
 来年度に就職活動を控え、大学の夏休み期間を活用し

て、インターンシップに参加された学生の皆様も多いこ

とでしょう。 

 インターンシップの実施率及び参加率は、ここ数年で

毎年上昇を続けており、企業や学生にとって、就職活動

におけるインターンシップが広がりを見せつつあること

が伺えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 一般社団法人 日本経済団体連合会は、平成29年4月

に、2019年卒の大学生等の就職活動について「5日間

以上」としているインターンシップの日数規定を廃止し、

1日から可能とする指針を発表しました。 

 その結果、1dayインターンシップなどの短期イン

ターンシップがさらに拡大することが見込まれています。 

 インターンシップの目的は、学生が一定期間就業体験

を行い、企業等の実情や仕事の現場に触れることにより、 

仕事や業界の知識を身に着けることです。受入れ側の企

業にとっても、インターンシップを通じて学生が業界や

自社に関心を持ち、就職を希望することに繋がるメリッ

トがあります。 

 しかしながら、1dayインターンシップなどの短期イ 

企業のインターンシップ実施率   

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 

46.0 49.9 55.5 64.9 
（予定含む） 

68.5 
（予定） 

学生のインターンシップ参加率     

H26年卒 H27年卒 H28年卒 H29年卒 H30年卒 

23.9 26.9 39.9 43.7 - 
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ンターンシップが拡大することで、こうしたインターン

シップの本来の目的が達成できない恐れや、インター

シップと就職活動の一体化につながりかねないといった

懸念があります。 

 こうした状況の中、インターンシップの質の確保のた

め、様々な機関が取組みを実施しています。 

 近畿経済産業局は、平成28年度から、学生が中小企

業の経営課題の解決に向けて取り組むことにより、企業

との相互理解を深めることを目的としたプロジェクト

「Ai-SPEC（アイスペック）」を実施しています。 

 大阪府は、平成28年度に、大学生が中小企業の魅力

を発見・発掘するインターンシップを実施し、それらの

活動を通じて得られた企業の魅力情報をウェブサイトを

通じて広く発信する「大学生を活用した中小企業魅力発

見・発掘事業（P-DASH）」を実施しました。 

 また、産学協働人材育成機構AICEは、産学協働によ

る教育プログラムの普及を目指しており、PBL（課題解

決型学習）を企業等と大学が連携して実施するため、企

業と学生のマッチングが円滑にできるための場を作って

います。 
 

＜近畿経済産業局「Ai-SPEC」HP ＞ 

http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyo

u/jinzaikakuho/ai-spec.html 
 

＜産学協働人材育成機構AICE HP＞ 

http://www.sneeds-b-kansai.jp/AICE/ 

（単位：％） 

 「就職白書2015～2017－インターンシップ編－」（株式会社リクルートキャリア） 
より作成 

（単位：％） 

【参考】 

 ・ 一般社団法人 日本経済団体連合会「採用選考に関する 
       指針」（H29.4.10） 
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１．インターンシップの概要 

（1）受入企業：リバードコーポレーション株式会社  

                  （http:// www.kawaguchi-group.jp） 

（2）学生：鳥取県内の大学3回生（2人） 

（3）インターン期間：5日間 

（4）マッチング機関：鳥取県インターンシップ推進協議 

                               会、鳥取県中小企業団体中央会 

（5）課題：鳥取県産の野菜を使用した地産地消のペット    

                フードの新商品開発にあたり、飼い主のニー 

                ズ等の市場調査や、実際に犬を飼育している 

                インターンシップ生のアイデアを取り入れた   

                新商品の企画を課題とした。  
 
 
 
 
 
 
  

２．結果概要 

（1）企業側の指導 

  市場調査を行う際のポイント、調査結果の分析方法、 

  プレゼン資料の作成・発表のポイントについて指導 

  した。 

（2）インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

  ① 飼い主を対象とした市場調査による情報収集 

  ② 市場調査で得た情報を分析、課題整理し、商品開発 

  ③ ペットフード新商品の試作・評価・分析 

  ④ プレゼンテーションの実施 

（3）企業の声 

  インターンシップ生を指導することで、新鮮な発想に 

 触れることができ、違う視点からの取り組みへの気づき 

 となった。 

2～3日目 
使用原材料説明 
農業資材・梱包資材事業概要
説明 
ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ・農業資材製造実習  

１．インターンシップの概要 

（1）受入企業：株式会社太鼓センター 

       （http://www.taiko-center.co.jp/） 

（2）学生：京都府内の大学1～4回生（6人） 

（3）インターン期間：5ヶ月 

（4）マッチング機関：NPO法人グローカル人材開発セン 

                               ター 

（5）課題：和太鼓の演奏によるプランを事業化し、その 

                プランを（企業の研修やメンタルヘルスの一 

                環としての）利用者獲得を目的とした営業活 

                動を実施することを課題とした。 

 

 

 

 

 

 

２．結果概要 

（1）企業・マッチング機関側の指導 

 ・企業は、課題設定や営業活動にあたって、実践的な 

  レクチャーを行い、学生からの提案内容を指導する 

  際は、モチベーション向上につながる工夫を行った。 

 ・マッチング機関は、文献・統計データの活用方法の 

  指導、グループワークの進め方のレクチャー、提案 

  書の作成手法の指導を行った。 

（2）インターンシップ生の取組・努力と挙げた成果 

  ① ターゲットの調査、営業プランの立案 

  ② 営業、広報ツールの作成 

  ③ 学生のみでの営業活動 

（3）企業の声 

  限られた期間の中で、学生がしっかりと企業のことを 

 理解して、よく成長してくれていると感じる。 

  プロセスの企画、行動次第で学生がもっともっと成長 

 することができるのではないかと思う。 

 今号では、これまで収集した事例の中から、一部をご

紹介します。 

 事例の詳細や他の事例については、関西広域連合HP

をご覧ください。 
 

＜関西広域連合HP＞ 

http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=2664 
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 和太鼓「新健康サービスプラン」 
 プロジェクト 
 （テーマ：販路開拓・販売促進） 

＜Ⅰﾀｰﾑ 2ヶ月＞ 
事前学習 
・企業説明 
・課題発表 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ① 
・企業、業界研究 
・ﾀｰｹﾞｯﾄ調査 

＜Ⅱﾀｰﾑ2ヶ月＞ 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ② 
・営業ﾌﾟﾗﾝの立案、提案 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ③ 
・営業、広報ﾂｰﾙの作成 
営業活動① 
・ﾃﾚｱﾎﾟ 
・営業訪問準備 

＜Ⅲﾀｰﾑ 1ヶ月＞ 
営業活動② 
・営業訪問 
活動報告 
・活動報告 
ふりかえり 
・活動のふりかえり 
・取り組みに対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 
 （企業・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰから） 

 ペットフードで鳥取ブランド発信！ 
 地元野菜のペットフード開発  
 （テーマ：事業・商品の企画） 

1日目 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ概要・会社
概要説明 
ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ事業概要
説明  
ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ販売店 
市場調査  

4日目 
 
ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ新商品 
企画・試作  

5日目 
 
企画書作成 
ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 
まとめ  

 関西広域連合は、人材育成効果の高い課題解決型イン

ターンシップに関する「課題解決型インターンシップ事

例集」を作成し、HPで公開しています。 

 この事例集は、単なる仕事理解にとどまらず、課題解

決型のインターンシップを実施している企業等の声や具

体的な課題内容、学生の挙げた成果などを掲載したもの 

です。 
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関西広域連合域内の人材確保・育成の取組み 

・㊭：主に企業向けの取組 

・㊫：主に学生等、求職者向けの取組 

【滋賀県】 
   労働雇用政策課公式ツイッターを 
   開始 

㊫ 

 滋賀県は、平成29年9月1日から滋賀県内高校等卒業

後の県内外の学生及び求職者等（若年者）に向けて、滋

賀県内の就職等関連情報の発信を強化するため、ツイッ

ター（アカウント名：働くなら滋賀）を始めました。 

 平成30年1月頃には、県内高校3年生に対し、QRコー

ドを記載したチラシの配布によりフォローを呼びかけ、

滋賀県内で将来就職する際に役立つ情報を身近にお届け

します。 

 

センターには、キャリアコンサルタントの資格を持つ専

任のカウンセラー及び学卒者の相談を担当するジョブサ

ポーターを配置しています。留学生からの在留資格に関

する相談、インターンシップの紹介、ハローワークと連

携した企業とのマッチング等を行うとともに、雇用管理

アドバイザーが企業からの雇用管理に関する相談を受け

付けています。 

 また、留学生を受け入れたい企業の情報を効率よく入

手できるよう、留学生専用の端末を設置しています。 
 

＜京の留学生支援センターHP＞ 

http://www.pref.kyoto.jp/jobpark/ryuugaku.html 

 

フォローお待ちしています。 

@shiga_hataraku 

働くなら滋賀 

登録は無料です。 
ただし、通信料は利用者の 
負担となります。 

【神戸市】 
 産学連携コンシェルジュの設置 

 神戸市は、人手不足が深刻な中小製造業に対する認知

度向上を図り、人材確保につなげるため、地元中小製造

業と地元大学の研究室をマッチングする「産学連携コン

シェルジュ」を平成29年5月1日に設置しました。 

 コンシェルジュは、神戸地域の業界団体、支援機関、

地元企業等から地元大学等との産学連携活動につながる

情報を収集します。収集した情報を元に、地元大学等の

学内コンシェルジュと調整して、大学内に共同研究や技

術指導等で連携できる教員・研究室についてマッチング

を行います。 

 地元大学等の学内コンシェルジュから、地元企業との

連携につながる情報の提供を受けた場合は、そのニーズ

に対応できる企業を、中小製造業の中から掘り起こしま

す。産学連携の目途がつけば、地元中小製造業と地元大

学教員の間で面談を行い、具体的な産学連携活動に誘導

します。実際の産学連携活動には、学生が同行・同席す

ることで、地元中小製造業の技術や魅力等を実感できる

場面を学生に提供します。 
 

 このほか、神戸市は神戸大学と連携して、工学部の大

学生13人を地元企業6社に派遣し、約3日～5日間、課

題解決に向けた議論や提案などの体験学習を実施しまし

た。 

㊭ ㊫ 

 京都府は、平成29年6月1日に、日本での就職を目指

す外国人留学生を支援するため、京都ジョブパーク内に

「京の留学生支援センター」を開設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター内の様子 

  

【京都府】 
 「京の留学生支援センター」開設 

㊫ 
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「OfferBox Ph.D.」は、企業が求職者のプロフィール

を確認し、興味を持った人に選考へのエントリーを打診

できる「逆求人型就活サイト」となっており、求職者は、

これまでの研究内容、論文、学会発表等がわかるプロ

フィールを作成し、公開します。企業は、興味のある専

門分野を研究する求職者あてにオファーを出すことがで

きます。 

 求職者がオファーを承認すると、企業と直接メッセー

ジのやりとりができ、インターンシップの参加申込みや

面談・選考を受けることができます。 
 

＜i-plug  HP＞  

http://i-plug.co.jp/ 

＜「OfferBox Ph.D.」HP＞ 

https://phd.offerbox.jp/ 

 大阪管工機材商業協同組合は、大学生などの新卒採用

に向けて、加盟13社と合同でインターンシップを実施

しました。 

 インターンシップの実施期間は5日間で、大学３年生

など約50人が参加しました。 

 事前に業界の基礎知識やビジネスマナーなどの研修会

を行い、企業で営業などの実務に同行しました。 

 また、9月7日～9日に組合が主催する展示会（管工機

材・設備総合展）の運営を手伝いながら、各社担当者か

ら説明を受けるとともに実際の製品と営業の現場に触れ

ることで業界と企業への理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管工機材・設備総合展のイベントの様子 
 

＜大阪管工機材商業協同組合 HP＞  

http://www.pst-osaka.or.jp/ 

 滋賀経済同友会は、平成29年7月10日に、あらゆる

モノがネットにつながる「IoT」の活用による専門家の

育成や産業振興などに取り組むため、滋賀大学と滋賀県

立大学とそれぞれ包括連携協定を結びました。 

 連携を機に、滋賀経済同友会が人材発掘・育成を目的

に立ち上げた「革新者創造部会」に、滋賀大学の教員と 

学生が参加し、討議します。 

 また、滋賀経済同友会の会員企業の社員を滋賀県立大

学の「地域ひと・モノ・未来情報研究センター」に派遣

するほか、共同で地域課題の解決に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     滋賀県立大学との協定締結式の様子 
 

＜滋賀経済同友会 HP＞  

http://www.s-douyu.jp/ 
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 株式会社i-plugは、大学院の博士後期課程在籍者や博

士号を持つ若手研究者向け就職支援サイト「OfferBox 

Ph.D. （ピーエイチディー）」を開設しました。 

  

【i-plug】 
 博士人材に特化した就職支援サイト 
 「OfferBox Ph.D.」の開設 

㊭ ㊫ 

【滋賀経済同友会・ 
      滋賀大学・滋賀県立大学】 
 IoT専門家育成にむけた包括連携協定 

㊭ 

【大阪管工機材商業協同組合】 
 合同インターンシップの実施 

㊭ ㊫ 
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㊭ 

【池田泉州銀行】 
 人材マッチングサービスの提供 

 株式会社池田泉州銀行は、パーソルホールディングス

株式会社と連携し、地元中小企業の専門人材不足や多様

な人材確保に関する経営課題解決を支援する取組みを開

始しました。 

 地元中小企業等にパーソルホールディングス株式会社

を紹介し、同社及び同社グループ会社より人材紹介・人

材派遣、業務委託などの人材サービスメニューを提供し

ています。 

 

 

 

 

 

 

      ビジネスマッチング スキーム図 

 

 また、平成29年8月4日には、大阪府と連携して、地

域の雇用創出を目的とした「ドリームマッチジョブフェ

ア2017」（合同企業説明会）を開催し、成長力あふれ

る企業104社が出展し、546名の方が来場しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープニングセミナーの様子 

㊭ 

 関西広域連合 構成府県市の移住（UIJターン）促進に

関するHPについて、以下のとおりとりまとめました。 

 関西地域への移住・就職を検討中の方は、ぜひご覧く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらのリンク集については、関西広域連合HPでも紹

介しています。 
 

＜関西広域連合HP＞ 

http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=2956 

【関西広域連合 構成府県市】 
 移住（UIJターン）促進関連HP 

府県市 HP 

滋賀県 
移住ポータルサイト「滋賀暮らし」 
http://www.pref.shiga.lg.jp/b/shichoson/iju/top.html 

京都府 

京都府移住情報ポータルサイト「京の田舎ぐらし」 
http://www.kyoto-iju.jp/ 

京都ジョブパーク UIJターンコーナー  
http://www.pref.kyoto.jp/jobpark/u-turn.html 

大阪府 

おおさかUIJターン促進事業 企業の魅力発信WEBサイト 
http://www.kigyo-miryoku.pref.osaka.lg.jp/ 

ボケない大阪UIJターンプロジェクト 
https://bokenai-osaka.com/ 

兵庫県 
兵庫県の移住・定住ポータルサイト「カムバックひょうご」 
https://www.comebackhyogo.com/ 

和歌山県 

UIわかやま就職ガイド 
http://www.wakayama-uiturn.jp/ 

WAKAYAMA LIFE 和歌山県移住ポータルサイト 
http://www.wakayamagurashi.jp/index.php 

鳥取県 
鳥取来楽暮 とっとり移住定住ポータルサイト  
http://furusato.tori-info.co.jp/iju 

徳島県 

住んでみんで徳島で！ 
http://tokushima-iju.jp/ 

ジョブナビとくしま 徳島県就職支援情報サイト 
https://jobnavi-tokushima.jp/ 

京都市 
京都市移住サポートセンター「住むなら京都（みやこ）」 
http://cocoronosousei.com/ 

神戸市 
KOBE live+work 
http://kobeliveandwork.org/ 

㊫ 

【エンリッション】 
 大学生専用無料カフェ「知るカフェ」 

 株式会社エンリッションは、大学生専用の無料カフェ

「知るカフェ」を設置し、企業と学生に出会いの場を提

供しています。 

 「知るカフェ」は、企業からのスポンサー費用で運営

されており、学生は、無料で知るカフェを毎日利用する

ことができます。 

㊭ ㊫  各店舗は、対象大学の学生が実践型インターンシップ

として運営することで、社会体験機会を提供しています。 

 スポンサーは、就活生だけでなく、1年生から2年生

への就職活動に関する情報提供やセミナー等、学生の未

来の選択肢を広げるための機会提供を実施しています。 

  

＜「知るカフェ」HP＞ 

http://shirucafe.com/ 

 

㊭ ㊫ 
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【求職者向けイベント情報】 

【編集後記】 
 こんにちは！すっかり涼しくなり、過ごしやすい季節になりまし
たね。スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋･･･色々ありますが、企業
の皆様・学生の皆様にとってはインターンシップの秋！ですね☆ 
 「関西産業人材News letter」第2号作成にご協力いただいた皆様、
ありがとうございましたm(__)m今後も、充実した紙面作成に努め
ますので、ご意見・ご要望などありましたらお寄せください。 
 第3号は、1月頃の発行を予定しています。インターンシップに関
する取材結果をお届けする予定としていますので、お楽しみに♪ 
                          （池田） 

◆関西経済連合会・日本貿易振興機構大阪本部「何から 

 始める？高度外国人材採用の第一歩（仮）」 

 関西経済連合会・日本貿易振興機構大阪本部では、外

国人雇用経験がない企業向けに、「外国人材を雇用する

こと」に対する漠然とした不安を解消するためのワーク

ショップを開催します。 

 ・時期：平成29年11月21日（火）13:30～16:45 

 ・場所：公益社団法人関西経済連合会 

 ・対象：海外ビジネスをするにあたり外国人の雇用 

     を考えている企業 

 ・問合せ先：公益社団法人 関西経済連合会 

       労働政策部  

       電話 06-6441-0103 

       独立行政法人 日本貿易振興機構 

       大阪本部 ビジネス情報提供課 

       電話 06-4705-8604 

 

◆大阪商工会議所「会社を成長させる活躍人材を“採り 

 きる”ための採用戦略講座」 

 大阪商工会議所では、すぐに辞めずに頑張る活躍人材

に出会い、入社意欲を高めるノウハウを紹介・習得する

ためのセミナーを開催します。 

 ・時期：平成29年11月29日（水）           

 ・場所：大阪商工会議所 北支部 

 ・対象：管理者・管理職 

 ・問合せ先：大阪商工会議所  研修担当   

       電話 06-6944-6421 

＜大阪商工会議所 セミナーHP＞ 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706

/D27171129019.html 

◆和歌山県「わかやま就職フェア in 東京」 

 和歌山県では、東京都内で就職フェアを開催します。 

 ・時期：平成30年3月9日（金）予定 

 ・場所：未定 

 ・対象：一般求職者 

       平成31年及び平成30年3月新規学卒予定者 

             (既卒3年以内の者を含む。） 

 ・問合せ先：和歌山県経営者協会 就職支援センター 

                    電話 073-497-8001 

関係団体等で実施する人材関連イベント情報 

【企業向けイベント情報】 
◆大阪商工会議所「いまどきの若者に対応した採用面接  

 講座」 

 大阪商工会議所では、いまどきの若者の特徴を具体的

な事例で理解したうえで、その中から自社にマッチした

社員を採用するための方法を、講義やワーク、グループ

ディスカッション等を通じて習得するためのセミナーを

開催します。 

 ・時期：平成30年1月19日（金）           

 ・場所：大阪商工会議所 北支部 

 ・対象：管理者・管理職 

 ・問合せ先：大阪商工会議所  研修担当   

       電話 06-6944-6421 

＜大阪商工会議所 セミナーHP＞ 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706

/D27180119018.html 

※メルマガ登録サイトへは、QRコードを 
 読み取るか、以下のアドレスあてに 
 空メールを送信してください。 
 kansaisangyotouroku@qt15.asp.cuenote.jp 
 

- 関西広域連合 広域産業振興局NEWS -  
メルマガ会員募集中 ！  

 
「関西広域連合 広域産業振興局NEWS」では、この
「関西産業人材News letter」発行のお知らせなど、

みなさまにご活用いただける情報を毎月1回発信して
います。 
ぜひ、ご登録ください♪（登録無料） 
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