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１ 2018 年度 地域創造インターンシップの経過 

 

7月 社風発見インターンシップ参加 14大学で学生募集 

  ミッション遂行型中期インターンシップ 

    ミッション１ 学生の意識に関する企業調査アンケートの集計・分析 

    ミッション２ 社風発見インターンシップ 受入企業のインタビュー調査 

    ミッション３ 学生×企業交流会で基調報告実施 

  参加者： ４大学から１回生１名、２回生４名、３回生１名採用（男子２、女子４） 

       協議会の教員、事務スタッフで指導 

  SNS型ポートフォリオシステム manaba folio を活用した連絡・情報共有 

 

日程 MTG内容 宿題（manabafolio に提出） 

8/10（金） 
趣旨説明、アイスブレイク、企業アンケー

ト集計作業 
アンケート集計 

8/22（水） 企業インタビュー項目整備、アポ取り準備 企業アポ取り確認 

8/31（金） インタビュー準備と練習 インタビュー報告書作成 

9/3、6、７、

13、14 
企業インタビュー実施（計７社） 

データブック作成（企業）、プレ

ゼン PPT計画 

9/11（火） 企業インタビュー報告、データブック作成 データブック原稿完成 

9/20（木） プレゼン準備 
プレゼンデータ完成、説明原稿作

成 

9/29（土） プレゼン完成、発表練習 説明のブラッシュアップと練習 

10/13（土） 学生×企業交流会   

10月末  自己評価レポート 

 

  

        ミーティングの様子                  企業インタビューの様子 
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２ 学生意識に関する企業調査アンケート 集計報告 

実施期間：2018年 7月 11日～2018年 7月 31日 

対象：社風発見インターンシップ受入企業 43社 回収 23社（回収率 53%） 

 

 

設問１ 学生意識調査結果の感想 

整理

番号 
地域 業種・業務 設問 1 の回答 

1 滋賀 
調剤、薬剤販

売 

面白い調査だと思います。参加されている学生さんが 1 回生、2 回生中心な

ので企業としての初動における対応をするための検討材料になると思いま

す。 

今回インターンに参加されている方々だけでなく、実際就職活動をされてい

る学生さんにも同様のデータを取っていただき比較するといろいろな情報

が得られるのではないかと思います。 

2 滋賀 
OA 機器販売、

保守 

全体として企業として取り組まなければいけないことが分りました。滋京奈

への貢献という設問がありましたが、貢献という意味は共有できているので

しょうか？滋京奈で働く魅力の設問の回答で、少人数だから、社長との距離

は、滋京奈＝中小企業という理解ですね。 

3 滋賀 自動車販売 （１４） 業種を知る    の追加 

4 滋賀 
宿泊業、飲食

業 

内容や項目など、適切なものが問われているように感じるが、母数が少ない

ため、同様の傾向が多くの学生にも出る傾向にあるのかを読み取ることは難

しいように思う。最低でも１００以上の回答を基にデータ集計されたもので

あれば、尚良いのではないかと思う。 

5 滋賀 金属ばね製造 

本当に手を打たなければならないのは、インターンシップに参加しないよう

な、社会に出ることに対してネガティブなイメージを持っている学生に対し

てではないでしょうか。まずそういう学生の意識調査が必要ではないかと思

います。 

6 滋賀 
ドコモショッ

プの経営 

中小企業の弱点で、経営の安定性が知名度に続いて 2番目に弱点としてあが

って来ていますが、それはいったいどういう点を見て、安定性が弱点だと思

っておられるのでしょうか？ 

滋京奈の地域への就職先としての関心度合いが、どちらかと言えばという比

率が高いですが、やはり就職先としては「大阪・神戸」の中でも、「大阪」

への希望が多いのでしょうか？またどういった理由で、対象地域は「どちら

かといえば」という選択になるのでしょうか？ 

・可能でしたら、1.2年生だけではなく、3年生にもアンケートを取って頂

けると嬉しいです 
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7 京都 
和菓子製造・

卸・販売 

学生の本音が集約されていると感じました。 

アンケートは、就職活動や社会人として働くことに前向きな学生が多く回答

していると思いますのでより幅広く学生の声が記載されているとさらに有

意義な内容になるかもしれません。 

大学の層によって分析してみても傾向が分かりそうです。もちろん数を集め

ることは大変だと存じますが 

8 京都 機械建設業 
アンケートの集計結果とその後の実績（実態）情報がわかればありがたいで

す。（特に就職先を選択する内容など） 

9 京都 
デイサービス

等の介護業務 

学生が思う中小企業の弱点（知名度や待遇面）と弊会が感じている弱点が概

ね一致していることがわかった。 

中小企業も就職先の選択肢に入る方も半数近くいることがわかり、参考にな

った。 

会社として聞きたい内容の質問になっていたので、この質問内容でよいと思

った。 

10 京都 
医療・介護・バ

イオ・医薬品 

インターンから就職に対してまで幅広い意見を求めていただいていること

は大変ありがたいです。 

11 京都 
不動産販売・

リフォーム 

就活前に自身のやりたいことを見つけるのは難しいと思いますが、採用活動

を早期に行う学生さんは意識、志が高いように感じます 

お金がすべてではありませんが、稼ぎたいというパワーを感じる学生さんが

少ないように思います。 

12 京都 電気通信設備 

学生にとって、一番の関心事はやはり「社会に出て働く事」であり、どのよ

うな仕事があるのかに関心が集まっている事が良くわかりました。学生達

は、地元志向が高く社会貢献を希望するが賃金と働き方（特に自分の生活を

守りながら働く）についても重要な意思表示が見て取れました。 

学生にとって、どの様な職種や仕事が有るのかをできるだけ多く知らせると

いうことが求められていると思います。 

13 京都 
高齢者介護サ

ービス 

滋京奈地域の中小企業による情報発信力などについて意見を聞いてみたい

気がします。 

14 奈良 自動車関係 

労働条件として重視することについての調査で、賃金を重視している学生が

多いがそれに比べ昇給・昇進を重視している学生が 1/3 しかいないという点

が気になった。「経験のない状態から出来る」という考えでのことかと思う。 

仕事の経験のない状態でのこの意識は、就職先選びに支障をきたすととも

に、スキルアップのモチベーションを下げるのでは？と少し不安に感じた。 

15 奈良 
リクルーティ

ング関連事業 

学生がどんな働き方を希望しているのかが良くわかり、自社の改善点やアピ

ールポイントを知ることができた。 

16 奈良 
工業用プラス

チック部品 

中小企業の弱点が知名度と思うなら、大企業に就職したらよいと思う。中小

企業でも経営が安定している会社はたくさんあるので、事前にしっかりと調

査して就職活動をする。 

17 奈良 高齢者福祉 

学生が企業になにをもとめているのかわかってよかったです。また、学生の

目線から企業インタビュー結果をまとめて頂けるのは、企業側としても学生

の目線を知る意味で有意義かなと思います。 
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18 奈良 

コンサルティ

ング、          

フィットネス 

働き方としての「ワークライフバランス」の位置、また企業を選ぶに際して

の「職場の雰囲気」が非常に高く、今の学生の意識が昔と同じでないという

事が分かりました。ただ、働く中で変わってくる部分も多いのではないかと

も感じた。 

19 奈良 
住宅新築、リ

フォーム 

働く目的が自己実現 33％に対して、希望する職種、業種を考えている 54％

で、自分のしたいことを仕事にしたいと思っているが、見つけられていない

のが実情のようである。勤務地も大阪、神戸など都会へと思っている学生が

やはり多い。就職したい企業の知名度は 10％に満たない結果だが、実情は、

中小企業の弱点としては知名度だと思っているなど少しギャップがある。 

20 奈良 
介護・高齢者

福祉 

意外だった結果、想定通りの結果、様々であった。大阪・神戸と滋京奈とで

就職先として大きな差があったのはちょっとショックだった。 

21 奈良 
不動産売買・

賃貸仲介管理 

インターンシップに参加する前後で、同質問をしていただき考え方の変化等

が分かる内容になればいいと思います。 

22 奈良 小売業 

今の学生の動向を知れるので、とても良い調査であると思います。 

特に働き方として一番重視したいこと、働く目的として一番重視したいこと

は情勢が反映された意見になるのではないかと大変興味深いです。 

23 奈良 就労支援など 

参加学生の学年別で見ると１．２回生と低学年層が占めていることは就職と

言うより社会活動としての意識の結果なのかなと感じられた。また、参加学

生のうち女子学生が 70％を占めていることから男子学生の参加が低いのは

少し驚きであった。男子学生にとってのインターンシップに対する意識を知

りたいところです。 

働くことへのイメージでは、学年が上がるごとに正社員・公務員を希望する

割合が上がってくる傾向は、安定志向を望む傾向と捉えると、近年、若者の

働き方意識について必ずしも安定志向を望まない、企業に縛られない働き

方、起業を目指したい意識等との対比を考えると、学生の本音の部分をどう

とらえるかが今後の調査の課題ではないかと考えられる。 
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設問２ 低年次段階の学生意識について 

整理

番号 
地域 業種・業務 設問 2 の回答 

1 滋賀 
調剤、薬剤販

売 

弊社に来てもらった学生さんも 1 回生の方で、どれほど就職に対して考え

を持っているのかわかりにくい状態でした。 

また遠くから来られていたためか、インターンの取り組みについて参加さ

れていた学生さんの今後についても何かしら参加ができる取り組みがある

とより良いのではないか。なかなか難しいかと思いますがご検討をいただ

ければ幸いです。 

2 滋賀 
OA 機器販売、

保守 
未回答 

3 滋賀 自動車販売 未回答 

4 滋賀 
宿泊業、飲食

業 

働くことの意義を考えたことがありますか？  

生きて行く上で必要なものに労働があると思いますが、生活の中に占める

労働に対して質（環境、待遇など）と量（時間や負荷）のどちらを重視し

ますか。 

３０年後の日本は、今のような日本人だけの社会が成立すると思うか？ 

5 滋賀 金属ばね製造 どんなきっかけでインターンシップに参加しようと思ったのか 

6 滋賀 
ドコモショッ

プの経営 

インターンシップに参加して、企業で働く事について「イメージが変わっ

た事」とは一体どのような面で変わられたのでしょうか？ 

7 京都 
和菓子製造・

卸・販売 

何を目的としてインターンシップに参加したのかは知りたいです。 

一社だけでなく複数社を見た上での比較をしてみていただくのが良いなと

感じています。 

また、外部から見て、その会社にどんな人が合うのかどうかの評論も見え

ると面白そうです。 

8 京都 機械建設業 
インターンシップ先はどのような内容を重視されているのか。 

インターンシップの経験がその後の学生生活に活かされているのか。 

9 京都 
デイサービス

等の介護業務 

インターンシップをきっかけに就職する可能性がどれくらい意識としてあ

るのか知りたい。 

10 京都 

医療・介護・

バイオ・医薬

品 

何を学びたいか、ということを知りたいです。 

できる限り、期待に応えて「働く」イメージを自分の中でうまく作ってい

ってもらえるようお手伝いができればと思っています。 

11 京都 電気通信設備 

学生がインターシップで獲得したい能力として「コミュニケーション」が

上げているが、今の学生が引っ込み思案で会話ができないわけではなく、

それなりに喋れると思うのですが、学生が考えるコミュニケーションとは

何なのか、ただ単に年配者と話すのが苦手（敬語とかの問題で）なだけで

はないのかを聞いてみたい。 
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12 京都 
高齢者介護サ

ービス 
特にありません。 

13 奈良 自動車関係 

学生自身にとってのインターンシップ参加の目的を、聞かせていただきた

い。業種・職種の理解や自己成長などの本来の目的以外にも「短期間で単

位が貰えるから」、「参加したこと自体が就職活動時のアピールになるか

ら」という実習に興味がない学生の割合や考え方が知りたいと思う。 

14 奈良 
リクルーティ

ング関連事業 

なぜ公務員を希望するに至ったのか。 

地域の中小企業が学生に対する知名度を上げるには、どのような活動をす

れば良いと思うか。 

15 奈良 
工業用プラス

チック部品 
おおむね今の質問で良いと思う。 

16 奈良 高齢者福祉 
何年か経過をみていき、このインターンシップから就職に結びついた学生

がどれくらいいるのか知りたいです。 

17 奈良 
不動産販売・

リフォーム 

低学年時からインターンに参加しようとした動機は？ 

インターンの目的はどのようなものですか？ 

インターンで就職先を決めようとする意識はありますか？ 

18 奈良 

コンサルティ

ング、          

フィットネス 

経営者との距離が近いというのが滋京奈地域で働く魅力であるが、それを

大学生の低年次生が「どう活かして活躍したいと思っているのか」という

ことが知りたいと感じました。また、大企業の中でどちらかというと細分

化された部門で働くことと中小企業で複数の事を手がけながら働くことに

対するあり方の違いをどうとらえているのかという事を知りたいです。 

19 奈良 
住宅新築、リ

フォーム 

就職活動で不安に思っていること。 

大学の就職課、キャリアセンターの利用状況など。 

20 奈良 
介護・高齢者

福祉 

とりあえずインターンシップに参加ということで来ている学生さんも多い

ように思う。せめて、ある程度就職を近いものと意識している 2回生から

開始してはどうか。 

21 奈良 
不動産売買・

賃貸仲介管理 
インターンシップに参加しようとした理由。 

22 奈良 小売業 

低年次になればなるほど参加していただきたいと思っています。将来就職

したい業種にいきたいのか？ 

興味のない業種にも少し手を伸ばしてチャレンジしてみるのか？ 

低年次であるにもかかわらず、なぜインターンシップに参加しようと思っ

たのか。 

23 奈良 就労支援など 

先に述べたように、学年が上がるにつれて就労意識の変化が表れていたよ

うに、学生の意識をもっと具体的に項目単位の意識調査ではなく具体的な

記述をもって本当にそれぞれが社会に対する個々の位置づけ、働くことへ

の意義、働くことによる社会への還元など大学生として個々の考え方を聞

いてみたいものである。 
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設問３ 就活段階の学生意識について 

整理

番号 
地域 業種・業務 設問 3 の回答 

1 滋賀 調剤、薬剤販売 

就職を希望している業界についてもアンケートを取っていただければと思

います。 

可能であれば、参加されている企業さんの業種と比較すると企業としての

対応が考えられるのではないかと思います。 

2 滋賀 

OA 機器販売、保

守 

滋京奈の弱点で、知名度についで多い、経営の安定性ですが、何を感じて

安定性と答えているのでしょうか？大企業でも一夜にして倒産する昨今、

理由が分かればありがたいです。 

3 滋賀 

自動車販売 インターンシップをしたら体験先の就職に有利だと思いますか？【補足】

弊社はインターンシップと就活は別だと考えているため。 

4 滋賀 宿泊業、飲食業 

学生さんの中での大企業と中小企業の違いは何に基づいたものなのか。 

集計結果には自己実現や他の人のためになりたいという回答が多くある

が、就職先を絞る際、立地（地元）と先の項目との選択基準はどのあたり

にあるのか。 

就労先で大都市の中でも関西を選択する理由は何なのか。 

5 滋賀 金属ばね製造 求人票を見ていて、どんなことが書いてあると印象に残りやすいか 

6 滋賀 
ドコモショッ

プの経営 

中小企業の絞り込み方として、職種から絞り込むという事ですが、、大体

この様な職種で就職したいという考えはあるのでしょうか？ 

更に迷っておられる方が 54％という結果が出ていますが、迷っておられる

中でも「この職種」という考えなのか、それとも全く決まっていないのか

どちらでしょうか？ 

7 京都 
和菓子製造・

卸・販売 

ご家族や、大学の先輩、またはマスコミなど周囲からどんなことを聞いて

いるのか、それを受けて働くことに対してどのようなイメージを持ってい

るのか知りたいです。 

8 京都 機械建設業 

インターンシップ先の会社が就職先候補として考えられているか。（インタ

ーンシップ後は就職先候補としていたがその後の就活で別企業なる可能性など） 

就職先を決める時の情報の中で他人の助言等はどのくらい有効なものなの

か。（例えば、親・友人達からの情報を重視することが多いなど） 

学校で学んだことを活かせる就職先を選択されるのか。 

9 京都 
デイサービス

等の介護業務 

仕事を選ぶ際の優先順位を知りたい。 

インターンシップをきっかけに就職する可能性がどれくらい意識としてあ

るのか知りたい。 

10 京都 
医療・介護・バ

イオ・医薬品 

学生が何をもって企業選択をしているのかが一番知りたいです。セミナー

でお会いする方々のお話では、あまり本音が聞けないと感じています。 
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11 京都 
不動産販売・リ

フォーム 

営業という業務についてのイメージは？特に不動産営業。 

企業を見るとき、勤務時間や休暇、給与の何を優先しますか？ 

社会人になって将来のプランをイメージしていますか？ 

ワークライフバランスをどうのように理解していますか？ 

12 京都 
高齢者介護サ

ービス 
特にありません。 

13 京都 電気通信設備 

なぜ、地域志向が高いのかが知りたい（新しい環境に飛び込む意欲がない

とは思えないので・・）。たぶん、仕事の面白味がわかれば意識が変わる

とは思うのですが、なぜ就活での重要ポイントが休日日数だったり勤務時

間だったりするのでしょうか。自分の就きたい仕事ではないのでしょうか。

又は自分の就きたい仕事がわからない事が起因しているのかが知りたい。 

14 奈良 自動車関係 

中小企業の弱点はなんだと思うか、の項目が非常に興味深かった。 

昨今、保護者の意見が学生の就活に反映される傾向が強いと聞いているた

め、難しいことかとは思うが、学生ご本人以外の身近な方へ、ex）「お子

様の就職先に望むこと/不安なこと/あらかじめ知っておきたいこと」につ

いて、情報があればとても嬉しく思う。 

15 奈良 
リクルーティ

ング関連事業 

年次を増すごとに公務員から企業を希望する学生が増えているが、その理

由を聞いてみたい。 

16 奈良 
工業用プラス

チック部品 
おおむね今の質問で良いと思う 

17 奈良 高齢者福祉 

インターンシップに参加して、学生のイメージは“どう”変わったのか、

また知りたいです。 

また、学生さん達にもよく「社内の環境を教えてください」と聞かれるの

ですが、もう少し具体的に何を知りたいのか教えて頂ければとおもいます。 

18 奈良 
コンサルティン

グ、フィットネス 

アンケートで中小企業を探すなら「職種」「業種」という声が７４％にも

のぼる。(１２)労働条件の「事業内容」の位置づけも知りたいと感じた。 

19 奈良 
住宅新築、リフ

ォーム 

中小企業の知名度は実情気になるのか？ご両親の意見も左右されるのか？ 

就職を本格的に意識した時期はいつか？求人情報の収集の媒体は何か？ 

20 奈良 
介護・高齢者福

祉 

就職先を選ぶ条件として何を重視するのか、という問いに対する結果は

日々感じている印象とのギャップを感じる。普段、長く勤められる会社・

ワークライフバランスについての話をしているが、この結果ほど求心力は

ない。実際のところはどうなのかを知りたい。 

21 奈良 
不動産売買・賃

貸仲介管理 

現在のアンケート内容でよい。 

22 奈良 小売業 

就職準備中の学生はどこから就活について、また就活準備についての情報

を得ているのか。 

なぜ就活準備をしないといけないと思ったのか。（学校？先輩？親？） 
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23 奈良 就労支援など 

学生にとって、実際に 3回生の後半ごろから就活本番を迎えるわけである

が、学生の就活対象企業が序盤においては大手企業への志向が強いと言わ

れている中で内定を得れない学生の中小企業への転換の時期、キッカケ、

理由等の調査の結果を興味深く関心を持っている。 

もしそのような状況を把握することができれば、就活中の学生にタイムリ

ーな情報や企業との接触の場を提供できるのではないかと感じている。 
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３ 企業インタビュー結果 要旨 

 

 

 

 

〈共通質問と回答概要〉 

① 理念と社業の誇り 

オフィスを通じてお客様の社会貢献活動のサポート。それをもとにより良い社会づくりを目指す。そのた

めに「どうせ無理」ではなく、「自分がやる」という気持ちを大切にしている。 

② 地域との結びつき・将来の夢 

基本は企業との関わりが中心だが、自社が販売するコピー機が役所などで使われていることから地域とは

「裏の裏」で繋がっている。また、間接的にインフラや行政と関わっている。 

③ 雰囲気について 

雰囲気はアットホームでありながらも指摘しあえる環境が一番良い。その環境づくりのために部下の

教育方法を知らない上司を作らないようにしている。 

④ ワークライフバランスについて 

ワークライフバランスは、まず家庭が中心。家庭、自身の人生がないと仕事はできない。そのために有給

制度、育児・介護休暇を設けている。 

⑤ 知名度と安定性について 

中小企業で有名な会社はほとんどない。インターンシップに参加することも知名度を上げる取り組みの一

つ。安定性については、大企業が安定というわけではない。他社との差別化を図るために「ハードの販売

と見えないところの保守」をテーマに営業。ずっと同じものを売るのではなく、時代によって変わる必要

がある。 

⑥ 自社について学生に知ってほしいこと 

業界や仕事に対する先入観をなくしてほしい。その為にもインターンシップなどを通していろんな分野を

見て欲しい。 

 

 

 

 

 

<業務内容> 

キャノン製品を中心とした事務機の営業・販売及びアフターサ

ポート事業 

<特色> 

キャノンビジネスパートナーとして滋賀県を中心に複合機・複写機を

中心に事務機器の販売と保守サービスを行っている。キャノン複合機

を中心に、滋賀県の優良企業様とのお付き合いも多い。 

<感想> 

「目に見えない仕事」の重要性を学んだ。また、「学生が思っている程、企業とのワークライフバランスの

認識に差はない」という言葉が強く印象に残った。  

 

滋賀ビジネスマシン株式会社(滋賀県大津市) 
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株式会社ピアライフ（滋賀県大津市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈共通質問と回答概要〉 

① 理念と社業の誇り 

理念＝企業名になっていて、「PIA Life」とは Planning In Amenityの頭文字を取ったもの。「不動産を通

じて地域の人々に快適な住環境を届ける」という意味を込めている。 

② 地域との結びつき 

中学生との交流（職場体験や働くことについての授業）、駐車場の管理や名刺の印刷は障碍者の事業所に

依頼し、障碍者の雇用につなげるといったことを行っている。 

③ 雰囲気 

重要なのは「何のために働くか」である。「自分が楽できればいい雰囲気」ではなく、「誰かの為になれる

雰囲気」を作る必要がある。そのため、職場文化や、価値観によって変化する。 

④ ワークライフバランス 

家族との関係を一番重視して欲しい、家族でのイベントを優先して相談できる環境作り、チームとしての

組織、助け合いの精神の考えである。ワークは「何のために働くか」。ライフは「自分自身の人生をどう

するか。 

⑤ 知名度と安定性 

業界研究も大事だが自分の地域にどんな会社があるのか「意識」することも大事である。企業が潰れない

ためには、会社よりも自分が会社を支えるという「意思」が大事。中小企業はそういう意味では夢がある。 

⑥ 自社について知ってもらいたいこと 

「土地」や「建物」という不動産の流通を通じて社会のお役立ちをする”という仕事をしていること。 

ＩＴの進化により、不動産物件情報もＡＩやＶＲなどの技術も取り入れなければならない時代であること。

高齢化が進む中において相続や信託などの税務や法務などの知識と共に、コンサルティング技能を求めら

れていること。この業界を変えたいし、変わらなければならないと思っているからこそ、強い「使命感」

と高い「志」を持った若者がほしいこと。 

 

<感想> 

自社のホールの貸し出しやイベントの開催、職業体験の受け入れなどによる地域貢献はもちろん、 

不動産産業は顧客に対する事業（土地の販売、リフォームなど）そのものが社会貢献に繋がっている 

ことを学んだ。また、会社の雰囲気だけでなく社員それぞれが働く「意義」や「意味」を考えること 

でより会社全体として良くなっていくことがわかった。 

 

 

〈業務内容〉 

不動産売買、仲介、賃貸仲介、管理、開発 

住宅建築、リフォーム事業 

〈特色〉 

LIXIL の不動産フランチャイズ『ERA』の加盟店。 

『カフェスタイルでお住まい探し』をコンセプトにくつろぎ 

の空間提供や様々なおもてなしを社員一同で行う。 
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株式会社エルハウジング(京都府京都市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈共通質問と回答概要〉 

① 理念と社業の誇り 

人々の暮らしに悦びの輪を広げることを経営理念として、“ 家づくり ”や“ 街づくり ” 

を行っている。 

② 地域との結びつき・将来の夢 

夏祭りや京都の小学校でプロのスポーツ選手によるスポーツ教室を開催するなど、お客様や地域と

の結びつきを大切にしている。 

今後は、エリアを拡大しつつ、単身世帯や高齢者向けの住宅展開を充実させたい。 

③ 会社の雰囲気とワークライフバランスについて 

社員の様子がよく分かるように一階には壁を設けていない。 

また、ノー残業デーやリフレッシュ休暇のほかにも産後休暇・育児休暇が充実している。 

「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業に認定されている。 

④ 知名度と安定性について 

京都での知名度は高いが、他ではあまり知られていないためマスコットキャラの“ エルちゃん “ 

を使ってＰＲ中である。 

安定している賃貸事業の割合を増やし、経営の安定性を図っている。 

⑤ 自社について学生に知ってほしいこと 

若手でも社歴が浅くても責任のある仕事を任せてもらえ、やりがいのある職場である。 

また、自分のやりたいことに誠実に向き合ってくれる会社である。 

 

 

＜感想＞ 

社員が提案した企画を社長に相談し、企画が実現したり、いろいろな仕事が任されたりと働きがいの 

ある職場だと思った。また、家づくり、街づくりを通してお客様の人生と深く関われるのが素敵だと 

思う。 

 

 

 

 

 

 

＜事業内容＞ 

不動産売買、販売代理、仲介、賃貸、リフォーム 

 

＜特色＞ 

土地仕入・造成・住宅設計・住宅販売・住宅建築 

住宅ご入居後のアフターサービスまで一貫したサービスを 

行っている。 
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〈共通質問と回答概要〉 

① 理念と社業の誇り 

地域の方との結びつきを大切にしつつ、開店当初の気持ちを持ち続ける「本日開店の心」を店内に貼

り意識している。 

② 地域との結びつき・将来の夢 

「心身共に健康に働ける会社」を目指している。そのために状態が良くない社員がいるとその店舗外

の社員が様子を見に来て話を聴くようにしている。 

③ 雰囲気について 

良い雰囲気のための取り組みとしては先述の状態が良くない社員がいるとその店舗外の社員が様子

を見に来て話を聴くこと。ワークライフバランスでは総務部が一対一で話し合いをし、そこから労働

時間、休暇を決定することで社員の希望のするバランスで働くことができる。 

④ ワークライフバランスについて 

ワークライフバランスでは総務部が一対一で話し合いをし、そこから労働時間、休暇を決定すること

で社員の希望のするバランスで働くことができる。 

⑤ 知名度と安定性について 

実績や専門分野での評価を学生にどう伝えていくのかが今後の課題。インスタ映え、衛生面の強化、

質のいいものをどうアピールするかを考えている。 

安定性については、中小企業＝不安定というわけではない 。ぶれない社業（本日開店の心）があっ

たからこそ 88年続いている。 再雇用の実施や本社を質素にすることでお店や社員に利益を還元する

ことを取り組みとして行っている。 

⑥ 自社について学生に知ってほしいこと 

飲食業としてやりがいを持って働いている。また、飲食業といってもずっと接客、調理というわけで

はない。経験を積めばマネジメント業務も行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社フクナガ (京都府京都市) 

<業務内容> 

飲食業。惣菜、トンカツソース等の食品製造及び加工。 

パーティ、その他各種行事の企画や運営に関する事業。 

<特色> 

サー・トーマス・リプトンや名代とんかつ かつくら、 

ばらの木、串くら、ティサネリーア等、他業態を運営して 

おり、店舗で使う食材や店内の雰囲気にもこだわりをもって

いる。 

<感想> 

お客様はもちろん、社員のことまで良く考えられていると感じた。 

飲食業界はブラックというイメージが今回のインタビューで改められた 
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社会福祉法人 協同福祉会 あすなら苑(奈良県大和郡山市) 

 

 

〈共通質問と回答概要〉 

① 理念と社業の誇り 

利用者本位、喜びの共有、安心・安全な介護、生活の再建、地域に開かれた組織、誠実で実直な運営、学

習する気風と活気ある楽しい職場という７つの理念を掲げている。また、お年寄りの最後の数年を共に過

ごし、良い思い出を作る仕事にやりがいと誇りを感じている。 

② 地域との結びつきと将来の夢 

子どもからお年寄り、社会でつまずいた人も含めてみんなで力を合わせる街づくりを目指している。そし

て、地域の人すべてが安心して暮らせる地域や町になってほしい。 

③ 会社の雰囲気とワークライフバランスについて工夫していること 

職場の雰囲気に関するアンケートを実施している。また、時間外の会議は認めていない。年に一度連続 10

日間の有給休暇をとれるというハッピーホリデイ制度を導入している。また、職員の子供は費用を払わず

施設内の保育所に年中無休で預けられる。 

④ 知名度と安定性について 

知名度＝やりがいや誇りではない。知名度が低い企業こそチャンスがあると考えている。安定性について

は、日本の将来を見据えて事業を展開し、先を読むことを心掛けている。 

⑤ 学生に知ってほしいこと 

介護という仕事があることをぜひ知ってもらいたい。また、「5つのゼロ」という他の施設では行われてい

ない取り組みを見てもらいたい。 

 

 

  

 

 

 

〈業務内容〉 

高齢者福祉 

 

〈特色〉 

自立支援ケア（自分のことは自分でできるようにさせて返

す）が特色である。具体的には、おむつをしない、必ず家

庭浴に入る、車いすのまま食事をしないなどが挙げられる。 

<感想> 

社会で行き場を失くした人や体の不自由なお年寄り、また、子育てに追われる女性など、余すことなく

みんなで力を合わせる町づくりとしての、新しい福祉のカタチを教えていただけた。 
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株式会社木村エンタープライズ（奈良県橿原市） 

 

 

〈共通質問と回答概要〉 

①理念と社業のほこり 

地域・会社・社員の「三方良し」の経営に基づき、全従業員の物心両面の幸福を追求し、かつ地域社会に貢献する

ことを使命としている。 

②地域との結びつき 

カーブス事業を通して、地域の女性の健康を守ることを目指している。また、後継者育成事業を行うことで地域の雇

用を生み、地域を活性化させることも目標である。 

③「職場の雰囲気」について 

目標を共有することで、結果として職場の雰囲気が良くなると考える。そのために毎日企業理念を唱和している。 

④「ワークライフバランス」について 

社員一人ひとりが輝くことを望んでおり、週休二日や有給休暇、育児・介護などの手当は完備されている。 

⑤「知名度」について 

一般的に有名であるということはお客様の信頼につながるため、知名度が必要な部分もある。そのため、地域貢献

や勉強会など、知名度を向上させる努力をしている。 

⑥「安定性」について 

闇雲に事業を広げているわけではく、不動産事業の安定した収入でほかの事業を展開している。少人数だからこ

そ個人の活動が収益に結び付きやすいことは強みである。 

⑦学生に知って欲しいこと 

全体像が見えることが中小企業ならではの魅力であり、また社員が目標を共有することで、世の中の問題の解決を

目指す会社である。 

 

 

 

 

＜業務内容＞ 

主にフィットネス事業や、中小企業の後継者育成事業、不動産賃貸

事業を行っている。 

＜特色＞ 

中小企業の後継者不足を打開するため、後継者育成親子塾を行って

いる。また、フィットネス事業では「カーブス」を日本で 1910 店

舗展開している。 

 

＜感想＞ 

 インタビューを通して、中小企業の後継者を育て、地域を活性化させようという熱意を感じた。また、カーブスの

新規入会者は口コミなどが多いことや納得するまで指導をするといったお話から、お客様の幸福を目指し、着

実にそれが実現されているのだと思った。非常にやりがいがあり、地域貢献もでき、素晴らしい職場だと思う。 
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〈共通質問と回答概要〉 

① 企業理念と社業の誇り 

CSR行動計画と安全行動憲章を企業理念の土台とし、主に電気事業を扱い、環境面への影響、人材育

成、技術向上といった分野にも力を入れて企業の成長を目指している。 

② 地域との結びつき 

電気事業で地域との関わり合いを大切にしているだけでなく、ボランティアや地域の行事への協賛活

動を行い、職員個人だけでなく会社全体として地域の発展に向けて多方面で積極的な参加、協力を行

っている。 

③ 会社の雰囲気とワークライフバランスについて 

会社の雰囲気は、上司と女性部下との関係性についての研修など社内外ともに制度が充実している。

また、楽しく働くことを仕事への成果につなげることを目標として取り組んでいる。 

残業時間は月平均 10 時間であり、男女関係なく育休、産休制度を取ることができる環境も整ってい

る。 

④ 自社について知って欲しいこと 

コミュニケーションをとりながらいろいろなことにチャレンジできる人材を求めています。また、

チームとして仕事ができる人。こういった人たちと一緒に仕事をしたいです。 

 

 

 

 

<感想> 

日本という災害の多い国の中で、電線や設備管理など私たちの生活に欠かせない電気を安定的に供給し

ている。それを企業理念にしているということ、電気を利用している地域に住むお客様に対する姿勢の

ようなものが見えた。 

＜事業内容＞ 

設備運転、管理、保守 

 

＜特色＞ 

環境への影響とお客様との関係性を大切にしている。 

その中で社員への配慮や企業の体制を十分に意識している。 

株式会社関電パワーテック（大阪府大阪市） 
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４ 企業インタビュー先の声 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・挨拶・礼儀作法・言葉遣いなど社会人マナーについて、全く違和感がなく丁寧でした。 

・自分達の意見を持ってインタビューをしていたので、学生が考えていることを理解でき、 

非常に良い機会でした。 

・緊張していたのか目線が合わないことがあったので、気を付けるようお伝えしました。 

                              （株式会社エルハウジング) 

挨拶や礼儀作法等、社会人マナーは申し分なく丁寧でしたし、話を聞く姿勢や態度も大変素晴ら

しかったです。 

２人で役割分担をして、インタビューをしていたのがとても良かったと思いました。こちら側の

回答に対して、学生さんからその都度質問をくださったので、会話が盛り上がりました。学生の

現状の情報をつかむ素晴らしい機会になりました。     

                                 （株式会社 フクナガ） 

 

挨拶、名刺交換等きっちりしていて、とても好印象でした。 

質問の抽象度が高く、質問の意図が見えにくかったため学生が期待する回答ができたか不安 

ですが、学生がインタビューについての事前資料を準備してきていたので、思ったよりスムー

ズに感じました。事前資料も見やすく良かったです。 

（株式会社 関電パワーテック）  

インタビュー内容を事前に準備していた点が非常に良かったと思います。抽象度が高く、分かり

にくい質問もあったため、インタビュー項目を深めることが難しいと感じる内容もありました。

インタビューをする学生が考えている「本音の質問」をぶつけた方が、企業と学生とで盛り上が

るのではないかと思います。 

                           （株式会社木村エンタープライズ） 

学生のインタビュー時の印象として、2～3回生ということでフレッシュさを感じ、関心を持って下

さることにこちらもうれしく思いました。真面目で、ひたむきに質問し、聞いてくださっていたよ

うに思います。 

特に介護の業界を知らないまま来られたと思うのでこちらからこれからの社会、その中での法人の

役割など沢山お話しさせていただきました。まだまだ知らないことも多いと思うので、どれだけ 

内容を理解出来たか、こちらも気になるところではありました。 

（社会福祉法人 協同福祉会 あすなら苑） 


