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要約 

東京一極集中により、地方では人口減少が進んでいる。持続可能な社会の実現のためには若

者の存在が必要であるが、地方には若者向けの雇用が十分にないという問題がある。雇用機

会を創出することが若者の地方離れを止める一つの方法である。そのため、岩手県住田町で

2018 年 8 月に行なったヒアリングの結果や他の地域の事例をもとに、住田町において若者

の雇用機会を増やすために、木材のワークショップとテレワークの導入を提案する。 

 

Abstract 

Population decline in rural areas is accelerated because of centralization of population in Tokyo. While 

the existence of young people is essential to sustainable society, sufficient employment opportunities 

for them are not secured in rural areas. Creating is one of the ways to stop leaving their hometown. 

Based on the results of the interview survey conducted in August 2018 in Sumita Town, Iwate Prefecture, 

and the successful examples of other areas, I suggest the workshop of wood and the introduction of 

telework to create jobs for young people in Sumita. 

 

 



1. はじめに 

人口減少や高齢化に伴い、各地域がそれぞれの特色を生かして持続可能な社会を目指す地

方創生が、第二次安倍内閣で提唱された。国もそれぞれの自治体も様々な取り組みを行って

いるが、継続的に行うためには若者の存在も必要不可欠となる。若者が地方で暮らして行く

ためには雇用の問題は避けては通れない。地方には、若者のための雇用が必ずしも十分に整

備されているわけではなく、それが地方の人口減少の要因の一つになっていると考えられる。

そこで、本稿では、岩手県住田町を事例として、地方における若者の雇用機会の創出という

課題について、その解決のあり方を検討・提案する。 

岩手県住田町は、総人口 5,438 人の林業が盛んな緑豊かな町である。現在、若者、高齢者

ともに減少傾向にある。図 1 に示すように住田町の将来ビジョンによると、2010 年から 2040

年に向かって、若者は 2000 人弱減少し、高齢者は約 1000 人減少するとされている（住田町

「人口ビジョン・総合戦略・総合計画」, 2019 年 7 月 16 日閲覧）。図 2 に示すように労働力人口の推

移を見てみると、昭和 30 年には 78.3％だったのに対し、平成 22 年には 54.0%と減少してい

る（住田町「人口ビジョン・総合戦略・総合計画」, 2019 年 7 月 16 日閲覧）。 

また、住田町の調査によると、「住田町に住み続けたいですか」という質問に対し、男女合

計約 25％の人が引っ越したいと回答していた。その理由として、買い物に不便だという理由

についで、町内に仕事がないという理由が挙げられていた。また、図 3 に示すように町の取

り組みに対する満足度と重要度の表を見て見ると、雇用・雇用情報の満足度は低く、重要度

は高いという結果であった(住田町「人口ビジョン・総合戦略・総合計画」, 2019 年 7 月 16 日閲覧)。 

文献によると、北海道にはサッポロバレーと呼ばれている、IT 関連産業が集中している地



域がある。そしてその中心となっている企業で働く人の多くが北海道大学の卒業生である。

新卒採用で就職する人もいれば、東京で就職した後 U ターンしてくる人もいる。さらに、北

海道と縁のない東京などの出身者が高い技術力や生活環境の良い札幌に憧れて、就職するケ

ースも増えている（伊藤、2004 年）。文献によって、産業振興と雇用の創出をうまく結びつ

けている地域があることがわかった。 

こうしたことから、本稿では、岩手県住田町で 2018 年 8 月に行なったヒアリングの結果

や、他の地域の事例の考察をもとに、住田町において若者の雇用機会を増やすにはどうした

らよいか、産業振興のあり方と関連づける視点から、提案をする。 

 

 

図１ 住田町の将来推計人口 

出典：住田町「人口ビジョン・総合戦略・総合計画」より一部抜粋。

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015120300013/files/H3009kaitei_03_jinkou_vision.pdf (2019 年 7

月 16 日閲覧) 

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015120300013/files/H3009kaitei_03_jinkou_vision.pdf


 

 

図２ 労働力人口の推移 

出典：住田町「人口ビジョン・総合戦略・総合計画」より一部抜粋。

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015120300013/files/H3009kaitei_03_jinkou_vision.pdf (2019 年 7

月 16 日閲覧) 

 

 

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015120300013/files/H3009kaitei_03_jinkou_vision.pdf


 

図３ 町の取り組みに対する満足度と重要度 

出典：住田町「人口ビジョン・総合戦略・総合計画」より一部抜粋。

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015120300013/files/H30_2_2_keikakuan.pdf (2019 年 7 月 16 日

閲覧) 

 

 

2. 調査方法 

① ヒアリング 

本調査研究では、2018 年の 8 月 1 日~4 日に岩手県住田町を訪問し、様々な方を対象に

ヒアリングを実施した。その中で、一般社団法人 SUMICA の副代表理事、県立住田高校の

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015120300013/files/H30_2_2_keikakuan.pdf


高校生、商店街に住む A さんからは、住田町の雇用に関する現状、進路に関する希望、雇

用創出のための提案などのお話を聞くことができた。そこで、これらを対象としたヒアリン

グの内容を整理した。 

なお、一般社団法人 SUMICA は、2014 年に発足し、住田町の未来のため、子供達のため

にをコンセプトに活動に取り組んでいる団体であり、自治体と連携した活動も多い。また、

住田高校は、岩手県住田町に位置する県立高校である。 

 

② 事例調査 

人口の減少が進んでいる中で、雇用を創出するために様々な自治体で対策が行われてい

る。住田町で実際に行われている活動に加えた新たな活動を提案するために、他の自治体で

行われている産業振興と絡めた雇用創出の取り組み事例を整理した。 

 

 

3. 結果 

① ヒアリング 

それぞれの対象への質問と、それに対する回答は、以下のようになった。 

 

＜一般社団法人 SUMICA 副代表理事＞ 

質問：若者が住田町で生きていくための生計のたて方を教えてください。 

答え：住田町の現状について、若者が住田町に住みたいと思うようになるには、稼がなくて



も暮らしていける地方であってもしっかり利益を生み出して働ける環境を整える必要がある。 

 

質問：地域の暮らしを良くすることにコミットしながら、生活の価値も自分で作っていくの

ですね。その例を教えてください。 

答え：また、住田町ではデザインなどと行った目に見えないものにお金を払う習慣がなかっ

たけれど、役場が予算を出してくれた。やり続ければデザインをやりたい人が住田町に帰っ

てくる、移住してくるかもしれないという未来のことも、役場は一緒に考えてくれる。 

 

＜住田高校の生徒７名＞ 

質問：将来の進路をどのように考えていますか。 

答え：岩手県内に進学するとの回答が２名、岩手県外に進学するとの回答が２名、未定が３

名であった。 

 

質問：大学卒業後に地元に戻ってきたいと思っている人は、その理由を教えてください。 

答え：大学卒業後の進路について、人とのつながりを消したくない。知っている人が多く働

きやすい。長男だから家を継ごうと考えている。親の介護が必要になった時に帰ってきたい。 

 

質問：どんな職があれば住田町に戻ってきたいと思いますか。 

答え：ホワイトハッカー。時給が上がったら戻ってきたい。戻るか決めてないからわからな

い。 



 

<商店街に住む A さん> 

質問：ご職業はなんですか。 

答え：家の近くで木材の製材所を経営している。More Trees1の活動で、六本木ヒルズにも木

材を提供。 

 

質問：困っていることはありますか。 

家の製造業の後継者がいないこと。周りに町外から来た若者はいて、その人は家族で移り住

み、木工の仕事をしている。 

 

質問：震災時の木造仮設住宅について教えてください。 

答え：震災前からたまたま木造住宅を産業として準備しており、震災の後に More Trees と

共同で早急に木造住宅を作った。 

 

③ 事例調査 

先行事例のうち、島根県隠岐、福岡県豊前市、三重県伊賀市島ヶ原地区の取り組みが、地

方の産業振興と雇用創出を結びつける示唆的事例になると思われた。 

 

1 森の保全活動にとどまらず、製品などを都市に届け、対価を森に返すことを目的として活

動している。（出典：more trees「活動紹介」https://www.more-trees.org/activities/ 2019

年 7 月 16 日閲覧） 

https://www.more-trees.org/activities/


 

Ⅰ. 島根県隠岐のテレワーク 

隠岐地域は離島なので、物流の便が悪く、産業振興の大きな障害となっている。しかし、

テレワークを利用すれば、そのハンディを消すことができる。テレワークとはパソコンなど

の ICT 技術を利用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで、仕事内容は事務

系、デザイン系、編集系など様々。島での新たな雇用の場を創出し、ICT 産業を創出するこ

とを目的として、事業補助を受けて実施している（有限会 Will さんいん隠岐オフィス、2019

年）。 

 

Ⅱ. 福岡県豊前市のサテライトオフィス 

サテライトオフィスとは、大企業のコールセンターなど一部の機能を請け負う小型のコン

タクトセンターであり、年齢や性別を問わない雇用を生み出すことができる。ライフスタイ

ルの時間的制約によって働くことができなかった女性や、中高年者の活躍の場になることが

期待される（富士通コミュニケーションサービス株式会社、2019 年）。 

 

Ⅲ. 三重県伊賀市島ヶ原地区での木工ワークショップ 

林業と製材と木工をつなげて体験できる、「家具作り教室」などのプログラムを展開して

いる。週末に泊まり込んでもらい、木製の机や本棚などの家具、おもちゃを作るプログラム

を実施する。また、林業の現場や伐採された木材の製材などを見学して、林業の始業から木

工作品が出来るまでの一貫したプロセスを理解できる環境型・体験型の学習プログラムや、



その他の地域資源を体感できる「エコツアー」なども合わせて行っている。ものづくりに関

心のある大学生の参画によって進められており、1300 人の大学生が参加した。この活動は

島ヶ原地域と都市部との地域間交流のきっかけにもなっている。また、伝統木工技術の継承

とデザイナーの育成も今後目指して行く（有岡、2011 年）。 

 

 

4. 考察 

住田町のデータやアンケート調査から様々なことが読み取れた。まず人口、労働力人口と

もに減少傾向にあること。町民は雇用について重要視しているが、満足度が高いこと、住み

続けたるためには、雇用を充実させることが重要であると確認できる。 

利益を生み出しにくい環境の中で、稼ぐことを良いことだと広めていくことがまず大切に

なる。その後、今住田町にすむ高校生などが住田町で働きたい、一回出たとしても戻ってき

たいと思うためには、雇用の充実が必要である。高校生は人とのつながりや家族の介護など

の理由から、住田町で働きたいと考えている人もいる。そうした中で、時給が低いことや働

きたい職がないということが理由で、住田町で働くことができなくなってしまうことは非常

にもったいない。そのため、雇用機会を増やすことやできるだけ安定した職を確保すること

が必要となる。 

産業振興の点では、特に、IT 産業やデザイン産業の雇用を充実させていくことが効果的で

あると考えられる。ヒアリングで、ホワイトハッカーになりたいという高校生がいた。さら

に、現在は IT 技術を利用する職業の人気が高く、また町がデザインに投資を始めるなど、IT



産業やデザイン産業への注目が高まっていると考えられる。こうしたことから、若者にとっ

て魅力的な仕事を増やす上で、IT 産業やデザイン産業の雇用の充実は有意義であると推察し

た。教育機関と協力したり、ほかの産業と協力したりするなど、産官学連携や異分野との協

働を通じ、それらの雇用を充実させることも検討に値する。しかし、大学などの教育機関と

協力して IT 関係の企業を作った場合、企業活動の範囲が地域内に限定され、そこから全国

に広げて行くことが難しく、企業成長の限界が生じてしまうというリスクもある（伊藤、2004

年）。また、デザイン産業に関しても、デザインに対して対価を払うという意識が地域に浸透

していなければ、デザイン系の職で稼いでいくことも簡単ではないという問題も生じる（入

江・植木・藤元・吉賀、2001 年）。IT やデザインに関わることをビジネスとして成り立たせ

るには、地元にある既存の主要産業と結びつけるなどの対策が必要かもしれない。林業が盛

んな住田町においては、木材にかかわる製造業などと結びつけていくことも、有力な選択肢

になると思われる。 

雇用の充実には、新たな視点での産業振興にとどまらず、地域の地理的状況に適した働き

方の環境整備も重要であろう。住田町は、岩手県の中でも県庁所在地の盛岡からの距離が遠

く、新幹線の駅からも遠いという立地の面での不便さが見受けられる。そのため、場所にと

らわれずに働くことができるテレワークは、住田町に適した働き方であると言える。 

こうしたことをふまえ、以下では住田町の若者の雇用機会の拡大に向けて、2 つの提案を

したい。一つは、木材のワークショップを作ることであり、もう一つは、テレワークの利用

をすることである。 

 



提案①木材のワークショップ  

まず、住田町は大震災時に仮設住宅を木材で作るなどの実績があること、木の有数な産地

であることから、林業の良さを外に広めるには効果的な場所であると言える。しかし、ヒア

リングの際に後継者がいないことを困ったこととしてあげていたので、デザインやものづく

りに興味のある大学生と地域を結びつけることで、住田町とかかわりその後興味を持って働

きにくる人がいるのではないかと考えた。私たちが仮設住宅を見に言った際に、東京大学の

学生が仮設住宅地域に木材を使って休憩所作っていた。都内の大学生と地域を結ぶ取り組み

としてすごく良いと感じたため、これを応用できないかと考えた。まず、大学生は大学で学

んだ後の実践の場がなかなかないため、実際に製材所で木材の加工やワークショップの企画

をすることが、学習のアウトプットとしても効果的である。実際に住田町の木材に触れるこ

とで、ここで働きたいと思う人が出てくる可能性もある。また、製材所で働く方から見ると、

現在の仕事に追加する形でプロジェクトを進めなればならないため、手間がかかる一方で、

後継者の確保や、製材所の知名度をあげることができる。後継者を他の地域からよび、また

木工ワークショップとして観光地化することで、雇用を創出でき観光も活性化し、一石二鳥

である。 

 

提案②テレワークの推進 

  周囲の人の暖かさや家族のために、住田町で将来働きたいと言っている高校生がいる一方

で、働きたい仕事がないという高校生もいた。また、ヒアリングを行った高校生のうち、一

番多かった回答は、高校卒業後の進路をまだ決めていないというものだった。働きたいもの



の地元には自分の希望に見合う職がないと思っている高校生に向けて、多様な職種における

テレワークを紹介することで、住田町で働きたいと考えるひとが増えるのではないだろうか。

テレワークの業務内容は様々であり、日本においてもデザインをはじめとして事務職、営業

職など様々な職種で導入されてきている（一般社団法人日本テレワーク協会、2019 年）。進

路が未定の高校生に向けて、住田町にテレワークを利用した様々な業務内容があることを知

ってもらうことによって、住田町で働くという選択肢を増やすことができる。ただし、テレ

ワークは広がって来ている一方で、具体的にどのような働き方ができるのかを知らない人も

多いかもしれない。どのような産業分野や職種で、どのようなテレワークがあるのか、可能

なのかということを、地元の若者に積極的に紹介していくことで、住田町での雇用を希望す

る若者が増えるのではないか。また、そうした紹介をするには、実際に多様なテレワークの

環境を住田町として整備することが必要である。これらを同時に進めることで、新たな雇用

の創出につながるのではないだろうか。 

 

 

5. 結論 

岩手県住田町は、人とのつながりや自然の豊かさなど、素晴らしい点がたくさんある。ま

た多くの人が雇用機会の創出に意味を見出していることも事実である。本稿では、住田町な

らではの雇用確保の方法を他の地域の事例やヒアリングなどから模索し、木材のワークショ

ップの開催とテレワークの導入を提案した。木材のワークショップでは、林業を生かして他

の地域との結びつきを強め、住田町で林業を行う人を増やすことができる。また、テレワー



クを導入することによって、立地に関わらず様々な仕事ができるため、住田町に住み続けな

がら働くという選択肢が生まれる。現在行なっている活動をより活発にしていくことと、新

しいことを取り込んでいくことは、どちらも同様に大切である。残された課題として、これ

らを実際に実現することは可能なのか、またどのような方法で実現のするのかということが

挙げられる。さらなる検討を通じ、これらを具体的に考えていく必要がある。 
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