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「フレックスプレイス制度」による「越境学習」実践のご提案
概要書
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背景と企画概要

Ø ビジネス環境の⼤変動に際し、⾃社を変⾰し産業の新たな形を創造するビジネスリーダーの育成、ならびにその
器たるための組織変⾰は、各社共通の課題といえます

「社員育成」
の側⾯

ü 特に次代を担う若年層においては、①リーダー育成 ②キャリア⾃律 は最重要テーマ

ü “⾃社内で育成”スタイルの限界→「越境学習」の導⼊が注⽬

「ワークスタイル」
の側⾯

ü コロナ禍を機にリモート / ハイブリッドワークが急速に拡⼤。個⼈に合わせた働き⽅の選
択は社員エンゲージメントに⼤きく影響（リテンションの問題）

ü Ｚ世代はデジタルネイティブであるとともに「リモートネイティブ」。新たな価値観や⾏動様
式に柔軟に対応することが急務（アテンションの観点）

Ø 上述の課題感とともに、ESGの観点からも、各社⽂脈における地⽅創⽣アクションへの取り組みは活況であり、今後に向けた
⼿ごたえと課題を収集しているフェーズにあります

Ø これらの状況をふまえ、本企画では、「越境×⾃律」のコンセプトにて、各社⽂脈に応じて柔軟に活⽤できるプラットフォームを公
開いたします

Ø また、“⼈づくり・組織づくり”を通じて、結果として企業ESG戦略に寄与することを意図しております

Ø 上記のコンセプトを、㈱セルム および ㈱スカラパートナーズ の強みと実績を活かし、新たなプラットフォームソリューションとして
展開致します

背景

コンセプト

ソリューション
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本提案の背景〜求められる⼈材の変化〜

「商品/サービスが勝⼿に売れていた時代」から、「イノベーションを起こす時代」へ。
予測困難な状況を乗り越えるために、新たな価値を⾃ら⾒つけ周囲を巻き込み⾏動できる
次世代リーダーの育成が求められるように変化している。

従順

勤勉

専⾨性

主体性

リーダーシップ

創造性

⾔われたことをこなせる⼈材

これまで
⾃律的に考え、⾏動できる

次世代のリーダーが求められている

現在

「従順な社員」から「⾃律型⼈材」への
社員変⾰が求められる時代へ
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本提案の背景〜企業としての社会貢献に関して〜

SDGs投資、ESG投資など、投資家の中でも企業の社会に対する取り組みは注⽬度を増している。
そのような背景の中で、社会貢献活動や⼈材育成に積極的にアプローチ企業が増えてきている。

社会貢献やSDGs、ESG側⾯での評価が重要となり、
企業としても具体的なアクションが求められるように
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企画概要（詳細）コンセプト について

企業価値向上
Ø S︓ESG経営の実装、SDGsアクションの具体化 など
Ø G︓⼈的資本への投資等、⾮財務情報への注⼒ など

Ø ⾃社の代表としてのプログラム参加
Ø 他企業の次世代リーダー候補との交流

Ø 働き⽅の選択（働く場所の選択）
Ø 地域課題の⾃分ごと化

ESGインパクト

地域課題へのアプローチを
“仕掛け”とする

越境
Ø 課題の顕在化
Ø 各社事業との接続
Ø パーパス・経営計画との連動 …

リーダーシップ向上、
リーダープール拡充

不測の事態における主体性向上
会社への共感、愛着、仕事への情熱

⾃律

Ø 頼れるものがない環境での葛藤
Ø ⾃分で選択し続ける、課題解決
Ø 地域、⾃社メンバー、他社などを巻込み
検証の中で、最善策を模索する

次世代リーダーの
素養を養う

「越境×⾃律」をコンセプトに、次世代リーダーの育成を促進

御膳⽴てされていない課題解決型のプログラム提供により、本質的な「リーダーシップ」、「⾃律⼼」の醸成を促す
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本プログラムの狙い

地⽅課題へのアプローチの中で、
参加者の⾃律⼼、リーダーシップを⾼め、
「次世代リーダー育成」を実現する。

フレックスプレイス制度を活⽤し、地域へ何度も訪問することで
⾃ら課題を⾒つけ、解決策を模索し、地域の課題解決に本気で取り組む。

その過程の中で、次世代リーダーに必要な素養である
「⾃律⼼」、「リーダーシップ」を育む。
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補⾜）フレックスプレイスとは︖

社員が「場所」にとらわれず、
⾃ら働く場所を「選択」できる⾃律的な働き⽅

フレックス
プレイス

従来 フレックスプレイス

会社の指定する場所で働く、「制限」された働き⽅
「⾃宅」 or 「会社」

⾃らが場所を選択する、「⾃律的」な働き⽅
「⾃宅」 or 「会社」 or 「3rd Place」

⾃宅 会社

社員

会社
オフィス

社員
⾃宅

コワー
キング

ワーケー
ション施
設 サテライ

ト
オフィス

宿泊
施設

l 若い世代の優秀層の獲得、社外の⾃律型⼈材獲得に向けた採⽤ブランディング
l 社員の⾃律性の向上によるエンゲージメントの⾼まりや⼈材の定着
l 新たな視点を得ることによる社員の創造性の向上、イノベーション促進

期待される
効果
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本プログラムにおける各社の役割に関して

「越境学習に最適な環境」
「地域との強固な繋がり」
を活かした⼈材のアップデート

「研修ノウハウ」
「伴⾛型⽀援」

を活かした⼈材のアップデート

地域社会への深い関わりの中で、次世代リーダーの育成を実現
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本プログラム全体像

■課題ヒアリング
■フィールドワーク
■地域キーパーソンや
住⺠との対話

■地域課題の発⾒と、
解決の仮説設定

■研修の意図理解
■アセスメントの実施
（⾃⼰理解）

■企業内プレゼン
■社内PJ⽴上げ、⾃⾛
■社内PJメンバーの
アサイン

マインドセット 越境学習
※ワーケーション

社内
プロジェクト化

越境学習
※ワーケーション
（複数回）

本格
プロジェクト化

本プログラム（約3ヶ⽉間）

■効果検証
■地域キーパーソンや
住⺠との対話

■仮説のアップデート

■正式なプロジェクト
として案件化
■対外発信や
プレスリリース
■事後アセスメント
実施

2〜3⽇間

通常業務 通常業務

成
果
発
表

プ
ロ
グ
ラ
ム

フレックスプレイ
ス継続

・⾃律⼼の向上
・課題の⾃分ごと化
・各企業リーダーとの
接点形成

・研修内容理解による
効果の向上
・⾃⼰理解

・リーダーシップの醸成
・共創⼒の醸成

・⾃律⼼の向上
・リーダーシップの向上
・事業開発⼒
・課題解決⼒の向上
・やり抜く⼒向上

・企業価値の向上
・⼈材成⻑率の⾒える化
・継続的な組織活性化
（フレックスプレイス継
続、プロジェクト継続）

期
待
効
果

複数回地域へ訪問し、⾃ら地域課題の解決を
リードしていく３ヶ⽉のプログラム
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本プログラムの越境学習イメージ（仮）

Komforta Workationで厳選した120施設の中から、
特に越境学習に適した３地域での越境学習

＜⽯川県 ⾦沢市＞
＜埼⽟県 秩⽗市＞

＜静岡県 富⼠市＞

⼩京都のような昔懐かしい和の⾵情が⼈気の⽯川県
の県庁所在地。伝統ある産業や、豊かな⾷材で観光
が⼈気のエリア。近年ではIT産業などにも⼒を⼊れる

埼⽟県北⻄部にある⼈⼝約6.4万⼈の市。 ⾯積は約
578㎢で埼⽟県内では最も広い⾃治体。⾃然資源も豊
富で、街中から⼭奥まで様々な環境を兼ね備えたエリア

富⼠の麓に位置する⼈⼝約25.8万⼈の市。化学⼯場や輸送⽤機械
等の⼯場が進出し、静岡県内有数の⼯業都市として発展したエリア
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期待される効果①「⾃律⼼の育成」

「地域課題解決のための仮説検証」と「働き⽅の⾃律的な選択」を通じて、
⾃律的な⼈材への変⾰を促し、「不測の事態における主体性」、「会社への共感/
愛着」、「仕事への情熱」の向上を実現する。

出典︓株式会社リクルートマネジメントソリューションズ組織⾏動研究所「⾃律的に働くことに関する実態調査」

社員が⾃律的に
なることで、

「不測の事態における主体性」、
「会社への共感/愛着」、
「仕事への情熱」

が⾼まる可能性が⾼い
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期待される効果②「リーダーシップの醸成」

l 理想を描き、課題を設定する⼒（視野・視座・視点）
l 信念・価値観・キャリア観 の深い内省と再構築
l 異なる“⽴場、経験、能⼒、リソース、意思”を持つ者同⼠の仕事の進め⽅

影響⼒

「⼊社してから初めて社外に⽬を向けた
ことで、これまで興味関⼼を持っていた世
界が限定的だったことに気づかされた。
意識的に関⼼の幅や思考の幅を広げる
きっかけとなり、上司・同僚からも「世の
中に対する⾒⽅、仕事への向き合い⽅
がワンランク上がったね」とコメントをもらう
ことが増えた。」

「⽴場を越えてぶつかり合ったり共感しあ
うことが、リーダーとしてどれだけ⼤切なこ
とかを痛感した。上司から「⾃分の意⾒
を今までよりも明確に発⾔するようになっ
た」と評価を受けたが、越境をきっかけに
起きた⾃分⾃⾝の変化が周囲へ影響
を与える原体験となった。」

「地域の皆さんは、「⾃分は何をやりたい
か」「⾃分の志は何か」を内省し、⾃⾝
の⾔葉で語っていることが多く、⾮常に刺
激を受けた。これまでは組織が⽰すまま
に仕事をしてきたが、今後は⾃⾝の考え
を発信する場⾯も増やしていきたい。」

次世代リーダーに求められるリーダーシップの要素として「社内外で通⽤する影響⼒の発
揮」、「濃い体験を共にした⼈的ネットワークの構築」を実現する。

⼈的ネットワーク l 他者から学び常に進化する姿勢
l 社内リレーションの深化 / 社外リレーションの拡⼤

過去に参加したの⼈の声
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参考情報）Komforta Workationのワーケーション施設に関して

「働く環境」、「魅⼒的なロケーション」、「地域とのコネクションの広がり」を重視し、
厳選した全国約120施設を掲載中︕

北海道エリア 東北エリア 関東エリア 中部エリア 近畿エリア 中四国エリア 九州/沖縄エリア

４ 8 31 40 17 87
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類似するソリューションとの⽐較

企業主体アクション

ü 企業のCSVアクション対象とする
イシュー

p 単発PGM（ALの1セッ
ションとして含）

p 育成PGM（短中期AL）
p ⻑期滞在型派遣（出向）

ソリューション

ü 部⾨・⼈事からの指名
ü ⼿挙げ（能動的＆受動
的）

参画のしかた
（起点）

企業が個⼈を⽀援する
アクション

ü キャリア⾃律における企
業と個⼈の関係性
→企業が個⼈の背中を押
し、サポートする

p 育成PGM×ワーケーショ
ン

ü 能動的な⼿挙げ
ü （⼀部、部⾨・⼈事から
の推薦）

個⼈主体アクション

ü 個⼈の興味関⼼
ü 個⼈としての働き⽅・あ
り⽅

p 公開型ワークショップ
（個⼈参加）

p 個⼈としてのワーケー
ション

ü ⾃由意志

取り組みやすいが、硬直的
になってしまうこともよく
ある（効果、参加者の主体

性など）

潜在ニーズが⾼まっている
中、世の中的に⼿薄になっ

ている領域

個⼈的満⾜の域を超えない
こともよくある

本企画（越境×⾃律）
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参考情報）プログラム案

対象社員 リーダー候補の社員
対象⼈数 １社あたり３名程度
開催想定時期 2022年夏
期間 ３ヶ⽉程度
⾦額（仮） 60万円/名 ※移動交通費別

実施地域候補 ⽯川県七尾市、
⽯川県⾦沢市、
新潟県三条市（燕三条）、
福井県鯖江市、
静岡県浜松市
など
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