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目 的

コロナ禍以前から年々減少する観光客数、観光客層の高齢化、本島の極端な夏季偏重型観光について、新たな人流

を生む可能性のある「ワーケーション」を活用し関係人口の増加を目的とした事業を推進するにあたり、「礼文島らし

いワーケーションのかたち」を企業向け研修とした仮説に基づいて、有識者に実際に礼文島を訪問し、企業向け研修

素材の評価し、次年度以降礼文島でのワーケーションの可能性を得ることを目的とする。

※「島(しま)っけーしょん」とは、礼文島らしい来島者と島民の「コミュニケーション」の中で行われる「ワーケーション」の創造を目指し、或いはそういった関係

性を望む新たな顧客層を開拓する事を目指し、北海道弁の「したっけ」⇒「またこんど！」と「島」を掛けた「しまっけ」を、具体的な取組みを達成するための親し

みやすい造語として前面に押し出したものである
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実施体制等

概要

・前年度訪問や関連調査情報にもとづき、礼文島を訪問し役場や地元企業等への地域課題についてヒアリング

・仮説プログラム作成

・訪問等により出された課題に対して研修プログラムの作成、地域プレイヤー育成の検討

・研修開発に有用なアドバイスを得ることがきる専門家の探索・選定

（企業実務家・旅行業専門家・クリエーターなど）

・2022年10月に現地滞在4泊5日のファムトリップを実施

・礼文を知るとともに島が抱える課題について実際に見聞し、課題解決に繋がるプログラムを試行開発

有識者シュミレーションツアー

（9月）

専門家等への

アプローチ(9月~10月)

ファムトリップの実施(10月)

報告書作成(11月~1月)
・記録動画の作成

・目的に照らした分析・報告書の作成



スケジュール一覧



スケジュール一覧
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実施事項 実施内容 実施者

島っけーしょん

研修素材・

テーマ検討

・現状の情報整理調査 （8月中）
・訪島によるシュミレーションツアー （ 9/1~9/4）
・専門家等FAMトリップの企画、素材・テーマ検討（9/14、9/22、10/4、10/14、10/20）

（礼文島）
役場：遠藤様、佐々木様
観光協会：川村様、柳谷様
漁協：湯田様、小笠原様

（受託者）
JTB：伊藤
JMAM：川村、吉冨

専門家等

FAMトリップ実施

・専門家等募集 （9月～10月）
・プログラム構成検討 （9月～10月）
・ツアーの実施 （10/26~10/30）
・参加者振返りヒアリグ）（11/22）

（受託者）
JTB：伊藤
JMAM：川村、吉冨
（オブザーバー）
島田、鈴木、松浦

動画制作

報告書作成

・動画制作 （11/10~12/20）
・課題の整理と方向性の検討 （12/5、12/20）
・報告書提出 （1/31）

（受託者）
JTB：伊藤
JMAM：川村、吉冨
（オブザーバー）
島田、鈴木、松浦



島っけーしょん 研修素材・テーマ検討



実施内容
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研修素材・テーマ検討のための有識者 シュミレーションツアー 日程

日次
月日
（曜）

行 程

1
9/1
(木)

ハートランドフェリー
（各空港より）稚内空港 稚内F.T 香深F.T ……… 旅 館

14:10 16:05 16:20
宿泊：旅館桜井

2
9/2
（金）

旅 館

宿泊：旅館桜井

3
9/3
（土）

旅 館

宿泊：旅館桜井

4
9/4
（日）

ハートランドフェリー
旅館 ……… 香深F.T 稚内F.T 稚内空港（各空港へ）

8:30 9:05 11:00

【調 査】
袋 澗にて

礼文島分析調査

【ヒアリング】
鈴川 未来さん

移住定住
コーディネーター

【ヒアリング】
小笠原 智美さん
香深漁協女性部長

【視 察】
堀内 貞造さん
養殖昆布漁師

【調 査】
袋 澗にて

視察まとめなど

【ヒアリング】
旅館桜井にて

観光協会 女将の会

【ヒアリング】
新山 彦司さん

星観荘/観光協会会長

【ヒアリング】
湯田 博明さん

香深漁協専務理事

【調査・ブレスト】
袋 澗にて

有識者/役場
（遠藤様・佐々木様）



実施内容
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島民ヒアリングシート

「新しい礼文島の旅」を開発しています。 あなたの話をお聞かせください。

ー前提－
・趣旨：リピーター(礼文島関係人口)をつくる

観光の平準化・長期化
・目的：島の方々との交流を通じて、島への理解を深め、島の課題解決の協力者になってもらう
・対象：企業団体の役職員・ 個人
・時期：観光最盛期以外(4ー5月、9月―10月ごろ)

ーお聞きしたいこと－
１）ご自身について ２）お仕事について
・お仕事のあらまし
・自慢・他地域(島)に負けないこと
・困りごと(何でも)
・仕事の繁閑、受入れ可能な時期
３）お客様(来島者)について
・どのような人(年齢・性別・タイプなど)
・どのような話をしますか？
・うれしかったこと、困ったこと
４）礼文島について
・見てほしいところ、やこだわり
・島に来たら、会ってほしいひと
・今後の協力について

女将の会ヒアリング風景

昆布漁師の
作業視察

観光協会長新山様
ヒアリング風景

移住定住コーディネーター
鈴川様ヒアリング風景



実施内容
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＜課題の認識＞
●繁閑の差が激しく繁忙期の労働力が不足しているが、受入側マインドとして繁忙期以外の観光客受入れは積極的ではない。

・観光シーズンの6月~9月で1年分の収入を得て、オフはそれぞれの生活を送るスタイルが定着
・観光シーズンと漁の繁忙期が重なるため、漁業体験など漁師と観光客の交流にはネガティブな意識
・長期滞在来島者（リゾートアルバイトなど）は、労働力として認識で関係人口という認識は弱い

＜島っけーしょんの可能性＞
●上記の状況を認識したうえで、島民にとって大きな負担が無い方法で、関係人口創出の手段となり得る「礼文島らしいワーケーション」の素
材・テーマを検討するうえで、次世代を担う島民や来島者に継承していくべき「島の食や産業」といった営みは魅力的なコンテンツである可能性
が高いという結論に至った。

（研修素材作成のための主な素材）
・郷土料理（特にほっけ）は、島特有の調理法があり食文化として継承していくことが必要だと島民も考えている
・持続的な水産業を営むため、水産資源の保全は漁民の使命だという事をを共有している
・コ・ワーキングスペースとして袋澗やカナリアパークなどをオープンコミュニティとして活用できる
・桃岩荘、星観荘等の小規模な宿泊施設は、長年のリピーターが多くその理由が素材として活用できる可能性がある

礼文島の課題を知り、参加者（外部）の目線で礼文島の現状をアウトプ
ットし、同時に制作スキルの一端を学ぶ「動画制作」を研修素材として
決定し、その内容（テーマ）を引き続き検討するに至った

研修素材・テーマ検討



実施内容
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研修・テーマ検討（礼文島・受託者ブレスト資料）

日本最北端の有人国境離島「礼文島」に
新しい顧客層・長期滞在が見込める関係人口を生み出す

交流（観光）人口 → 減少の一途

移住定住 → 空き家が実は少ない

関係人口 →礼文島の人に関わり、役割を持ち、
人に会うためにリピート化する

■現在の人流

■モチベーション

人は人に会いに行く



実施内容
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研修・テーマ検討（礼文島・受託者ブレスト資料）

■礼文らしい課題の整理

人手不足は確かだが、
こまままでは１つの事業には大きすぎるため、深掘り・細分化する必要がある。

例えば…

郷土料理の継承ができていない。

外国人観光客向けの、日本式民宿の使い方
のレクチャーまで手が回らない。

ウニの殻むきの品質を揃えるために
動画で説明資料を作りたい。

民宿の接客マニュアルを作りたい。



実施内容
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研修・テーマ検討（礼文島・受託者ブレスト資料）

■動画制作テーマ検討にむけて

9/2-3の礼文島訪問時には、様々な方の意見をいただきました。
10月末に実施する専門家等FAMトリップは「動画制作研修という研修スタイルの有効性」について検
証することを研修素材として活用する方向です。

Win-Win-Win
の関係性

成功事例
を作る

天候に
左右されない

① 地域のみなさま・研修参加者・町にとって三方よし
② 一つ目の成功事例となるべく、取材・撮影ハードルの低いテーマで実施

することが重要と考えます。

動画制作テーマ決定のための3つのポイント



実施内容
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研修・テーマ検討（礼文島・受託者ブレスト資料）

■動画制作を通じた社会人基礎力研修
Win-Win-Winの構築

企業

地元住民 行政等

島っけーしょん
研修

・文化継承ができる
（郷土料理動画など）

・観光客対応ができる
（外国人向けの旅館利用方法など）

・観光情報発信ができる
（トレイルの歩き方など）

・地域課題を発見力をつける
・動画制作スキルの一旦を学べる
・情報発信力がつく
・礼文島という遠い地で、社会人基礎力を学べる

・関係人口が生まれ、将来の移住者増
加に繋がる

・移住定住コーディネーター等の役割
の一つとなる



実施内容
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研修・テーマ検討（礼文島・受託者ブレスト資料）

・課題ヒアリング力向上
・イノベーションとクリエイティブ力向上

島で役立つ動画

企業・参加者のメリット 礼文島のみなさまの課題とメリット

ほっけ料理の文化継承と
余すところは何も無い！ホッケの最大限の活かし方の動画制作

動画が完成したら、
島のみなさんはどう活用できそうですか？

越境学習（島っけーしょん）の可能性を理解してもらう動画

ツアーの記録動画

研修テーマ

今回のテーマの案

を作ることによって
島っけーしょん研修素材の可能性を理解してもらう



専門家等FAMトリップの企画・実施
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日本最北端の島という地理的条件で実施する礼文島のワーケーションについては「高額な旅費」と

「移動に要する時間」というハンデを抱えており、日本各地で新たな旅のスタイルとしてワーケーショ

ンを進めている中で、礼文島がワーケーションの地として選択してもらうには、他地域と比較して厳

しい環境にあると認識している。

そのため、企業の人材育成担当者を対象としたモニターツアーとするよりは、試行開発（ファムトリ

ップ）を目的として、企業の実務者、人材教育、クリエータ、旅行業など、企業研修開発の専門家等に

よる実践型の開発プログラムとすることで、企業と礼文島の双方のニーズの重なる領域の発見と事

業化への可能性を広げていきたいと考えている。

また、これらの専門家等の参加により企業が抱える課題認識と、礼文島で行うワーケーションとの

マッチングの可能性の向上が見込まれメリットが大きく、マッチングした企業との良好な関係を構築

することで、企業との結びつきを強固なものとし継続的な誘致につなげるほか、礼文島のワーケー

ションの磨きあげにより、各企業からもワーケーションの地として選ばれる島を目指す。

実施内容

専門家等FAMトリップの方向性
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実施内容

企業側目線研修素材（動画制作）の方向性

動画制作を通じて、違う目線から日常の問題や課題を発見し
解決策を効果的に表現する方法を学ぶ

＜考え抜く力＞
｜課題発見力-アウトプットを意識したものの見方
｜計画力-短い期間で形あるものを作成する
｜創造力-抽象的なものを具体化していく

エッセンス

コンセプト

＜チームで働く力＞
｜発信力-アウトプット行う
｜傾聴力-課題問題を聞き出す力
｜柔軟性-いつもと違う環境に適応する
｜状況把握力-いつもと違う環境、人、問題を把握する
｜ストレスコントロール力-慣れない状況で学ぶ

＜前に踏み出す力＞
｜主体性-範囲を限定せずに自ら動く
｜働きかけ力-異⽂化集団に⾶び込み信頼を勝ち得る

｜実行力-制約のある中でもやり切る力

＜３つの視点＞
｜何を学ぶか-学びの深さや広さを得られるか
｜どのように学ぶか-多様な出会い、視野を広く持つ
｜どう活躍するか-自己実現や社会貢献に向けて、

主体的にキャリアを切り拓く
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実施内容

企業側目線研修素材（動画制作）の方向性

【個人】
社会人基礎力を身につけた上で、情報
を発信したり、効果的に伝える力を身
につけている

【組織】
指示待ちではなく、自ら問題や課題を
発見し、幅広い視点から解決策を表現
することができる

自分の思考の枠を外
して広い視点で物事を
考えることができる

他者の困りごとを、観
察と対話を通して具体
化していくことができ
る

日常行動

職場の困りごとの本質
を理解する姿勢が身
に付く

具体的な解決に至る
方法を身につけること
ができる

業務活動

伝える前の“準備”が、
どれほど大切かに気
づいているため、伝え
る力が増している

動画という方法で思
いを表現することがで
きる

動画制作の裏側が最
も大切だと知ることが
できる

アウトプットを意識し
たモノの見方をするこ
とで、インプットの質も
変わる

地
域
理
解

動
画
制
作
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実施内容

プログラムフレーム

島っけーしょん

Day1 Day2 Day3
Day4

思いを形に
Day5

AM

移動
【フィールドワーク】

島内視察
（観光協会川村様）

【フィールドワーク】
郷土資料館

（高橋学芸員）
【研修(袋澗)】

動画構成等の講習

【研修(袋澗)】
動画編集等の講習

移動

PM

【研修（船内）】
礼文島の現状認識

【フィールドワーク】
ほっけ加工場視察

漁協湯田専務ヒアリング

【研修(ピスカ)】
ほっけ料理 動画撮影
（漁協女性部協力）

【研修(袋澗)】
動画編集等の講習

NT

島民との
交流会

【研修（旅館内）】
動画構成等の講習

【研修（旅館内）】
動画編集等の講習

島民との試写会 解散



実施内容
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区分 氏名 所属役職 役割

専門家

越田 まなみ ㈱アシックス スポーツ工学研究所 主査研究員 試行参加・企業視点でのアドバイス

小路 京子 ㈱日本能率協会マネジメントセンター 人事部成長支援室長 同上

石井 敏弘 東芝㈱ 法人営業統括室 参事 同上

目黒 沙弥 IWANAI UNITED 代表取締役 試行参加；旅行業視点でのアドバイス

事務局

吉冨 慎作 NPO法人土佐山アカデミー 事務局長 企画分析・ラーニングデザイン

川村 泰朗 ㈱日本能率協会マネジメントセンター 越境ラーニング事業部長 監修：ラーニングデザイン

伊藤 誠 ㈱JTB 北海道事業部（統括） プロジェクト

オブザーバー
松浦 朋子 フリーランスカメラマン 試行参加：ツアー記録動画の制作

島田 将陽 ㈱日本能率協会マネジメントセンター ラーニングDX 試行参加；動画制作実務

鈴木 健太郎 映像クリエーター 同上

地域プレイヤー 鈴川 未来 礼文町 移住定住・交流拠点施設「袋澗」担当 将来の地域プレイヤーとして参加

参加者一覧
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実施内容

Day1

ツアー風景

フェリー内での礼文島レクチャー

島民との交流会 島民との交流会
島民との交流会

島民との交流会 礼文町役場産業課長遠藤様挨拶 観光協会長新山様挨拶
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実施内容

Day2
島内視察 今回の活動拠点「袋澗」

袋澗での打合せ 礼文町役場佐々木主幹よりレクチャー 香深漁協三上工場長ヒアリング

香深漁協昆布倉庫見学・ヒアリング 香深漁協湯田専務ヒアリング 袋澗にて動画制作レクチャー

ツアー風景
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実施内容

Day3

香深漁協女性部によるほっけ料理体験

動画・インタビューチェック

郷土資料館見学 高橋学芸員から説明

ツアー風景

香深漁協女性部によるほっけ料理体験 香深漁協女性部によるほっけ料理体験

香深漁協女性部によるほっけ料理体験 香深漁協女性部によるほっけ料理体験
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実施内容

Day4

袋澗にて、作戦会議 プレゼン資料作り 報告会

報告会

シナリオ作成 全体ミーティング

ツアー風景

報告会
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実施内容

Day5

見送り風景 見送り風景 出発

見送り風景 見送り風景

ツアー風景
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ツアー概要

拠点

今回「島っけーしょん事業」の活動拠点には、礼文町の既存施設、
移住定住・交流拠点施設「袋澗〜ふくろま〜」
https://www.town.rebun.hokkaido.jp/iju/detail/00002726.html
を活用させていただいた。

本施設は、地域おこし協力隊卒業生が移住交流コーディネーターとなって
ワーケーション時の旅先オフィスや、
移住者向けの情報発信やサポートを行っている施設である。
島っけーしょん事業を今後持続的に展開していくためコーディネーターを研修に同
席していただき、企業ニーズ関係人口創出の観点などから学んでいただいた。

https://www.town.rebun.hokkaido.jp/iju/detail/00002726.html


投影資料



投影資料（動画制作レクチャー）

28詳細は別紙参照



投影資料（報告会）
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投影資料（報告会）
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投影資料（報告会）
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成果物



アウトプット①：参加者による動画制作「ほっけ料理レシピ＋活動記録」
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https://www.dropbox.com/s/61vew55cnscayhz/%E7%A4%BC%E6
%96%87%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%BE%E3%81%A8%E
3%82%811.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/61vew55cnscayhz/%E7%A4%BC%E6%96%87%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%811.mp4?dl=0


アウトプット②：今後の販路拡大を意識したプロモーション動画
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http://www.youtube.com/watch?v=LytZQMt912o


アウトプット③：参加者の礼文島での気づき・発見の過程

35

越田まなみ

小路京子

目黒沙弥

石井敏弘

鈴木健太郎

松浦朋子

参加者の気づき・発見

オブザーバーの意見



アウトプット④：参加者の礼文島での気づき・発見の過程
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参加者の気づき・発見・動画で伝えるメッセージ



最終アウトプット
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目黒 沙弥 ／ IWANAI UNITED 代表取締役



最終アウトプット
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石井 敏弘 ／ 東芝㈱ 法人営業統括室 参事



最終アウトプット
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小路 京子 ／ ㈱日本能率協会マネジメントセンター 人事部成長支援室長



最終アウトプット
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越田 まなみ ／ ㈱アシックス スポーツ工学研究所 主査研究員



アンケート結果



アンケート結果
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詳細は別紙参照



アンケート結果（地域住民）
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詳細は別紙参照

１ 島っけーしょんは礼文島観光の新たな誘客手段だと感じましたか？
満足度 75％

２ 長期滞在が見込めるワーケーションですが、礼文島にとって経済効果が見込めると思いますか？
満足度 75％

３ 今回の実証ツアーに関わって、新たな観光地づくりへの興味は湧きましたか？
満足度 50％

４ 実証ツアーに関わった満足度を教えてください。
満足度 100％

地域住民にとって今までと違う手段での誘客は必要だと感じる一方、新たな観光地づくりについては、セミナー研修等を通して理解促進を深める必要がある。
長期滞在は期待できるものとの結果ではあるが、泊食分離や閑散期に誘客に関係事業者が協力する必要がありこの点についても地域住民と関係事業者相互理
解が必要である。
普段観光客に関わることが無い漁業者等が本事業に関わり、結果満足度が高いもであったため、今後も生活文化に踏み込む必要のあるワーケーションについ
て一層関わっていただく取組が必要と思われる。



インタビュー結果



専門家インタビュー
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越田さん：スポーツ用品メーカー：研究員 石井さん：メーカー営業部門 小路さん：教育出版部門：人事部

◎ 小路さん
・ 礼文島にいる間も言語化ができていなかった（なぜ礼文が好きなのか）。しかしもやっとした中でも動かなければならない意識が芽生えた。
・ 何かみんなでやろうと取組みを行ったことが良かったと、東京に帰ってから新山さんから聞いた。少しでも礼文に変化があったとしたらいった意味があった

と思う。
◎ 石井さん
・ WEB,書籍ではわからない、行ってみないとわからない事が沢山あった。礼文では知恵を使って色々やられていることを、肌で感じた。
・ 目の前の事をどう深堀するのかを考えてきたが、礼文に行ったことでゼロから考えることが必要だと思いそのことが今後の会社に活かせると感じた。

◎ 越田さん
・ 北海道に何度か行っていたが、礼文島（北の果て）に行ったことで白紙だった地図が広がった（図鑑の地図が広がった）。
・ ほっけを見ると礼文を思い出し、天気予報は礼文が気になる事は変化となった。

参加して変化は？

◎ 小路さん
・ 越境することで現地を感じることは大切な事だと思う。
・ 映像が良いのかどうかという点について本当に良いのかどうか感じる。島の人と何かをやる点は良かったが、映像をコンテンツにする事が会社に役に立

つのかはもう少し検討する必要がある。
・ テーマ＝ほっけはよかったが、映像としてアウトプットする際に社員だけでは難しいかなと感じる。もう少し島への愛着などを感じるために、交流機会が

あると良いと思った。
・ どうしようもないことだが、行ける・行けないリスクは大きい。新人だとゆとりがあるが、管理職研修としては難しいかなと思う。

◎ 石井さん
・ 映像を作る事は、正直普段は丸投げなので実際の作業を観ることが刺激になった（勉強になった）事がプラス点。ただ、この作業に長い時間を掛けていた

のでこの点が気になる。もう少しグループでディスカッションをしたかったと思う。
・ 移動のリスクはやはり気になる。

◎ 越田さん
・ 動画を取る事は自分の会社とは遠いと感じる。
・ ランニングにとって寒い季節が良い時期なので、先取りできる（研究に活かせる）。最低一週間は滞在するので、礼文島での（研究）ワーケーションはあり

かなと思う。新山さんから聞いた話ではアシックスの方が同じような事をされていたと聞いた、帰社後に上司に聞いたらまさにその人で研究データを礼
文島で取っていたと聞いた。

・ 人事研修というよりは、プロダクトにつながる長期滞在が会社としてはメリットがある。

自社社員を参加させる場合、どのような改善が必要か？

key word
越境の重要性／テーマの再設定（動画制作以外の可能性も）／移動のリスク（距離や欠航など）低減／
人事研修というより会社の事業と連動して長期滞在する可能性



考察
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● 礼文島で研修を実施するために、強く意識しておく必要があるポイント

・ 移動の日程も含め、前提として滞在が長期となる
・ 費用が高額・移動リスクがあるので派遣する企業にとって成果・アウトプットが具体的に見える必要がある
・ 島の人びととの交流機会をつくり人的関係性（繋がり）をつくる。島側の人材で運営する
・ 季節のずれ（先行、遅行）をうまく活用する

● 企業目線での研修プログラム作り

◎ 石井さん
時間をかければかけるほど、会社としては事業（売上げ）に繋がらないと難しいと感じる例えば事業開発など、ゼロから作る事ができる場所（まったく知らな

い土地で）としての提供。9月に来て欲しいと島の人から聞いたが、営業的には半期の締めだったりするので時期を限定したマッチングは要検討。単純に、他地
域と比べるととなると、競合他地域が勝ってしまう可能性が高い。（企業目線でのプログラム作り）

● 提案として

◎ 越田さん
礼文島に通う社員がいるが、星観荘の一ファンであることが一番大きい。フィットネスマシーンの第一人者であるが、礼文島が気に入った理由は「寒い」という
事と「高低差が少ない」「ロケーション」「食べ物がおいしい」それが気に入って礼文島に年2回は研究を兼ねて滞在していた。「一般の方でランニングをする方を
次から次へとつなぎ、それを研究員が待ち構えて研究材料を取るモニター事業」が立ち上がると、長期滞在もできる＆研修も兼ねるなどが新しい形の観光とし
て（秘密裡のツアー）できないか？？7日間×数回（ランニング愛好者）、研究者はその間長期滞在のようなツアー。
◎ 小路さん
観光PRに特化した研修プログラム
◎ 川村さん
島でビジネスを立ち上げる研修

参加者インタビューから見えてきたこと

key word（前ページのものに赤字部分追記）
越境の重要性／テーマの再設定（動画制作以外の可能性も）／移動のリスク（距離や欠航など）低減／
人事研修というより会社の事業と連動して長期滞在するようなモニタリングツアー等／季節のずれ（先行、遅行）をうまく
活用する／観光PRに特化した研修／島でビジネスを立ち上げる研修



考察・提案



礼文島らしいワーケーション「島けーしょんの位置づけ」

4
8

「仕事＋企業型(人材育成型）」
ワーケーションを「仕事の延長」と考え，「能力開発，よい環

境で働いてほしい」という企業の視点での考え方。人材育成

課題の解決にその可能性を探る． オフィスから離れ，その地

域の課題に触れることで学びを深める研修や，そこまで行

かなくても，会社として金を出す以上「ただの休暇ではなく、

実務に役立つような学びも深めてほしい」との期待がある．

方向性：地域と企業の共創へ
これまでの観光を再定義するためのアプローチとしてワー

ケーションを捉えていく。ワーカーたちを継続／連続あるい

は比較的長期間滞在できる・したくなる（=関係人口になる）

ような環境を整え、そうした環境を地域側だけが準備すると

いうことではなく一緒につくっていく。その環境をつくって

いくプロセス自体が継続／連続あるいは比較的長期間の滞

在にもつながり、良い意味での手段の目的化となる。そうな

ることでワーカーたちはその地域の関係人口になっていく。

地域にやってくるワーカーたちを消費する人ではなく、パ

ートナーとして受け入れることが重要である。お客様やユー

ザーとしてどのようなニーズがあるのかを把握することはこ

れまでも重要視されてきた。ワーケーションで言えば、仕事

をするための施設やWi-Fiを整備して欲しいといったもので

ある。

ワーケーション2.0ではワーカーをパートナーとして捉え、

どのように地域に関係してもらうか、関係したいような仕組

みや環境を整えるかが重要になる。



考察・提案
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■前提

・礼文島でしか体験できないこと

・移動の日程も含め、前提として滞在が長期となる

・費用が高額・移動リスクがあるので会社にとって

アウトプット（効果）が具体的に見える必要がある

・季節のずれ（先行、遅行）をうまく活用する

・観光の再定義（交流人口から関係人口へ、ワーケーション2.0、共創型）

■Key word

・越境の重要性

・テーマの再設定（動画制作以外の可能性も）

・移動のリスク（距離や欠航など）低減

・人事研修というより、会社の事業と連動して長期滞在するような

開発合宿・戦略合宿等

・季節のずれ（先行、遅行）をうまく活用する

・観光PRに特化した研修

・島のリソースを活用してビジネスを立ち上げる研修

・島民との交流・対話機会

アンケートやキーワード探しの過程で見えてきたこと

■プログラム作り
・距離や天候は変えられないが、それもプログラムに織り込む
・季節によりコンテンツが明確に別れる

・企業側の経営課題との接続・整合（理由付け）

■島の持続可能な受け入れ体制の構築

・事業の整理（観光なのか関係人口なのか）

・島内の協力してくれる事業者の開拓

・島内協力者のハブとなる（とりまとめ）人材の育成

■島外企業との継続的関係性の構築

・企業のリストアップと関係窓口の開拓

・協定締結・寄附の取り付け

・仲介業者・代理店の活用

・トップセールス／セミナー等のプロモーション

■ワーケーション環境

・ホテルの通信環境（回線速度・セキュリティの確保）

・発表環境の整備（HDMIやスクリーンの大きさ）

運営面で見えてきたこと

テーマは「動画」に固定せず、企業側のニーズとに合わせて設計する必要性

観光、島っけーしょん、関係人口創出、移住までをシームレスに配置し

島内の受入れ体制を整備する必要性

実施して見えてきた方向性



考察・提案
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オリジナル・研修・ピンポイント・低頻度

定番・観光・多種・高頻度

島内協力
体制（軽）

島内協力
体制（重）

体験型観光✖️関係人口創出ワ

ーケーション（月一回等）
観光協会の声がけできる範囲で
礼文島でしかできない体験型観光を取りま
とめる

異業種交流 ×
関係人口創出（年数回）
・礼文島の準備しやすい定型コンテンツ
・食品業界向けDASHI LAB
・異業種交流型ラーニングワーケーション（例：
星観荘）

企業研修 ×
関係人口創出（受注毎）
・現地に決められた時間までに到達する、
チームビルディング研修

・課題解決型チームビルディング
・体験型観光をPRすることを通じた
チームビルディング等

自社ビジネス連動 ×
関係人口創出（受注毎）

体験型観光✖️関係人口創出

ワーケーション（通年）
礼文島のあらゆる事業者とディスカッシ
ョンし、礼文島でしか体験できない体験
型観光を再構築する

礼文町関係人口創出事業「島っけーしょん」の
メニュー＆ポジショニング案

今回の事業から見出した、礼文島の特徴を生かした企業向け研修＆関係人口創出事業「島っけーしょ
ん」の①メニュー＆ポジショニング案です。同時にそれを実現するために必要な②体験型観光の磨き上
げ、③受け入れ体制の強化が必要と思われます。
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ワーケーションに対する企業のニーズ・意識

旧財閥系企業の総務人事系担当者へのヒアリングより

❏ 真っ先に費用対効果を問われると思われ、人材育成という定量化しづらい成果を、如何にカウントするかが最大の障壁
❏ どのくらい効果があるか貢献しているかを定量的に測定しないと、投資を決めるのが難しい
❏ 経営層や管理職者の理解と、具体的（信頼性ある）数値で効果を表示できないと提案できない
❏ 多くの時間を割くのもハードルが高いことから、実施するにも短期・小規模なものになるかと思う。その場合、どの程度の効果があるか、一緒に検証で

きればと考える
❏ イノベーション人材育成に向け越境学習が有効であることを認知させる
❏ 派遣者の実務との両立，
❏ ラーニングワーケーションで得たフィードバックを活かす仕組みづくり
❏ 業務なのか休暇の要素が強いのかなど、越境学習を終えた後の人事評価をどう考えて行えば良いか、会社側が理解し実行するための情報・説明する時

間がとても多く必要となるかもしれません
❏ 社業と関係のない取組みに理解を得にくい。ぎりぎりで業務を回しているため長期間不在となると職場の理解が得らない
❏ 業務として織込む際は、評価判断や目標設定上の整理が必要。(社としての導入は難しそう）

ワーケーションへの期待を感じつつも、社内の説得材料が不足している。
つまり、具体的な成果が求められている。
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メニュー 目的・テーマ ターゲット 内容 プレイヤー 頻度 メモ

自社ビジネス
連動型

個別企業のニーズに合わせて

事業との連携や人材育成

方針に合わせてオーダー

メードしたい企業。

ニーズ合わせて

組み立て

役場、

観光協会、

地域の方々、

参加企業の方々との

共創

受注毎
開催時期は

内容による

企業研修型

・現地に決められた時間までに到
達するチームビルディング研修

・課題解決型チームビルディング

・体験型観光をPRすることを通じ
たチームビルディング等

礼文島でしかできない経

験をもとに、越境学習に

よりチームをより強くし

たい企業。

3泊〜4泊

アテンド付き

役場、

観光協会、

地域の方々

受注毎
9月中旬〜
10月中旬

異業種交流型

礼文島の準備しやすい定型コンテ
ンツ
・食品業界向けDASHI LAB等
・トレッキングコースの整備
（例：星観荘）

礼文島でしかできない経

験をもとに、越境学習に

よりSDGsやサーキュラリ

ティ等のテーマの探究か

ら社員の成長を促したい

企業。

2泊〜3泊

アテンド付き

役場、

観光協会、

地域の方々

年数回

程度

4月〜5月／
9月中旬〜
10月中旬

体験型観光型
（大規模）

島のあらゆる事業者とディスカッ
ションし、礼文島でしか体験でき
ない体験型観光をより幅広いテー
マで再構築する

島の人と繋がりつつ、学

びのあるワーケーション

滞在を求める個人。

数時間〜半日

観光協会、

地域の方々

（全島）

通年

幅広いテーマで

効率よく関係人口を創

出する

体験型観光型
（小規模）

観光協会の声がけできる範囲で

礼文島でしかできない体験型観光
を取りまとめる
・網外し
・高山植物の保護活動等

島の人と繋がりつつ、学

びのあるワーケーション

滞在を求める個人。

数時間〜半日

観光協会、

地域の方々

（一部）

月1回等

島の人に触れ合い、

リピーターとなり、

多拠点生活の候補とな

る

それぞれの、メニューの具体的なイメージ（案）を、まとめてみました。
あくまでも例ですので、組み合わせたり現場の状況に合わせて組み上げていく必要があります。

礼文町関係人口創出事業「島っけーしょん」の
メニュー＆ポジショニング案（詳細）

これらの施策を、持続的に運営するために、各種コーディネーターのポジションが重要になる。
整理するのでであれば①島っけーしょんコーディネーター、②体験学習コーディネター、③移住コーディネーターが必要。
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「島っケーション」でのコンテンツの具体例

ジャンル テーマ
礼文島にしかない特徴を生かした

研修プログラム概要（案）
参加企業の

メリット
島の方々の

メリット

各種コーディ
ネータの
メリット

課題解決
島の困りごと
解決

最北の有人国境離島の特徴を生かし、観光・移住・漁業・人手不足など、
あらゆる島の困りごとを教材に、課題発見、問いを立てること、課題
解決に取り組むことで、職場での課題解決能力の向上につなげるプ
ログラム等

課題発見能力・課題解決
能力・問いの立て方等を学
べる等

・島の認知が広がる
・困りごとが少しでも改善・解
決される
・体験・宿泊・情報を提供でき
る

【島っけーしょん
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】

「島っけーしょん」が円滑に
行われるための、
各種体験をコーディネート
を提供するなかで、
・都市部の企業とのつなが
り
・地域の事業者や島の方々
とのつながり
などを構築・習得すること
ができる。

【体験観光
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

＆事業者】
上記体験をベースに
島に不足する体験型観光
における

・体験観光事業者

としての自立の可能性が
増える。

【移住
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】

それにより礼文島に興味
のある個人や企業と島と
の関係性を適切に案内で
きる「関係案内人」として
移住・定住に寄与できる。

ビジョン・
内省

客観視

最北の島。つまり地理・安全保障の観点からも首都圏から最も離れた
有人国境離島。その立地を生かし日常の自分や業務から最も離れた
場所で自分を客観的に分析し業務に生かすプログラム等

社員の内省と自己分析の
機会を促す等

・島の認知が広がる
・体験・宿泊・情報を提供でき
る

リセット

ヒアリングによると、旅行者の間ではスコトン岬で自分のモヤモヤをリ
セットする、「スコトンリセット」という考え方が存在するそう。その事実
を活かした自分のモチベーションや方向性を再確認するプログラム等

社員の内省と自己分析の
機会を促す等（特にリスタ
ート）

・島の認知が広がる
・体験・宿泊・情報を提供でき
る

北極星探し

先行き不透明な世の中だからこそ、今多くの個人や経営者に求められ

るビジョンドリブンな行動力。ビジョンは方向を指し示すものとしてよ

く北極星に例えられます。日本最北端の有人島で仕事もプライベート

も迷わない、人生の北極星を見つけるプログラム等

ビジョンの重要性の再確
認・
ビジョン作り等

・島の認知が広がる
・体験・宿泊・情報を提供でき
る

チームビル
ディング

DASHI Lab

ミッションは出汁作り。香深産最高級利尻昆布をテーマに課題や強み

を知り「出汁」作りを楽しみながらミッションをクリアしていく。その過

程で協力し合うことで自然とチーム内の関係性を作るプログラム等

礼文島の理解度向上・
社員の関係性構築等

・島の認知が広がる
・昆布の認知が広がる
・体験・宿泊・情報を提供でき
る

漁師力学

昆布、ほっけ、ウニなどの持続可能な漁を考え、挑戦し続ける、香深漁

協の漁師のみなさん。また漁で培われた助け合いの精神が生活のさ

まざまなところに生きている。この漁師のみなさんからチームワーク

やその力学を学ぶその名も「漁師力学」が学べるプログラム等

礼文島の理解度向上・
社員の関係性構築等

・島の認知が広がる
・漁業・漁協の認知が広がる
・体験・宿泊・情報を提供でき
る

限界突破

「最北の離島」という「限界」の立地を活かして、例えば東京駅発で予
算の期日が伝えられ、自分の殻をやぶり協力しながら限界突破するチ
ームビルディング研修等

柔軟な対応能力・
社員の関係性構築等

・島の認知が広がる
・体験・宿泊・情報を提供でき
る
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受け入れ体制に関する 現状分析・課題・提案

現状の
観光プラン(個人)

ディープな
体験観光プラン(個人・企業)

島っけーしょん
越境学習（企業）

移住・定住

総務課産業課

観光協会

交流人口
交流人口
関係人口

交流人口
関係人口

交流人口
関係人口
移住・定住

見て回る 体験する 気づく・学ぶ
解決を手伝う

多拠点・
移住・定住

地域おこし協力隊
(所管)

地域おこし協力隊
(配属先)

上記赤枠の領域のコーディネーターが不在。移住者の仕事にできる可能性もある。青枠部分もより強化と担当範囲の拡大など、観光→関係人口
→移住定住へとシームレスな引き上げを行うためにも、観光やワーケーションを担う産業課と移住定住を担う総務課の横断的なプロジェクトとし
て、コーディネーター・協力隊・起業家人材の早急な育成が必要。

体験観光事業者

受け入れ体制の構築に向けて、外の視点から見える気づきをまとめました。今回のプランを実行していく
ためには、島の体験観光の事業者、島の方々、役場そして企業を繋ぎコーディネートする人材が、必要不可
欠であり、そのポジションは現在不在であること。地域おこし協力隊の所管と配属先で課が違うことなど
いくつか課題があることがわかって来ました。

担当部署

受入れプラン

体験の種類

島との
関わり方

体験観光
コーディネーター

島っけーしょん
コーディネーター

移住定住
コーディネーター



移住ｺｰﾃﾞ
ｨﾈｰﾀｰ
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現状（イメージ）

観光
事業者

観光
協会

役場
総務課

役場
産業課

地域
おこし協

力隊

漁協

漁協
女性部

漁師

礼文島
に興味の
ある個人
や企業

観光

関係人口・移住

産業

町民のみ
なさん

それぞれの、役割・ポジションが離れており、
コミュニティーとして接続されていない印象を受ける。

？
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観光協会
（対外窓口）

役場
総務
課

役場
産業
課

礼文島
に興味の
ある個人
や企業

観光

関係人口・移住

産業

地域おこし協力隊

個人向け
体験観光
コーディネーター
・移住支援
・体験観光

外部
アドバ
イザー

法人向け
島っけーしょん
コーディネーター

実際にプログラムを運営

♪

漁協

漁協
女性部

漁師

町民のみなさん

提案（イメージ）

それぞれの、役割・ポジションが領域を拡大しコミュニティーとして接続する。
同時にそれらをコーディネートできる人材として
「島っけーしょんコーディネーター」「体験観光コーディネーター」「移住コーディネーター」を配置。島へのあ
らゆる興味を受け止め関係人口へつなげる体制を作る。

移住
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

体験観光
事業者

・新しい体験観
光を作る
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今後の受け入れ体制強化のための、人材育成事業案

それぞれの、役割・ポジションが領域を拡大しコミュニティーとして接続する。
同時にそれらをコーディネートできる人材として
「島っけーしょんコーディネーター」「体験観光コーディネーター」「移住コーディネーター」を配置。島へのあらゆる興味を受け
止め関係人口へつなげる体制を作る。

上記赤枠の領域のコーディネーターが不在。移住者の仕事にできる可能性もある。青枠部分もより強化と担当範囲の拡大な
ど、観光→関係人口→移住定住へとシームレスな引き上げを行うためにも、観光やワーケーションを担う産業課と移住定住を
担う総務課の横断的なプロジェクトとして、コーディネーター・協力隊・起業家人材の早急な育成が必要。

P49

P51

「島っけーしょんコーディ
ネーター」育成事業

・島の様々な要素を繋げて島っけーしょ
ん（越境学習）を作るコーディネーター

「体験観光コーディネータ
ー」育成事業＆地域おこし
協力隊伴走事業

・島の体験観光を束ねるコーディネータ
ー
・新しい体験観光を担う事業を起業する
人（三年後の自立・定住につながる地域
おこし協力隊）

「移住コーディネーター」
育成＆領域拡大

・礼文島に興味のある個人や企業と島
との関係性を適切に案内できる「関係
案内人」

最終的に、付加価値の高い、収益率の高い、礼文島にしかできない新たな旅のスタイルを生み出すプロジェクトを生
み出し持続させていくために、上記3つの要素を今後の事業の参考にしていただけたらと思います。
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今後に向けて

新型コロナウィルスの影響により、礼文島への2020年度訪島者数は2019年度比で△78千人減少（約70％減）し、礼文島経
済にも大きな爪痕を残した。しかしながらそれ以前から、礼文島への観光客数は減少の一途をたどっており、ピーク時の2002
年度の約31万人から2020年度約11万人と約20年間で約20万人減少をしている。観光客数の減少は島内観光事業者の影響
のみに留まらず、域内経済停滞、人口流出の等が島民全体の課題としてのしかかり、新型コロナウィルスの影響により一気に表
面化したかたちとなっている。

今回の事業では、新しい旅のスタイルとして国が推進する「ワーケーション」を礼文島らしいワーケーションの形とした「島っけ
ーしょん」と銘打ち、今までとは違った誘客のスタイルを推進する目的で実施した。この新しい旅のスタイルは、「生活」と「旅」の
ボーダレスによる関係人口創出から将来の移住定住に結び付けることが期待されるが、観光客が生活圏に踏み込むことが必要
となる事から、地域住民の理解と受入環境を整備する行政の一体となった推進が不可欠となる。

そのため、ワーケーション利用者、住民、行政を結び付ける地域プレイヤー（コーディネーター）」の役割が大変重要となり地域プ
レイヤーこそが持続的な関係人口創出を行うキーとなるための育成については急務だと考える。

最後に、今回は礼文島の特性を考慮し企業向研修ワーケーションを実践するために各種取組を実施したが、次年度以降に実施
する場合、礼文島の産業と親和性の高い「食品加工業、卸売業」などへアプローチしその企業ならではの課題解決とのマッチング
を図ることにより、継続的な関係人口創出が可能になる可能性があり次の取組みを継続して支援して参りたいと考える。

取組方針 具体的な対応

島民・島内産業との連携
• 研修プログラムを充実させるための住民、島内産業連携の具体手法を決める。課題解決やビジネス交流・マッチ

ングをテーマとしたい場合、協力を希望する島内企業があるかを確認し、協力体制を整える。

地域プレイヤーの育成
• 施設等を管理運営でき、住民、都内企業とのマッチングなどコーディネート業務ができる人材を育成する。
• 地域プレイヤーは関係人口創出のため、課題解決やビジネス交流・マッチングをから生まれたアイデアをビジネ

スに育てていけるようになる。

行政と事業者の業務分掌を
明確化する

• 行政による誘致だけでは、継続的な取組につながらない。宿泊・観光・交通事業者、島内の各種産業など、協力・
参画する民間事業者のメリット（収益拡大・新規ビジネス開発・販路拡大等）を明確にし、行政と民間事業者との
業務分掌に関する共通認識を持つ。

行政の組織を横断した対応
• ワーケーションは生活と旅のボーダレス化による関係人口創出が生まれると期待されており、移住定住と観光

の横断した組織対応が必要となる。具体的なコンテンツ作成の場合も同様であり、今後継続できるかのキーと
なる。
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