法人

や卒業後の就職もそっちのけで作曲などに没頭したにも関わらず28 歳まできちんと就職できず
にいて、たまたま縁があって25 歳からプログラミングやシステムデザイン能力を独学で身につけ
て今の会社に28 歳で入社。30 歳で社長に就いたという経緯があり、
当時お世話になった方々

別海町は人口約１万５千人、牛が約１１万頭、面積が東京都２３区の２倍ある北海道
らしい広大な風景の町です。主な産業は第一次産業の酪農と漁業、乳生産量は日本
一です。出生率も日本の平均よりも高く１．
８６となっています。
私たちBe-W.A.C.は、総務省の「ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業」
を企業・地元行政との連携を通じて、取り組んでおります。別海町は町内でもテレワー
ク環境が必要な広い地域であり、特に冬季の天候によっては外出が難しく、ICTの強

には何も返せなかった歯がゆさが、若者 UPを通じて社会に何かしら恩返しできるのではと考え

みが最大限活かせる地域とも言えます。今回、日本マイクロソフト株式会社が実施して

たところにあります。

いる「テレワークWEEK２０１５」では別海町に社員、ご家族を含め計２０名程度の方々
が訪れました。場所に囚われない、
新しい働き方、
ライフスタイルの構築が始まっています。

「別海留学の意図」……若者が特に男性が社会に出るためには、試練が必要で、そのため

別海町のテレワークセンターは廃校になった旧光進小中学校を利活用しています。教

な例は「 STARWARS」。知らない場所で様々な試練を経て成長した若者が帰還する物語を

室からは青い空と緑の大地が広がり、牛が昼寝をしている姿を眼の前で見ることができま

は遠いので今回は断念しましたが。
「別海留学の成果と期待」……若者が廃校になった学校で学んでいる姿を地元の方が見るこ
とで、地元に希望が生まれ新たな活力が生まれてきたように思います。若者たちも色々な新し
い働き方や酪農などの古くからある仕事がドローンなどで変化していく現場も予感できたり、ある
いは日本一のパエリアを食して世界とのつながりも意識できたのではないかと思います。インター
ネットが世界中に繋がっていることで、考え方１つで自分のいる場所が世界（地球）の中心にな
る時代です。地方こそ世界と繋がることで将来性、可能性が広がって面白く変化していく時代

Business

やしたいということでした。実際に北海道まで自力で行ってもらうことも考えましたがさすがにそれ

企業

には知らない場所への旅が有用なことは物語や神話でも多く語られています。もっとも代表的
若者 UPの代表に体験してもらい、その物語をトレースすることで次々と行動してみる若者を増

に若者がチャレンジしていく流れが次々と起こっていくことを期待しています。

株式会社ダンクソフト 代表取締役 C.E.O
新しい働き方インテグレーター

星野 晃一郎さん

す。周辺地域にはこれといって何もありません。見渡す限り牧草地が続きます。若者が
こんな所に来て楽しいのだろうか？ と思うかもしれません。しかし、この静かな何もないよ
うな場所というのは都会では探しても見つけることが難しくなっていると思います。
ここでは、日常的に自然や野生動物と共存しながら生きています。自分たちの生きて
行く環境と自然環境との融合や付き合い方の知恵があります。だからこそ、地に根付い

地方
創生

た暮らしのなかで、最先端の働き方が混在し、認め合うことにより「みらいの暮らしに近
い場所」本当の意味で豊かな生き方ができるのではないかと感じています。
自分の進むべき道に迷った時、別海町留学に来てください。きっと今までとは違う景
色が待っています。ここにしかない新たな出会いの場が別海町にはあります。

一般社団法人 Be-W.A.C. 代表

日本は人口減少というこれまで経験したことのない時代に足を踏み入れています。地
方創生というかけ声の下、国、都道府県、市町村全てが、これからの国づくり、地域

「別海町ってどこ…？」ピンとくる方がいたら、酪農関係者かもしれません。別海町に着

づくりに知恵を絞っているところです。

いてまず目に着くのは、広大な土地と、牛、牛、牛。人の姿は目に入らない。それもその
はず、牛の数が人口より圧倒的に多い町。テレワークの会場である、小中学校旧校舎の

このような中で、北海道の別海町は民間企業や地域住民と協力をして、平成２７年

窓から外を眺めても、またもや見渡す限りの草原と、遠くに草を食む牛の姿。別海町の人々

度からテレワークという新しい取組を始めました。北海道は広大な大地といわれますが、

にとっては何の変哲もないこの眺めに、味わったことのない高揚感が湧きました。

その北海道の中でも、とりわけ大きな町が別海町です。町の端から端まで車で１時間以

思わずはしゃぐ私たちに比して、別海留学生たちは初めて会ったとき、見るからに不安そう

上。その面積は１，
３２０㎢と東京２３区をあわせた面積の２倍以上です。酪農や漁業といっ

で痛々しさえ感じられました。私は学生起業家出身なので、
社会に出てこの方、
社長しかやっ
たことがありません。学生でも社会人でもない「無業」という状態の若者たちが、どのよう
な思いを持ち、何を感じているのか想像がつかず、声をかけるのもはばかられました。しかし
老婆心はどこへやら、3日目の彼らは若者らしくキラキラと輝き、会得したことをしっかりと発
言していました。たった3日間で、若者とはこんなに成長するものなのか。
そして別海町の人たちは、この町が持つポテンシャルと、過疎という現実を冷静に見つめ、

▲写真上）ダンクソフト社における
テレワークの様子について説明する星野さん。
▲（写真下）
中央左は星野さん、右は田子さん。ご自身
の経験をもとに、若者たちへアドバイス。

山本 瑞穂さん

酪農や漁業の町にテレワークはどんな変化をもたらすだろう

予定調和な成熟社会の行き詰まりを突破する鍵。

行政

Govermment

た町を支え続けている産業や人々の生活に、これからテレワークはどのような変化をもた
らすのでしょうか。
まわりに先駆けて何かを行うには勇気が必要です。テレワーカーの受入、フォーラムや
セミナーの開催などテレワークに携わる人たちは毎日が試行錯誤の連続です。
別海留学を通じて、テレワークが実際に行われている様子や酪農にICTが取り込まれ
ていることなどを直接体験することをきっかけとして、自分の道を見つけ、自らの足で歩き

I Tをどう活かすかということを、民間主導で真剣に議論し取り組んでいました。別海の魅力

出す若者が一人でも増えることを期待しています。そして、その先にあるめざす場所が北

はまさに、この風土とそこに生きる人々の持つエネルギーです。それをつなぎ、外の世界へ

海道となるように、
別海町をはじめとした根室地域の市や町と北海道が連携して、
テレワー

と発信していくとき、ITは存在価値を発揮することでしょう。

クをこの地域に定着させ、さらに、北海道の各地域に広めることでこれからのまちづくり

ここにまた戻りたい、と語る若者たちには、都会で見えなかった何が見えたのでしょうか。
予定調和な成熟社会の行き詰まりを突破する鍵が、そこにあると期待します。

株式会社コスモピア 代表取締役
6

「最先端の働き方」と「地に根付いた暮らし方」が共存する町

田子 みどりさん

に役立つように、テレワーカーの受入体制の整備やサテライトオフィスの誘致、地域住
民へのIT 講習の実施などの取組を今後も推進します。

北海道根室振興局地域政策部地域政策課 地域政策課長

山本 嘉一さん
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若者と仕事、地域がつながることで生み出す変化
人口減少局面における出生率の低下の影響を受け、若者はますます希少財化してい
る。景気変動に左右されつつも、若者を採用する意欲ある企業が採用選考を行うため
の母数形成すらままならない状況も深刻化しているのではないだろうか。
現在、15 歳から39 歳までの若年無業者数は200 万人を越え、いまや16 人にひと
りの若者が仕事に就けていない。働くことを希望しながらも仕事に就けない若者に対し
て、社会からの「自己責任論」もいまだ根強く、その一方で、
“若者を使い捨てる”企
業の存在もクローズアップされる。
若者と仕事（企業）の需給ギャップに対する処方箋が見つからないなか、一部の企業
が新たな働き方を切り拓き、それに呼応するように若者も新しい生き方、仕事の在り方
を模索している。そのような動きを受け、中小企業と若者が「地方／地域」をフィール
ドに出会い、それぞれにおいて希望と変化の一端を見出したのが「別海町留学」である。
北海道の東部別海町で四名の若者が出会ったもの、それは広大な牧草地帯と最先
端コンピューターを実装したテレワークセンター、若者と新しい働き方について議論する
中小企業の代表者たちだった。
専門学校を中退後、アルバイトをしながら正社員の仕事を探していたI 君は、人生の
行き詰まりを感じていた。父親より別海町留学の情報を知り、コンセプトである「新しい
働き方を知る旅」に出る決断をした。東京生まれ、東京育ちのI 君にとって、大自然が
広がる別海町で、
新しいビジネスの可能性を楽しそうに語る大人たちとの出会いは新鮮で、
「ウチに来ないか？」と“求められる”初めての経験は希望であった。いま、I 君は別海
町で一か月の住み込み研修に参加している。I 君の人生に変化をもたらしたのは地方／
地域の方々、企業から“求められる”ことだったのだ。
「若者」と「仕事（中小企業）
」、「地方／地域」がつながり、
生み出す希望と変化。
それこそが、
いま地方創生のコンテクストで求められているのではないだろうか。私たちは、
それぞれの想いとニーズが有機的に絡み合うなかで育まれる新しい価値を大切に、その
インパクトを最大化していけるよう、多くのひとびとと連携していく。

認定非営利活動法人育て上げネット 理事長

工藤 啓

●「別海町留学」にご協力いただいた団体・企業
この場をお借りして御礼申し上げます。（順不同・敬称略）
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