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原著論文

要　旨

　本稿は，筆者らが所属する徳島大学人と地域共創センターがサテライトオフィスを置く徳島県上

勝町をフィールドとして，テレワークを前提とした「（短期間）ワーケーション」の実証実験とし

て企画・実施した，上勝学舎事業「WORK & STAY KAMIKATSU PROGRAM」（3 泊 4 日）への参

与観察を通して，コロナ禍の働き方における新様式として注目が集まるワーケーションの課題やそ

の可能性を検討するものである。具体的には，過疎高齢化，人口流出が進む中山間地域において，

本事例が参加者や地域に与えた変化を観察し，次年度も継続して実施してゆく本事業の課題抽出を

行った。特に，本実証実験ではこれまでのワーケーションのプレイヤーとして注目されている首都

圏を中心とした企業ではなく，地方大学における教員をその対象とした。結果として，比較的ワー

ケーションが導入しやすいと予想される大学教員においても課題は多く，障壁が多いことがわかっ

た。しかし，ワーケーションを通じて地域との関係性が深化し，大学の地域連携活動に新たな視点

が生まれるなど，その効果や今後の可能性も明らかとなった。

キーワード：ワーケーション，テレワーク，サテライトオフィス，大学地域連携

１-１．はじめに

　2020 年初頭から世界的な広がりを見せる新型コロナウイルス感染症は，社会的にも経済的にも，

甚大なる損失をもたらした。しかしその一方で，元来変化が起こりにくい我が国においては，危機
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的状況を前にドラスティックな意識，行動の改革が進む好機となったと捉えることもできる。その

代表例として，感染症拡大防止を目的としたテレワークの普及をあげることができる。テレワーク

とは，「離れたところで」を意味する「tele」と「働く」を意味する「work」を組み合わせた造語で

あり，「ICT（情報通信技術）を利用し，時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のことで

ある 1）。コロナ禍において，人口の密集率が高い都市部の企業を中心に，社員に対して出社を求め

ず，在宅勤務を行うことが推奨された。毎年年末になると話題になるユーキャン新語・流行語大賞

にも，「オンライン○○」，「Zoom 映え」，「テレワーク／ワーケーション」などテレワークに関連

する言葉がノミネートされるなど 2），ニューノーマル時代の働き方として社会的にも広く認知され

ることとなった。

　こうした変化は，これまでの社会における働き方の概念を大きく変えるきっかけとなった。内閣

府の調査でも，新型コロナウイルス感染拡大前と拡大後で個人の仕事への向き合い方が変化し，仕

事よりも生活を重視するようになったとの結果が報告されている 3）。都市部の会社員たちが満員電

車に揺られて出社する必要性を問い直し，新たな働き方について多くの人々が考えるきっかけと

なったのである。また，過密した都市部で暮らすという常識から，地方や離れた場所で働くことへ

の障壁を格段に下げ，都市部で働く会社員の地方移住への関心の高まりも報告されている 4）。東京

一極集中の是正を目指す政府や地方自治体においては，コロナ禍による観光事業の大幅な落ち込み

から，近年は定住にこだわらず，関係人口，交流人口を目指すワーケーション（詳しくは次節で説

明）と呼ばれる地方への短期滞在を目指す事業に観光業をチェンジさせ，「新しい生活様式」に対

応した with コロナ，after コロナの観光政策としようとする動きも出ている 5）。

　本稿は，このような社会的背景のもと，徳島大学人と地域共創センターがサテライトオフィスを

置く徳島県上勝町をフィールドとしてテレワークを前提とした「（短期間）ワーケーション」の実

証実験として企画・実施した，上勝学舎事業「WORK & STAY KAMIKATSU PROGRAM」（3 泊 4 日）

への参与観察を通して，コロナ禍の働き方における新様式として注目が集まるワーケーションの課

題やその可能性を検討するものである。具体的には，過疎高齢化，人口流出が進む中山間地域にお

いて，短期間ではあるが，本事例が参加者や地域に与えた変化を観察し，ワーケーションを通じた

地域課題解決や関係人口の創出といった効果がどのような過程を経て形成されうるのか，今後継続

して実施する調査における仮説生成を試みるものである。

１-２．ワーケーションとは

　ワーケーションとは，Work（仕事）と Vacation（休暇）の組み合わせからなる欧米発の造語であ

る。その歴史は浅く，発祥地とされる欧米においても 2010 年代前半から BBC，ニューヨーク・タ

イムズ，フォーブス等の欧米の主要メディアで取り上げられるようになったとされる 6）。その後国

内でも IT 企業を中心に導入が進み，日本航空株式会社でのワークスタイル変革推進策として行わ

れたワーケーションの導入，和歌山県などが全国の自治体に先駆けて取り組み開始し，2018 年以
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降国家レベルの関係省庁の資料にも登場するようになった。その後 2019 年にはワーケーション先

進地である和歌山県と長野県を中心とした「ワーケーション全国自治協議会（WAJ）」が発足し，

地方自治体が積極的にワーケーションの受け入れを進めるなど，自治体での取り組みも盛んに見ら

れるようになった。

　田中らは，こうした国内における急激な注目の背景には，①政府主導の働き方改革による企業が

改革を迫られたこと②人材不足や離職率が高まる中，企業の人材戦略上魅力ある制度の提供が必要

とされていること③テレワークの普及，浸透④地域における関係人口の創出・拡大に対する期待感，

があることを指摘している 7）。特に 2020 年以降は，新型コロナウイルス感染症拡大下における所

謂「新しい生活様式」への適応が進み，③テレワークの普及，浸透が急速に進んだ。また，一部の

自治体においては感染症拡大前までのインバウンド特需を失い観光産業に大きなダメージを受け，

国内需要を確保する戦略としての取り組みが増加した。図 1 に示すとおり，世界最大手の検索サー

チエンジンである Google が提供する，特定のキーワードの検索数をグラフに表す Google Trends8）

では，国内では 2020 年 7 月に検索数のピークを迎えている。先述した WAJ も発足当時は 4 県 36

市町村であったが，この 2 年間で加入自治体を大きく伸ばし 1 道 22 県 164 市町村が会員となって

いる（2021 年 6 月現在）。特に 2020 年に入り加入自治体の増加率に高まりが見られ，国内でのワー

ケーションに対する注目や期待は，新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中，ますます高まっ

ているといえるだろう。

 

1-3．ワーケーションによる地域課題解決への期待

　欧米から持ち込まれ，日本において急速な広がりを見せるワーケーションは，学術的にはもちろ

ん，実践としてもその歴史は浅く，その定義や分類が定まっていないのが現状である。一般的なメ

ディアでは，2020 年 11 月 27 日 TV 東京制作の「ガイアの夜明け」で特集された「コロナで変わ

図 1：Google Trends による「ワーケーション」の検索指数の国内動向
（2016 年〜 2021 年 7 月）
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る町と暮らし」や Discover Japan 2021年3月号「ワーケーションが生き方を変える？地域を変える？」

に代表されるように，ワーケーションを普段の職場や居住地から離れ，リゾート地や温泉地でテレ

ワークするという文脈で語られていることが多い。これらは Pecsek による「ワーケーションとは，

自宅やオフィスを離れて，最新のテクノロジーを活用しながら休暇中にレジャーとビジネスの両方

を行うハイブリッドタイプの旅行」といった定義に近い解釈であるといえる 9）。

　しかし，天野によれば，ワーケーションは単なる観光客数の増加による短期的な経済効果だけで

はなく，地域課題解決や地域経済の活性化に向けた関係人口の創出を推進することも期待されてい

る 10）。田中は，ワーケーションに関与するステイクホルダーを，①地域行政，②関連事業者，③

従業員（個人），④制度導入企業，と分類した上で，①地域行政におけるメリットを地域観光事業

者の活性化だけでなく，交流人口・関係人口の増大，移住への導線，空き家・空きオフィス対策な

どを挙げている 11）。

　吉田は，このような我が国におけるワーケーションの変遷は，欧米とは違い，ワーケーションの

プレイヤーが企業に雇用されている社員を前提としているため，組織や社会の意向に沿う形で実践

されてきたためであると指摘する 12）。つまり，日本でのワーケーションは自治体の「交流人口を

増やしたいとの思惑」や，企業の「業務上の目的がないと地方に派遣しづらい」といった組織的な

意向に大きく影響されており，そのため地域社会との密接な関係を通じて，創造性，学習，内省な

どを高めることを目的とした研修型ワーケーションとして変化を遂げてきた。また，松下はワーケー

ションを企業の事業活動を通じて社会的な課題を解決し，「社会価値」と「企業価値」を両立させ

ようとする CSV 経営における戦略のひとつと位置づけている 13）。いずれにせよ，日本におけるワー

ケーションの本流は，東京への人口の過度な集中と少子高齢化という社会問題に対して，首都圏を

中心に活動を行う民間企業による地域活性化へ向けた施策という文脈で研究，実践が進められてい

るといえるだろう。

１-４．本研究の位置づけ

　これまで見てきたとおり，我が国におけるワーケーションが普及する背景には東京一極集中の是

正や働き方改革推進というイニシアチブが大きく影響している。その中で多くの自治体がワーケー

ションの誘致に取り組んでいるが，具体的なコンテンツもなく魔法のようにその言葉を唱えるだけ

で，結果的には人気のないコワーキングスペースが乱立するといったハコモノ行政が加速している

だけにも見える。ワーケーションを通じてどのような課題を解決したいのかという，ビジョンも持

たずにこうした施策を流行のように自治体が実施することは，都会のための地方という一方的な開

発へと繋がり，地域課題の本質的な解決に繋がっていくとは思えない。では，どのようなワーケー

ションプログラムのあり方が地域と参加者のどちらか一方的でなく，対等なパートナーシップを創

り出すことができるのか，これが本研究の一つ目の問いである。

　そして，本研究ではもう一つの問いとして，既往研究や事例報告において語られていない大学に



5ワーケーションを通じた地域課題解決の可能性

おける研究者と学生の役割の模索を試みたい。元来，大学研究者は研究休暇，在外研究などと称さ

れるサバティカル制度を利用し，所属大学を離れて海外などで研究を行うことも珍しくはなく，一

般的な民間企業における雇用者よりもワーケーションの導入障壁は低いといえるだろう。また，筆

者らが所属する徳島大学人と地域共創センターにおいては，那賀町の「地域再生塾」，上勝町の「上

勝学舎」，美波町の「徳島大学・美波町地域づくりセンター」，県西部 2 市 2 町（美馬市，みよし市，

つるぎ町，東みよし町）を対象とする「にしあわ学舎」（三好市井川町）及び神山町の「神山学舎」

を設置し，地域ニーズに応じた地域課題解決の研究・実践に取り組んでいる。しかし現実的には，

2021 年現在において 5 つのサテライトオフィスの中で研究員やスタッフが常駐しているのは美波

町「徳島大学・美波町地域づくりセンター」のみであり，上勝町の「上勝学舎」においては物理的

な事務所の設置を 2017 年に撤退している。その他のサテライトオフィスに関してもセミナーなど

のイベント開催時にのみ使用するといった一時的な利用に留まっており，教員や学生が地域に数日

間滞在し活動する事例はあるものの，数週間単位で滞在しながら研究・実践活動に取り組む活動事

例はない。今後，地域と地理的に近い大学がワーケーション拠点としてサテライトオフィスを活用

することは，移動における経済的コストも低く，無理に都市圏に位置する企業との連携を進めるよ

りも，地域との継続的な関係維持が可能となることが考えられる。また，本研究対象が位置する徳

島県のような地方都市に置いては，大学は学校法人とはいえ大きな企業体であり，その可能性を検

討する価値がある。

図 2：徳島大学によるサテライトオフィスの展開
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１-５．本研究が持つ仮説と研究方法

　結論の先取りになるが，大学の専任スタッフがこれまで「ワーケーション」へと移行しなかった

のは，日常業務である授業を遠隔で行うことへのハードルが高かったことにある。コロナ対策とし

ての授業の遠隔化が日常化してきたことは，「ワーケーション」へのハードルを下げる。加えて，

教授会や各種委員会などの学内行政活動もコロナ対策として徐々にではあるが，遠隔参加を認める

ように規則改正などが行われている。コロナ後も遠隔参加が日常になるかどうかは，学部により異

なると思われるが，授業や学内業務の遠隔化が日常化することにより，「ワーケーション」導入の

大学における阻害要因は著しく縮減される。

　それでは，残る要因はなんであろうか。実際に「ワーケーション」を通じての，地域との交流や

地域への課題解決が行われるのか。地域がそのようなことを求めているのか，地域外の一時的滞在

者をふくめた社会関係（関係人口，交流人口）が当たり前となる日常生活に魅力を感じるのか…，

といったホスト側の社会的要因が大きいと思われる。現実問題として，徳島大学の様々なサテライ

トオフィスが，立ち上げ当初は盛り上がりつつも，その後，衰退の一途をたどっているのは，大学

側と地域側のニーズが一致しないこと，また，関係人口，交流人口としての社会関係が当初の想定

のように形成されなかったことであると思われる。

　そこで，本研究の対象とした実証実験においては，大学のワーケーション導入側と地域のホスト

側との交流をメインに企画を組み立てた。具体的には，滞在中に何回か地域住民とのワークショッ

プを実施した。交流の中味も工夫し，従来のように単に大学側が講演をするといった知識の一方的

な伝達ではなく，ホストの参加者側も報告を行い，相互の交流の中で，ワーケーション側とホスト

側の相互行為の中から，ワーケーションを行うことの「新しい」意義が，大学と地域の双方に感じ

られるように設計し，実施した（個別の事業の意図などは次章を参照）。その他にも，参加者の日

常生活の継続をワーケーション中に可能であるかの実証実験として，学生には調査実習で行ってい

る阿波晩茶研究のアドバンス的なフィールドワークを行い，教員は遠隔でのまちづくりシンポの実

施なども実施した。これらは，ワーケーション参加者の個別性に伴うものであるために多様なメ

ニューとなるが，このような多様なアクティビティ受入の経験を行い，提示してゆくことが，長期

的にはワーケーションのハードルを下げ，ワーケーションの日常化，大学でいえば，サテライトオ

フィスの当初目的の達成につながるのではないかと考えている。

　以下では，上記のような目的の下に実施された上勝ワーケーション事業を通じて，本来親和性が

高いと見られる大学へのワーケーションの導入が進んでいない理由を，短期間の実証実験ではある

が，参与観察を通じて，その課題の整理，考察を行ってゆく。

２-１．事例概要

　本企画は，2021 年 2 月 15 日～ 18 日の期間に，上勝町に拠点を置く㈱ BIG EYE COMPANY が運

営する上勝町ゼロ・ウェイストセンターを拠点として行った。『WORK & STAY KAMIKATSU 
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PROGRAM「四国一小さなまち上勝で地域課題と

向き合う，あたらしい働き方」』と題し，コロナ

禍の働き方における新様式として注目が集まる

「ワーケーション」を通じた地域課題解決の可能

性を探る実証実験として実施した。参加者は，学

内の広報を通じて申し込んだ教員 2 名（筆者の矢

部を含む），大学学部生 4 名，大学院生 1 名の計 7

名であった。参加者らは 3 泊 4 日の滞在を通じて，

自身の業務や研究活動と並行しながら，著者の松

本が担当する上勝学舎（著者の松本はホスト側と

して参与）と受け入れ企業である株式会社 Big Eye Company の大塚氏がコーディネートしたワーク

ショップやフィールドワークなどのプログラムに参加した。このプログラムでは，参加者自身の興

味関心や専門性を活用して地域課題をひもとく鍵を発見し，地域課題解決に繋がるアイディアを生

み出すことを目的とした。

２-２．対象地域概要

　今回の実証実験フィールドとなった徳島県上勝

町は，徳島大学のある徳島市から南西約 40km，

車で約 1 時間に位置する。町内の約 85％が杉の

植林地を中心とした山林であり，急な斜面に棚田

や段々畑の風景を残す中山間地域である。住民基

本台帳によると令和 2 年の総人口は 1,511 人と

なっており，四国の市町村全体でみた場合最も人

口が少なく，「四国で一番小さな町」と呼ばれる。

過疎高齢化が進む地域であるが，町内を大字単位

の五地区に分け，地区から選出された委員による

住民参加型のまちづくり活動である「1Q（いっ

きゅう）運動会」や，全国棚田 100 選にも選出された「樫原の棚田」でのオーナー制度，高齢者が

ICT を活用した「おばあちゃんの葉っぱビジネス」として知られるいろどり産業など，地域活性化

に向けたユニークな取組で知られている。プログラムのテーマとして扱った「ゼロ・ウェイスト」は，

無駄・浪費・廃棄物をできる限りゼロにするという考え方であり，上勝町は 2003 年に国内の自治

体として初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」を行い，循環型社会の実現に向けた様々な取り組みを行っ

てきた。例えば，家庭で出る生ごみなどはコンポストを利用し，各家庭で堆肥化している。また，

瓶や缶などのさまざまな「資源」を住民各自がゴミステーションに持ち込み，13 品目 45 分別によ

写真 1．上勝ゼロ・ウェイストセンターの外観

写真 2．センターに併設する宿泊施設
HOTEL WHY の外観
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る徹底した分別より，2019 年度調査ではリサイクル率 80.7％となっている 14）。近年ではリサイク

ル資源集積場の老朽化を理由として，住民の利便性向上に向けた環境整備に加え，ゼロ・ウェイス

トの取り組みを学び，体験できる環境教育施設として活用することを目的とした建て替え工事が行

われた。本実験は，そのリニューアルされた環境型複合施設「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」，

通称 WHY（ワイ）を拠点として実施した。

２-３．企画趣旨

　今回のプログラムでは，「ゼロ・ウェイストで実現する暮らしのウェルネスとは？」という問い

を全体テーマとして掲げた。これは，本企画のコーディネートを行った松本と大塚氏とのディスカッ

ションの中で挙がった，「上勝町民にとって果たしてゼロ・ウェイスト活動が生活における幸福度

の向上に繋がっているのか」という問題意識に基づいている。ワーケーション参加者にはこのテー

マを念頭に置きながら，「自身の興味関心分野や専門性」を掛け合わせた課題解決へのアイディア

を本プログラムのアウトプットとして発表してもらうことを依頼した。

　本プログラムの企画設計，運営に当たっては，①地域と大学の対等なパートナーシップの構築，と，

②フレキシビリティを持ったプログラム設計と運営，の 2 点を意識した。①地域と大学の対等なパー

トナーシップの構築は，大学側参加者と受け入れ地域側が，協働して地域課題解決に取り組むパー

トナーとなれることを目指すという意味である。中塚らが指摘するように，これまで受け入れ地域

側は「大学が自分たちの課題にあった解決策を示してくれない」という不満があり，大学側として

は「なんでも頼まれて，対応しきれない」といった構図が存在する 15）。この構図を打破するため，

本プログラムでは一方が自らの意図を押し付けるような形ではなく，互いの相互理解の上で地域課

題解決に繋がる協働プロジェクトを生み出すという狙いのもと，プログラムの設計を行った。その

ため，初日に行った地域住民を招いたセッションでは，どちらかの一方的なプレゼンテーションを

行うのではなく大学，地域双方の参加者が相互理解を図るという意図を持って実施した。②フレキ

シビリティを持ったプログラム設計と運営は，全体スケジュールを綿密に運営側が計画し過ぎるこ

となく，参加者の興味関心も引き出しながら柔軟にコーディネートすることを意図したものである。

実際に，今回のプログラム実施中，コーディネーターと親しい住民との偶発的な出会いから，当初

意図していなかったプログラムが生まれた。また，本プログラムがワーケーションの実践であり，

参加者はそれぞれの業務を優先して行う環境が重要であるため，その観点からも運営側がプログラ

ムを詰め込みすぎないということも意図した。

２-４．運営側と参加側のそれぞれの目線からの参与観察

　ここでは，以上に述べた企画趣旨に基づき，設計，運営したプログラムの詳細について説明する。

その後松本がコーディネーターの目線からどのような手応えや気づきを得たか，矢部が参加者の視

点としてそれぞれのプログラムをどのように受け取ったかを記述する。なお，全体のスケジュール，
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参加者の動きは次の表の通りである。

２-４-１．プログラムの詳細

DAY１　16 時〜17 時：「上勝町ゼロ・ウェイストセンター視察＆ゼロ・ウェイストレクチャー」

　本セッションは，今回のワーケーションプログラムの導入として，上勝町のゼロ・ウェイストに

関する取り組みの全体像を掴んでもらうことを意図として企画した。上勝側のコーディネーターの

大塚氏より，上勝町ゼロ・ウェイストセンターの施設を実際に案内した上で，上勝町におけるゼロ・

ウェイストに関するこれまでの取り組みについての解説を行った。

DAY１　17 時〜19 時：「地域住民にとってのゼロ・ウェイストを探る」

　本セッションは，コーディネーターと参加者だ

けでなく，地域住民も交えて実施した。地域から

は町内企業で働く 30 代前後を中心とした 10 名

と，当日上勝町のゼロ・ウェイストセンターの視

察に訪れていた町外の参加者 2 名も参加した。本

セッションでは，地域住民，参加者，双方からの

プレゼンテーションと質疑応答を行った。これは

企画趣旨でも述べたように，地域住民と大学から

の参加者の相互理解を意識して実施した。前半の

参加者による発表は，研究者や学生が地域のこと

を調査にくることは多いが，実際にどのような専門家が大学にいるのか，普段学生はどのような研

究活動をしているのかを知る機会が少ないという地域側の声を反映して企画したものである。

　まず，地域住民に今回の参加者に対する理解を深めることを意図し，参加者各自の簡単な自己紹

写真 5．セッションの様子

写真 3．ゼロ・ウェイストセンターを
視察する参加者の様子①

写真 4．ゼロ・ウェイストセンターを
視察する参加者の様子②
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介だけではなく，それぞれの専門性や現在取

り組んでいる研究内容について，プレゼン

テーションを行った。次に，今回のプログラ

ムのテーマである「ゼロ・ウェイスト」が地

域住民にとってどのように捉えられている

かを参加者が探ることを目的としたセッ

ションを実施した。コロナ禍で個別の家庭へ

の訪問が難しいといった状況下で，参加者が

どのように地域住民が暮らしの中で「ゼロ・

ウェイスト」を捉えているのかを掴んでもらうため，ここではフォトエスノグラフィーの手法を取

り入れた。具体的には，事前準備として住民 5 名に，仕事も生活も含めた暮らしの中で，「ゼロ・ウェ

イスト」というキーワードを頭の中に置きながら，何か気づきがあった時には自身のスマートフォ

ンなどで写真を撮ってもらい，その時のエピソードをメモするようにお願いした。当日は，資料 1

にあるように，撮影した中から 5 枚を選んでもらい，その写真をなぜ撮ったのか，どんな気づきが

あったのかについて住民から発表した。その後，質疑応答を行った。

DAY２　11 時〜11 時 30 分：「E-bike レクチャー」

　プログラム企画段階において，参加者からの町内

移動手段への不安の声があった。そこで，今回のワー

ケーションでは，滞在中の参加者の移動手段のひと

つとしてロードバイクやマウンテンバイクなどのス

ポーツバイクに電動アシストユニットを取り付けし

た E-bike の導入を実験的に行った。参加者に対し

てコーディネーターによる交通ルールや E-bike の

扱い方に関するレクチャーを実施し，各自滞在中の

移動時に利用してもらった。

DAY２　14 時〜16 時：「樫原の棚田フィールドワーク」→「ツリーハウス見学」

　DAY1 夕食時の中山間地域の農業に興味のある参加者との話し合いから，コーディネーターのガ

イドで上勝町の旭地区にある樫原の棚田へのフィールドワークを実施した。樫原の棚田は，平成

11 年に「日本の棚田百選」に認定され，平成 22 年には徳島県で初めて「国の重要文化的景観」に

認定されている上勝を代表する棚田のひとつである。フィールドワークでは実際に樫原の棚田を訪

れ，保全活動や棚田オーナー制度の取り組みなどの紹介を行った。その後滞在拠点に戻る途中，地

域の商店で買い物している際に偶然出会った住民 T 氏の案内により，T 氏の自宅の一部を開放して

資料 1．参加者の発表資料の一部

写真 6．E-bike レクチャーの様子
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取り組むツリーハウスや杉の木を活用した子供向け玩具についてなど，T 氏の取り組みを伺った。

DAY３　9 時〜15 時：阿波晩茶農家へのフィールドワーク

　調査実習で阿波晩茶研究を行っている学生 3 名の

希望により，上勝町で阿波晩茶を製造する若手農家

である H 氏の協力のもと，フィールドワークを実

施した。なお，H 氏は初日の全体セッションの参加

者でもあった。参加した学生は乾燥したお茶の葉を

茎と葉に選別する作業に加え，おばあちゃんの葉っ

ぱビジネスとして知られる「いろどり」として出荷

されるつまもののパック詰めなどの作業を行った。

DAY３　16 時〜17 時：参加者×ゼロ・ウェイストでのアイディア共有

　本プログラムのまとめとして，参加者が本プログラムへの参加を通じた感想を，全体で共有した。

参加学生からは，主に若者という視点から，長期滞在する上での課題と提案があった。食事場所が

限られていることや，今回 E-bike という移動手段はあったものの，天候次第で移動が困難になる

ことなど，自家用車を所持していない若者層の移動への指摘があった。研究者 M からは，自身の

研究に紐付けた形で，今後ゼロ・ウェイストセンターの運営に関して，日常の延長線上として住民

と滞在者が交流できるような仕組みの必要性について提案があった。また，M はワーケーション 2

日目に会議に参加するため一時的にプログラムから離脱しており，やはり日常業務がワーケーショ

ン参加の障壁となることが明らかとなった。矢部からは，上勝町における地域活性化に向けた施策

の多くが，民間投資ではなく行政による助成金を活用したものとなっており，こうした行政主導の

取り組みにより発生する構造的問題に対する指摘があった。また，自身が滞在中に開催したオンラ

インイベント中に発生したネットワークのトラブルなどに触れ，ネットワーク環境の充実，インフ

写真 7．樫原の棚田視察の様子 写真 8．T 氏宅にあるツリーハウス

写真 9．フィールドワークの様子
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ラなどに関して早急に対処する必要性に関する言及があった。

２-４-２．運営側の目線からの記録

　天野は，ワーケーションの成功に必要な要素として，（a）当該地域にワーケーションに必要な施

設や設備があること（b）当該地域に特有の魅力（人，観光，自然等）があること（c）当該地域に

ワーケーションを推進する主体があること，の 3 点を挙げている 16）。特に（a）については，宿泊

施設，通信環境，交通手段及び仕事場所が挙げられるとされている。本実証実験を通しても，参加

者からの宿泊施設や通信環境，交通手段に関する言及は多く，業務や研究を行う場所としての環境

整備は必要であろう。一方で，単に労働者にとって良い環境整備だけでなく，ワーケーションを通

じて地域をどうしたいのか，何を解決したいのかなどのソフト面の整備において，滞在地域におけ

るコーディネーターが果たすべき役割は非常に重要であることは明白である。ここでは，主に運営

の目線から，今回のプログラムについて振り返り記録する。

・コロナ禍での関係構築の難しさ

　企画趣旨にも書いたとおり，本プログラムでは①地域と大学の対等なパートナーシップの構築を

目的として，一方的な発表ではなく双方向のコミュニケーションによる地域住民と参加者の相互理

解を促すことを意識して実施した。例えば，初日に行った「地域住民にとってのゼロ・ウェイスト

を探る」と題したセッションでは，参加者だけでなく，地域住民も交えて実施した。本セッション

では感染症拡大に配慮し全員が一定の距離を保った形式での運営を余儀なくされたため，当初予定

していたプレゼンテーション後の参加者と地域住民によるグループディスカッションの実施を見送

り，参加者同士の意見交換の場は質疑応答のみに留まった。セッション終了後も参加者とのディス

カッションを自主的に行う地域住民が何名かおり，企画意図通り相互の活動への興味関心を生み出

すことに一定の効果を生むことができたと考えられるが，その効果は限定的であった。新型コロナ

ウイルス感染症拡大前であれば，こうした企画後の飲食をともなった交流会の中での非公式なコ

ミュニケーションが地域住民との信頼形成に一役買っていた側面もあり，コロナ禍での地域連携の

難しさを改めて感じた。

・余白のあるプログラムによる効果

　また，本プログラム設計においては②フレキシビリティを持ったプログラム設計と運営を意図的

に行った。例えば，初日の夕食時での参加者との話し合いから，2 日目の午後にコーディネーター

の松本のガイドで上勝町の旭地区にある樫原の棚田へのフィールドワークを実施した。棚田への

フィールドワーク後滞在拠点に戻る途中，地域の商店で買い物している際に偶然出会った住民 T

氏の案内により，T 氏が自宅の一部を開放して取り組むツリーハウスを訪問した。最終日の振り返

りではこの出会いから生まれた繋がりから，森林資源の活用という地域課題に興味を抱いたと報告
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する学生もおり，余白のあるプログラム設計が，参加者が地域課題を知る上で，効果的に機能した

といえるであろう。

２-４-３．参加側の目線からの記録

・研究室から離れてどれくらい日常業務ができたか

　私の今回のワーケーションの個人的な課題はどれだけ大学に出勤している場合と同じように日常

業務ができるかであった。2021 年 2 月 15 日（月）は教授会があったのだが，当時はまだ遠隔対応

が一般化しておらず，残念ながら教授会は欠席となった。現在は，BCP との関連などもあり，遠

隔対応ができるようになっている。翌日，2 月 16 日（火）では，授業レポート採点結果を web 入

力しようとしたが，これまた学外からの成績入力はセキュリティーの問題で入力できなかった。シ

ラバス入力や日常の授業コンテンツのアップはできるが，成績だけは学内からの入力になっており，

特別な事情があり事前に申請していれば入力できるとのことであった。これら二つの業務に関わる

ことは，遠隔化とセキュリティーの問題であり，利便性を追求すれば，セキュリティーが甘くなる

ので，大学自体として遠隔化をどこまで可能にするのかというポリシーと関連している。教授会に

おいても，学生の個人情報が含まれるような情報は，遠隔であってもファイル自体は配布せず，画

面での確認にとどめている。

　2 月 17 日（水）13 時より，私が ZOOM のホストとなり，一般社団法人ネイテック吉野川メンバー

と，子育てをテーマにしたオンラインフォーラムを実施したが，直前で，施設の Wi-Fi がつながら

なくなるというアクシデントが発生した。幸い，個人用のポータブル Wi-Fi（回線速度数十 Mbps 

程度で遅い）でつなぎ問題なくフォーラムは開催できたが，結局，回線がつながらない理由が分か

らなかった。複数デバイスを同時接続するとプロバイダーからの制限などがかかってしまうのかも

しれないが，施設の Wi-Fi 設備が普段から頻繁に使われていない場合，このようなアクシデントの

対応経験がないため，施設側からは対応策も提示されることがなく，自己で対応した。フォーラム

では，「光ファイバーで有名な神山でなくて上勝なので…」とごまかしたが，実際には神山も上勝

も同じ光ファイバーが通っている。前日のこの経験から，翌日 2 月 18 日（木）13 時より予定して

いた，ZOOM による JR 四国と四国 4 国立大学との連携フォーラムは大学に戻って参加することと

した。プロバイダーの問題なのか，施設のルーターの問題であるのかは不明だが，Wi-Fi が安定し

ない場合，致命的な問題である。特に大学教員の場合，日常高速で安定したネット環境にいるので，

この点に信頼がおけないとワークの部分のリスクが大きくなってしまう。推測するに，今回のワー

ケーション場所が，そもそも，ゼロ・ウェイストの広報の為に作られた宿泊施設であったり，オフィ

スであった。ある意味，対面のための施設であるので，日常的にハードにネットを使っていないこ

とから，設備的には準備されても，その運用経験がほぼなかったことによる問題であると思われ，

今後のトライアンドエラーを繰り返す中から，適切な運用方法が見いだされると思われる。
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・不便さと便利さの葛藤

　ワーケーションにおける，「ワーク」をするにあたって，締め切りのある日常業務をするなら，

不便さはあってはならず，便利な方がいい。不便は業務効率を下げる。しかしながら，締の緩い，

クリエイティブな業務なら，不便さは非日常を生み，日常では思いつかないアイデアを生み出すか

もしれない。

　「ワーケーション」は，日常の深化なのか，非日常による日常の便利さからの断絶なのだろうか。

コロナ禍における「ワーケーション」は「新しい生活様式」ではあるが，今回のような，従来の「日

常生活」から「ワーケーション」という「新しい・生活様式」への移行を考えるのであれば，まず

は，これまでの日常的なワークができないような不便であってはならない。ただし，日常生活と全

く同じであるのであれば，わざわざ「ワーケーション」を行う必要がない。上述のように大学であ

ればできたことが，できないこともあったが，その一方で，本稿では詳細を示していないが，私が

継続的に行っているサイクルツーリズム研究は大いに進み，たまたま，滞在時に大雪が降り，雪上

の中，マウンテンバイクで走るといった全く予想もしなかった体験もできた。また，今回のサイク

ルツーリズムも含めてこれまで何度か E バイクを絡めた SDGs ツアーを実施している中から，上勝

住民の中に自転車に興味を持ち，ロードバイクを購入し，サイクルツーリズムを考えるような方も

出てきた。そうった創発特性が産まれることは，やはり，全てが計算できる日常生活からは産まれ

ない。

　今回は，ショートステイの実証実験であったが，やはり，上述のような本研究当初から想定して

いるワーケーションならではの様々な地域変容に関わるようなアクターになるには長期滞在する必

要があると思われるので，次年度はロングステイによる実証実験を行いたいと考えている。

２-５．今後の課題と可能性

　当たり前であるがワーケーションは派遣される雇用者だけでなく，雇用元である組織の理解なし

には実現しない。本事例からも，比較的働き方に自由がある大学教員も大学に雇用されている立場

であり，授業だけでなく会議やその他の業務によりワーケーションの実施が難しいという課題が浮

き彫りとなった。こうした課題を解決していくためには，大学の経営層に如何にワーケーションの

実施が教員の「我儘」ではないことを示せるかが問われる。例えば，本企画終了後の 3 月 17 日（火）

に，地域住民も含めて開催したオンライン振り返りセッションにおいては，講師を担当した筆者（矢

部）より，E-bike を活用したサイクルツーリズムの推進についてのアイディアが共有され，その際

まずは地域住民が E-bike に乗るイベントを開催してはどうかという提案がなされた。これまでの

地域課題解決においては，「地域に地域外の人をどう巻き込むか」という発想から始まるものが多

かったが，地域住民を対象とした企画という発想は，今回のプログラムを通して地域に一定期間滞

在し，住民や行政とのコミュニケーションを通じて齎された新たな視点といえるだろう。また教育

的観点からも，教員が地域に根ざし独自のネットワークを構築していくことは，授業の事例として
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の活用や，地域の方との協同による授業プログラムの設計など，教育的効果を高めることに繋がる

ことが予想される。地方大学が知の拠点となることの重要性が叫ばれて久しいが，地域性を活かし

たならではの授業が大学の特色となる。このように，ワーケーションによる教員の滞在が大学と地

域との新しい関係性を作り出し，結果的に地方大学の存在価値を高めることに繋がることを，合理

的に説明することが重要であろう。また，大学には今回参加した教員，学生だけでなく，職員の存

在がある。特に制度変革においては，職員の理解も非常に重要である。雇用形態は教員とは大きく

異なるが，教員よりも雇用数としては多く，今後大学職員のワーケーションの可能性も含めて，検

討の余地があるといえるだろう。

　なお，本研究は一事例を扱ったものであり，これを一般化するにはさらなる研究が必要である。

今後，滞在期間を伸ばした実証実験を行い，地域と大学の新たな連携の形として，大学によるワー

ケーションが持つ可能性を検討してゆきたいと考えている。
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Abstract

In this paper, The Center for Community Engagement and Lifelong Learning at the University of Tokushima, 

to which the authors belong, plans and implements the “Work & Study Kamikatsu Program” as a 

demonstration experiment of “work-cation” based on telework in Kamikatsu town, Tokushima Prefecture, 

where its satellite office is located. This project aims to examine the issues and possibilities of work-cation, 

which is attracting attention as a new way of working under the corona disaster. Specifically, in a mountainous 

region where depopulation, aging, and population outflow are advancing, we observed the changes that this 

case study gave to the participants and the region, and identified issues for this project to be continued in the 

next year. In particular, this demonstration experiment targeted faculty members at a local university, rather 

than companies mainly located in the Tokyo metropolitan area, which have been the focus of attention as 

players of work-cation. As a result, it became clear that even among university faculty members, who are 

expected to be relatively easy to introduce workcation, there are many issues to be solved, and that it is 

necessary to clarify the effects of full-scale introduction in the future.




