
学生×企業交流会

—地域の学生と企業の対話に向けて—

地域創造インターンシップ

調査報告

2018.10.13 滋京奈地域人材育成協議会



本日の報告内容

１ 地域創造インターンシップの経過

２ 学生意識調査に対する企業の反応

３ 今後の改善点とインタビュー課題

４ インタビュー先企業紹介

５ 学生の論点に対する企業の反応

６ 本日のまとめと問題提起



1.地域創造インターンシップの経過

日程 ミーティング内容 宿 題

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
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（金） プレゼン完成、発表練習 説明のブラッシュアップと練習



２ 学生意識調査に対する企業の反応



企業アンケート調査概要

• 実施期間：7月11日～31日

• 対象：社風発見インターンシップ参加企業
の43社（２３社が回答）

• 質問項目

1 意識調査への感想

2 低年次学生の意識について

3 就活年次の学生意識について



1.意識調査への感想

• おもしろい、参考になる

• インターンシップに参加する学生は意識が高いため、もう
少し幅広く学生の意見を聞きたい

• 知名度を重視する学生は大企業に就職すべき
• 知名度の低さは確かに弱点である
• 稼ぎたいというパワーを感じる学生が少ない

• 安定志向の学生が多い一方、企業に囚われない働き方や
起業を目指す学生もいるといった学生の二極化の原因を
知りたい

• ワークライフバランスや職場の雰囲気を重要視する学生
が多く、以前と比べて学生の意識が変化したと感じる



2.低年次学生の意識について

• 低年次からインターンシップに参加しようとした
動機を知りたい

• 本来の目的（自己成長など）以外の理由（単位
がもらえるから）で参加した学生の割合や考え方
を知りたい

• インターンシップで就職先を決めようとする意識
はあるのか

• 働くことの意義を考えたことはあるのか

• インターンシップに参加して働くことのイメージは
具体的にどのように変化したのか



3.就活年次の学生意識について

• 就活年次の学生への家族、大学の先輩、マスコ
ミなどの影響を知りたい

• 公務員志望の学生が多いのはなぜか

• 中小企業の弱点として知名度、経営の安定性を
上げているが、知名度や経営の安定性をどのよ
うにイメージしているのか

• 企業選択の理由を知りたい

• 地元志向がなぜ強いのか知りたい

• 「社内の環境」について具体的なことが知りたい
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④業種と職種

⑤若手社員の成長サポート

⑥職場の雰囲気（人間関係）

⑦本社、工場などの所在地

⑧社員の定着率

⑨その他
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③独立・起業

④ワークライフバランス

⑤資格取得

⑥その他
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①経営の安定性
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③知名度

④技術力
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⑥商品・サービス開発力

⑦グローバルな展開
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参考： 2017学生意識調査の特徴的な点

企業を選ぶポイント
働き方として重視すること

中小企業の弱点は何か



３ 今後の改善点とインタビュー課題

１ 学生意識調査アンケート項目の改善

２ 社風発見インターンシップの実習ノートへの反映

３ 企業インタビューで直接対話
キーワード： 職場の選び方（職場の雰囲気、

ワークライフバランス）
中小企業の弱点（知名度、安定性）



４ インタビュー先企業紹介



株式会社滋賀ビジネスマシン(滋賀県)

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

業務内容

理念と社業の誇り

地域との結びつき・将来の夢

学生に知って欲しいこと

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。

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。

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。



株式会社ピアライフ（滋賀県）

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

業務内容

理念と社業の誇り

地域との結びつき・将来の夢

学生に知って欲しいこと

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。

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害者の事業所に依頼し、障碍者の雇用に
つなげるなどを行っている。

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



株式会社エルハウジング(京都）

不動産売買、販売代理、仲介、賃貸、リフォーム

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”、“街
づくり”を行っている。

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。

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ってくれる会社であ
る。

業務内容

理念と社業の誇
り

地域との結びつき・将
来の夢

学生に知ってほし
いこと



株式会社フクナガ (京都府)

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。

業務内容

理念と社業の誇り

地域との結びつき・将来の夢

学生に知って欲しいこと

「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。

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。

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。



社会福祉法人協同福祉会あすなら苑（奈良）

高齢者福祉

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。

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。

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

理念と社業の誇り

地域との結びつき・将来の夢

学生に知ってほしいこと



株式会社木村エンタープライズ （奈良）

フィットネス事業、後継者育成事業、不動産賃貸事業

業務内容

理念と社業の誇り

地域との結びつき・将来の夢

学生に知って欲しいこと

「三方良し」の経営に基づき、従業員の幸福の追求と地域社会に貢献する事を
使命とする。

フィットネス事業を通して地域の女性の健康を守ること、また、後継者育成事業を
通して地域の雇用の創出と活性化を目標にしている。

全体像が見えることが中小企業の魅力。社員が目標を共有する事で、
世の中の問題の解決を目指す。



株式会社関電パワーテック （大阪）
業務内容

理念と社業の誇り

地域との結びつき・将来の夢

学生に知って欲しいこと

主に発電設備運転・保守管理などを行う。施設の防災・警
備・清掃と地域との結びつきも強い

CSR行動計画と安全行動憲章を企業理念の土台とし、環境面への影響、人材
育成、技術向上といった視点にも力を入れ企業の成長を目指している。

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。

電気事業で地域との関わり合いだけでなく、
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。



５ 学生の論点に対する企業の反応



論点１ 職場の雰囲気について

アットホームな環境

あいさつ

仕事以外での社員

の交流

無駄な残業をしない

など

職場文化

報告・連絡・相談が
しやすい

意見が言いやすい

上司と部下、同僚間

の信頼関係

など

コミュニケーション
と風通し

仕事がしやすい

生き生きと働く

仕事の熱意

助け合いとチーム

ワーク

など

成 果

学生の考え



論点１ 職場の雰囲気について

居心地良く、自由に気兼ねなく安心できる
「楽しく働ける」だけではダメ。そうすることで「仕事の成果」に繋げられるように
指摘しあえる環境が良い
人によって合う、合わない、はある。

企業の考え

雰囲気作りは社員と企業の協力が不可欠

社員側
・挨拶
・「何のために働くか」を考える

働きがいがある→お客様にも影響
生き生きとした接客など

企業側
・社員全体に目標の共有

月一回職員全員参加のMTGを行う
企業理念の唱和など

・社員の弱点や悩みを受け止めて対応
相談室など社外の制度も活用
辛そうな社員への気遣い

雰囲気の良い会社で働きたいのは当たり前だが



論点２ ワークライフバランスについて

学生の考え

働き方

企業側 社員側

職場の体制整備

効率と生産性

労働時間、給与

休暇（産休・育休）

育休後の職場復帰

など

仕事と私生活の両立

趣味、家族と過ごす時間

自分の生き方とキャリア

デザインなど

→人生のステージ
（結婚、子育てなど）
に応じて変化

企業と社員の
柔軟な関係性

＝新たな職場文化



論点２ ワークライフバランスについて
企業の考え

❶企業によって基本的な考え方がそれぞれ違う

プライベートも含めて社
員の生活を充実させよう
とする考えの企業

仕事とプライベートを
しっかり分けようと考え
る企業

企業によって方向性が違い、一概にどちらが間違いともいえない

❷社員一人一人の価値観によって大きく異なる

具体的な取組例
海外旅行制度・利益の山分け・温泉休暇・家族誕生日イベン
ト・資格取得のための資金援助・男性の育児休暇・ハッピー
ホリデイ制度・リフレッシュ休暇・ノー残業デーなど

例えば、残業したい人とそうでない人がいるように、社員それぞれで価値観
や考え方が異なる。

個別の制度や数字よ
りも、それを生み出す
考え方の違いに着目
すべき



論点３ 中小企業の知名度について

学生の考え

一般的に知られる（親などを含む）

有名度のイメージ

実績と強み

専門分野での評価

地域・業界での評価

調査対象が１、２回生であるため「有名かどうか」が判断基準

業界研究・企業研究の段階で、強みや実績の評価に到達

→自社の強みを学生にどうアピールするか？



論点３ 中小企業の知名度について

企業の考え

•有名度高い＝安定している でも仕事の「やりがい」や「誇り」とは別の話

•職種、部門により有名度も違うのでは？

•学生自身、自分の住む地域にどんな会社があるのか「意識」して欲しい

•誰に対して知名度を高めたいか

・地域での存在感を高める
→地域貢献活動や勉強会を行う
→CMや無料の雑誌を作る
→自社のキャラクターを「ゆるキャラグランプリ」に出場

・業界での評価を高める
→営業などで実績を提示する
→グループ会社の一部であることを強みに信頼を得る

・学生の評価を高める
→インターンシップに協力する



論点４ 中小企業の安定性について

学生の考え

永続性と一貫性 → ぶれない社業、倒産しない

実績と将来性 → 雇用の安定、長く働けそうな安心感

→中小企業は大企業より「不安定」か？ 学生の思い込み？



論点４ 中小企業の安定性について

企業の考え

中小企業は大企業より「不安定」か？
→ 中小企業≠不安定 大企業≠安定
→ 収入が安定していないのは事実

『会社は潰れるもの』
・ 自分が会社を支えるという意思が大切
・ 長く働けるかは本人の意欲も影響する

…企業として →ぶれない社業
→変化する社会に対応

…取り組み ・ 既存事業の安定した収入→他の事業
・ 他社との差別化
・ 再雇用

→小回りのきく中小企業の強みと夢



６ 本日のまとめと問題提起

学生意識調査について

調査規模は小さいが、結果に注目する企業が多い。
→ 項目などに改善を加えて次回の社風発見
インターンシップでも実施する予定

「社風」実習ノートの改善点も見つかった

企業インタビュー結果について

各企業の特色に加えて、４つのキーワードに関する
学生の考え方を聞いていただくことにより、会社説明
会などでは出てきにくい、基本的な考え方を知ること
ができた。



本日の話し合いに向けて

• 企業インタビューの４つのキーワード

雰囲気、ワークライフバランス、知名度、安定性

• 意味する中身が、企業の基本的な考え方によっ
て大きく異なる。

• 言葉づらだけ共有しても何も伝わらない！

• キーワードの中身について、自分のイメージを

対等に語りあいませんか？


