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合宿研修「ワーデュケーション」  

  

山本 泰弘（山形県） 

１ 

Ｗｏｒｋ × Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 

―― 「出羽守」は伊達じゃねぇ ―― 



 １．「教え手」不足問題 

 ２．ＲＥＳＡＳによる分析 

 ３．想定される悪影響 

 ４．解決の発想 

 ５．解決策 

 ６．実施体制 

 ７．期待される効果 

 ８．出典・掲載実績 

「放課後活動」 
部活動やそれに相当するクラブ
活動、学童保育、学習塾など、 
児童・生徒が放課後に行う集団
的活動の総称として用いる。  
  

「教え手」 
上記放課後活動の指導や監督、
講師を務める人材を指す。  
 

山形県東根市 
 本提案の対象とする地域。 

山形市の通勤圏にある、 
人口約５万人の市。 
早くから子育て支援政策を充実。 
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１． 「教え手」不足問題 

【①部活動】 

   学校教員のブラック労働環境 ……社会問題化 

   →文科省「部活動を『地域移行』する 
              （地域のスポーツクラブ等に委ねる）」 

   ……大都市は委ね先が十分あるだろうけど、地方では無理そう 
 

【②学習塾】 

   子育て支援政策の充実で、児童生徒は比較的多い 

   →ニーズはある 

   ……しかし、指導できる人材が確保できないらしい 

３ 



１． 「教え手」不足問題 

【③学童保育】 

   学童保育の普及・標準化   →指導・監督者が必要 

   ……多様な児童に接する重労働を 
      最少限の指導員が（ほぼ最低賃金で）担っている 

      →実はこちらもブラック職場。離職や事故のおそれ 

  

   ――東根の放課後活動、大丈夫……？ 

      ⇒この問題をＲＥＳＡＳで分析・検証 
 

        ※説明しよう！ＲＥＳＡＳ（リーサス）とは、“産業構造や人口動態、人の流れなどの 
       官民ビッグデータを集約し、可視化するシステム”なのだ！（ＲＥＳＡＳ ＨＰより引用） 
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２．ＲＥＳＡＳによる分析 

【仮説①】 
東根市は、同程度の都市と比べて 
放課後活動の「教え手」になる人材が少ない 
 

   検証方法：学習塾・スポーツクラブ等の従業者数 
             ≒「その他の教育、学習支援業従事者数（※）」を、 
             同様の規模・立地の都市（人口５万人程度のベッドタウン）と比較 

 

    ※“この中分類には，学校教育を除く組織的な教育活動を行う事業所，学校教育の
補習教育を行う事業所及び教養，技能，技術などを教授する事業所が分類される。” 

    政府統計ポータルサイト e-Stat「日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) 
教育，学習支援業 その他の教育，学習支援業 _ 詳細情報」 
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/82 
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２．ＲＥＳＡＳによる分析 

東北・新潟での比較  ⇒東根市は有意に少ない 
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６ 



２．ＲＥＳＡＳによる分析 

大都市圏（東・名・阪・福）との比較  ⇒東根市は有意に少ない 
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RESAS＞産業構造マップ＞全産業＞従業者数（事業所単位）＞教育，学習支援業＞その他の教育，学習支援業（市区町村単位） 



２．ＲＥＳＡＳによる分析 

【仮説②】「教え手」の仕事は、大学生が担っている 

   検証方法：県内の大学所在市（山形市、鶴岡市、米沢市）と比較 
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RESAS＞産業構造マップ＞全産業＞従業者数（事業所単位）＞教育，学習支援業＞その他の教育，学習支援業（市区町村単位） 



２．ＲＥＳＡＳによる分析 

対比             東根市 ： 山形市 ： 鶴岡市 ： 米沢市 

   人口比）      ≒  １.０   ：   ５.２   ：   ２.６   ：   １.７ 

   従業者数比）≒  １.０   ：  １０.９  ：   ４.５   ：   ３.８ 

   →人口比以上に、東根市の従業者数が少ない 

 

【参考比較】都市部では、大学生が「教え手」に 

   ・兵庫県明石市：大学生が小中学生向け学習支援教室運営 

   ・神戸市：経済的理由で塾に通えない生徒に大学生が学習指導 

   ・兵庫県西宮市：民間学童保育所で地元大学生が従事 

    （「47行政ジャーナル」より） 
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３．想定される悪影響 

【結果①】「教え手」不足 

   →放課後活動の供給が貧弱 

   ……部活動の地域移行が進めば、さらにその影響が浮き彫りに 
 

【結果②】「教え手」は大学生頼り 

   →大学生の少ない山形県（※１）は不利であり、 
   大学から遠い東根市（※２）はなおさら不利 

    ※１：人口に占める大学生の割合 
      山形１.２％、宮城２.５％、東京５.４％、愛知２.６％、大阪２.８％、福岡２.４％ 
   （２０２０（Ｒ２）年国勢調査、学校基本調査より） 

    ※２：最寄りの山形大学小白川キャンパス（山形市）から車で約３０分の距離にある。 
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３．想定される悪影響 

「放課後の地域間格差」 

   ――児童「ほんとはあのスポーツがやりたいのに、 
             東根にはないから別のでがまんしなきゃ……」 

   ――生徒「塾の先生が忙しすぎて教え方が雑。不機嫌だし」 

   ――保護者「あの指導者は問題があるけど、 
                他に選択肢が無いから移れない」 

      ⇒好きなこと・得意なことを究めて 
      可能性を開花させる機会が限られる 
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移住先選びにもマイナス 
若夫婦「放課後活動の面で東根はちょっと……」 

画像出典： (公財)日本ユニセフ協会 HP https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/17goals/4-education/ 

 ⇒好きなこと・得意なことを究めて 
 可能性を開花させる機会が限られる 

               ＳＤＧｓ「４ 質の高い 
               教育をみんなに」の課題 



４．解決の発想 

――教え手を外部から供給できないか？ 
 

【ヒント①】「Ｔｅａｃｈ Ｆｏｒ Ａｍｅｒｉｃａ」 

   “アメリカ国内の一流大学の学部卒業生を、 
大学卒業から２年間、 国内各地の教育困難地域にある学校に 
常勤講師として赴任させるプログラムを実施”（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａより） 

   →エリート学生が続々志願 
   ∵経歴に箔が付き、就職に有利になるから 

   ⇒〔発想〕「教え手」となって 
            経験値を得る機会を提供できる 

１２ 

画像出典：Teach For America  https://www.teachforamerica.org/life-in-the-corps  
https://www.teachforamerica.org/life-in-the-corps/licensing-and-employment 



４．解決の発想 

【ヒント②】「ワーケーション」 
遠隔地でテレワーク（Ｗｏｒｋ）しつつ、休暇（Ｖａｃａｔｉｏｎ）を楽しむ 
 

   →〔問題①〕「バケーション」は異国文化 
               多くの日本人・企業には合わない 

      〔問題②〕結局は有名リゾート地が一人勝ち 
              例： 沖縄、湘南、南紀白浜、…… 
 

   ⇒〔発想①〕日本人・企業になじみ深い 
               「研修旅行」に寄せた形に大改造してはどうか 

      〔発想②〕さらに、非リゾート地も参入できる形なら、 
               多くの地域にとってチャンス 
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５．解決策 
 

テレワーク（Ｗｏｒｋ）しつつ、 

地方の教育（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）を救え！ 

合宿研修「ワーデュケーション」 
 

ワーケーションの進化版 

地方でテレワークしつつ、放課後活動の現場手伝い 

「バケーション」より「研修旅行」に親しみある日本人・企業向き！ 

これなら非リゾート地も勝てる！ 
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５．解決策 

【スケジュール例】（想定期間：１～２週間） 
    

①化学メーカーエンジニアＡさん 

      日中： 宿泊施設で本業 

   15-18時： 学習塾で指導 
         曜日によっては学校科学部に出張講座 
 

   ②商社員でサッカー経験者のＢさん 

   朝： 学校部活動の朝練の指導   

   日中： コワーキングスペースで本業 

   15-18時： 地域クラブの練習の指導 

   夜： 宿泊施設で本業 
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５．解決策 

【ターゲット】 社員をスキルアップさせたい大手企業 

   →新機軸の社員研修プログラムとして訴求 

 

   ※企業向け研修サービス市場規模は、年間５,０００億円超 
    （矢野経済研究所「企業向け研修サービス市場に関する調査を実施（202２年）」より） 

 

 

   →現場に飛び込んでのアクティブラーニングとして、 
   ありきたりな座学研修からの切り替えを狙う 

   →社会貢献、ＳＤＧｓ行動のアピールにもなる 
 

      ⇒社員の経験値も企業イメージも爆上がり！！ 

１６ 

 ∵企業向け研修サービス市場規模は、年間５,０００億円超 
 （矢野経済研究所「企業向け研修サービス市場に関する調査を実施（２０２２年）」より） 

    ……企業は毎年多額の経費を費やしている 



６．実施体制 

旅行会社 
→放課後活動の現場のコーディネート 
→滞在プランを企画 
→企業向けに営業 
 

自治体 
→（観光部門）旅行会社と提携 
→（教育委員会）各現場に根回し 
→（秘書・広報）プラン利用企業とトップ会談、感謝状贈呈 
 

放課後活動の各現場 
→受入希望人数・条件を設定 
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（イメージとして引用） 
トップ会談は 

企業にとってオイシイ 

画像出典：山形県「大塚製薬株式会社と健康長寿日本一の実現に関する連携協定を締結」（2020年9月28日） 
https://www.pref.yamagata.jp/090015/kenfuku/kenko/kenko/renkeikyouteinoteiketsu/otsukaseiyaku-kyotei.html 



７．期待される効果 

【企業・社員にとって】 
・異文化・異世代との接触で、コミュ力・発想力・柔軟性向上 
・社会貢献・ＳＤＧｓ活動の実績を得られる 
 

【放課後活動関係者】 
・教育・指導現場の負担軽減＆事故予防 
 

【地元の児童・生徒にとって】 
・技能や学習のレベルが上がる 
・普段接する機会の少ない社会人との交流でキャリア教育に 
 

【地域社会】  
・滞在者、関係人口増（子どもたちとの交流が思い出に→再訪） 
・広い意味での教育の質の向上 
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８．出典・参考文献・掲載実績 

データ出典 

  ・RESAS ＞ 産業構造マップ ＞ 全産業 ＞ 従業者数（事業所単位） 
＞ 教育，学習支援業 ＞ その他の教育，学習支援業（市区町村単位） 

  ・2020（R2）年 国勢調査 

  ・2020（R2）年度 学校基本調査 都道府県別 学校数及び学生数 

  ・（株）矢野経済研究所「企業向け研修サービス市場に関する調査を実施（2022年）」
（2022年8月19日） 

参考文献 

  ・Teach For America HP 

  ・Wikipedia「ティーチ・フォー・アメリカ」 

  ・三井住友海上火災保険（株）「～持続可能な部活動の環境整備に向けて～ 地域運
動部活動支援サービスを開始」（2022年9月20日） 

紙面掲載実績 

  ・河北新報（2022年6月19日）  持論時論「ワーケーション 地方で教育支援活動を」 

  ・日本経済新聞（2022年8月24日）  私見卓見「ワーケーションで教育支援を」 
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エンディング 

この提案の実現には、画面の前のみんなの力が必要だ！ 

旅行会社に勤める よい子のみんな、 

企業の社員研修担当の よい子のみんな、 

放課後活動の運営に携わる よい子のみんな、 

僕らと握手（提携）して、一緒に地方の教育を救おう！！ 
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－終－ 
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