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 1．インターンシップ事業推進の経過 
いわき商工会議所では、平成 12 年度からインターンシップ事業を推進しており、本年 17 年目を迎え

ました。本年度も会員事業所さらには各学校教官の皆様方の一方ならぬご理解とご協力により、これま

でと同様高い実績となり厚くお礼申し上げます。本年度からの新たな試みとしまして、福島県と連携し、

「Ｆターンインターンシップ」を実施しております。県内出身者で関東圏の大学に通う大学生を対象に

した企画で、県内の優良企業を知っていただき、地元での就職に繋がるきっかけになればと考えており

ます。初年度のＦターン事業には約 20 名の県外の大学生が参加しており、いわき市でのインターンシ

ップに臨みました。 

また当所が長年実施してきましたインターンシップ事業につきましては、地元の企業といわき明星大

学、東日本国際大学、福島工業高等専門学校、いわきコンピュータ・カレッジとの連携を中心に交流促

進、相互理解を深め、産と学の直接的な交流を促進し、次世代を担う人材の育成、さらには地元企業様

との永続的な発展を望むことを目的としております。 

本年度の参加事業所におかれましても、早い時期からインターンシップ学生の受入意思決定を頂き、

またインターンシップ開始後は社会人としての心構え、そして業種別の技術指導など多忙の中でご高配

を賜り、心より深く感謝申し上げます。 

結果としましては、インターンシップ参加学生及び、インターンシップ受入事業所から多くの感謝の

言葉と今後のインターンシップ事業に対する前向きで貴重なコメントを数多く頂き、誠にありがとうご

ざいました。当所と致しましては、インターンシップ事業の次年度以降の新たな第一歩を踏み出すため、

現状の課題を真剣に受け止めながら相互の理解と期待を感じ、今後とも産学官のパイプ役として役割を

果たして参る所存でありますのでご協力をお願い致します。 

 

２．インターンシップ事業の目的 

  

企 業

➣実践的な人材育成という社会貢献ができる

➣企業等に対する理解を促進し、イメージアップにつながる

➣採用時のミスマッチを防止する

➣企業内を活性化する

学 校

➣産業界のニーズを知り、教育カリキュラムの改善・

充実が図られる

➣企業に対する理解が促進され、連携が推進される

学 生

➣企業に対する理解が深まる

➣将来に対して、同様の目的意識を持っている社会人に

出会うことができる

➣現場における職業体験を通じ、自主性・独創性・実社会

の適応力を養える

いわき

商工会議所
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３．本年度インターンシップ事業実施内容 

平成 29 年 実施内容 

５月 

・インターンシップ参加事業所の募集開始（５月から 6 月 16 日まで） 

【募集告知について】 

①会員事業所及び、前年度受入事業所に対しダイレクトメール送付 

②いわき商工会議所ホームページ掲載 

③いわき商工会議所会報『ふろんてぃあ』へのチラシ折込み 

④FM いわき(いわき商工会議所インフォメーション)にて募集告知を実施 

６月 
・インターンシップ参加事業所申込み締切（6 月 16 日） 

➤ 随時、連携校へ参加事業所情報を提供 

７月 
・参加事業所と学生のマッチング作業 

 ➤ 参加事業所情報を基に、連携校にてマッチング作業を実施 

８月 
・インターンシップ実施（概ね９月下旬まで） 

 ➤ インターンシップ内容の取材（Ｐ11～12 参照） 

取材内容については、いわき商工会議所会報『ふろんてぃあ 10 月号』に掲載 

９月 
・インターンシップ事業に係るアンケートの実施（受入企業・参加学生） 

（Ｐ14～44 参照：いわき商工会議所会報『ふろんてぃあ４月号』に掲載） 

10 月・11 月 ・連携校にて、インターンシップ報告会開催（Ｐ13 参照） 

3 月 ・インターンシップ事業報告書取りまとめ 

 

４．本年度インターンシップ事業推進業務担当 

（１）事務局 

（２）連携校(その他) 

 

 

 

 

 

所 属 役 職 氏 名 

いわき商工会議所 中小企業振興部 部 長 佐藤 博史 

いわき商工会議所 産業振興課 課 長 伊藤 修 

いわき商工会議所 産業振興課 主 任 木村 剛 

いわき商工会議所 産業振興課 復興支援員 上遠野 ちひろ 

学 校・事業所 名 担当部署 

いわき明星大学 キャリアセンター 

東日本国際大学 キャリアセンター 

福島工業高等専門学校 学生課教務係 

いわきコンピュータ・カレッジ 就 職 課 

福島県 商工労働部雇用労政課 

株式会社マイナビ （F ターン受託企業）地域活性事業部 
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５．参加申込状況及び、マッチング結果について 

（１）業種別申込状況及び、マッチング結果                （単位：事業所、人） 

業 種 

参加申込 

事業所数 

(A) 

マッチング 

事業所数 

(B) 

マッチング

事業所率 

(B)/(A) 

参 加 

学生数 

参加学生の

業種別割合 

商 業 9 9 100％ 29 14％ 

建設業 8 7 87％ 19 9％ 

工業・製造業 17 13 70％ 44 21％ 

情報・サービス業 25 19 72％ 65 31％ 

公 務 125 27 22％ 43 20％ 

その他 17 6 41％ 10 5％ 

合 計 201 81 40％ 210 100％ 

※ 参加学生の業種別割合の算出：各業種における参加学生数÷参加学生数合計 

（２）過去の参加申込状況等                     （単位：事業所、人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施年度 

参加申込 

事業所数 

(A) 

マッチング 

事業所数 

(B) 

マッチング 

事業所率 

(B)/(A) 

参加学生数 

平成 12 年度 13 13 100.0％ 43 

平成 13 年度 40 37 92.5％ 98 

平成 14 年度 71 63 88.7％ 151 

平成 15 年度 92 86 93.5％ 207 

平成 16 年度 108 94 87.0％ 236 

平成 17 年度 114 89 78.1％ 203 

平成 18 年度 138 100 72.5％ 225 

平成 19 年度 153 96 62.7％ 257 

平成 20 年度 169 95 56.2％ 212 

平成 21 年度 171 100 58.5％ 241 

平成 22 年度 171 99 57.9％ 243 

平成 23 年度 東日本大震災の影響によりやむを得ずインターンシップ事業中止 

平成 24 年度 161 103 64.0％ 220 

平成 25 年度 207 90 43.5％ 205 

平成 26 年度 198 85 42.9％ 197 

平成 27 年度 198 78 39.4％ 185 

平成 28 年度 189 76 40.2％ 170 

平成 29 年度 201 81 40.3％ 210 
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（３）前年度との比較                           （単位：事業所、人） 

業 種 

平成 28 年度 (A) 平成 29 年度 (B) 比較増減 (B)-(A) 参 考 

各年度のマッチング

事業所数 

参加申込 

事業所数 

参 加 

学生数 

参加申込 

事業所数 

参 加 

学生数 

参加申込 

事業所数 

参 加 

学生数 

商 業 9 20 9 29 ±0 ＋9 ㉘8⇒㉙9(＋1) 

建設業 12 12 8 19 ▲4 ＋7 ㉘8⇒㉙7(▲1) 

工業・製造業 19 36 17 44 ▲2 ＋8 ㉘13⇒㉙12(▲1) 

情報・サービス業 28 65 25 65 ▲3 ±0 ㉘24⇒㉙18(▲6) 

公 務 113 30 125 43 ＋12 ＋13 ㉘17⇒㉙28(＋11) 

その他 8 7 17 10 ＋9 ＋3 ㉘6⇒㉙7(＋1) 

合 計 189 170 201 210 ＋12 ＋40 ㉘76⇒㉙81(＋5) 
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６．学校別参加学生数の内訳について  

（単位：人） 

学 校 商 業 建設業 
工業・ 

製造業 

情報・ 

ｻｰﾋﾞｽ業 
公 務 その他 合 計 

学校別 

割 合 

いわき明星大学 9 0 0 23 16 1 49 23％ 

東日本国際大学 2 0 0 3 0 1 6 3％ 

福 島 工 業 

高等専門学校 
3 19 34 15 22 8 101 48％ 

いわき 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｶﾚｯｼﾞ 
13 0 0 17 5 0 35 17％ 

その他 

(F ターン含む) 
2 0 10 7 0 0 19 9％ 

合 計 29 19 44 65 43 10 210 100％ 

 

【学校別のマッチング業種割合】 

  

商業 

18% 

工業・製造業 

16% 

情報・サービ

ス 

31% 

公務 

33% 

その他 

2% 

いわき明星大学 

商業 

33% 

工業・製造業 

17% 

情報・サービ

ス 

33% 

その他 

17% 

東日本国際大学 

商業 

3% 

建設業 

19% 

工業・製造業 

37% 

情報・サービ

ス 

13% 

公務 

20% 

その他 

8% 

福島工業高等専門学校 

商業 

37% 

工業・製造業 

9% 

情報・サービ

ス 

40% 

公務 

14% 

いわきコンピュータカレッジ 
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７．マッチング成立事業所一覧（受入学生数⇒あいうえお順） 

Ｎｏ 事業所名 業種区分 
受 入 

学生数 

１ 八幡印刷株式会社 情報・サービス業 14 

2 常磐共同火力株式会社 勿来発電所 工業・製造業 8 

3 平商事株式会社ヤマニ書房 商 業 8 

4 ゼビオ株式会社スーパースポーツゼビオいわき店 商 業 7 

5 いわき信用組合 情報・サービス業 6 

6 株式会社マルト 商 業 6 

7 株式会社ＦＳＫ 情報・サービス業 5 

8 株式会社東コンサルタント 建設業 4 

9 あすか製薬株式会社いわき工場 工業・製造業 4 

10 いわき芸術文化交流館アリオス 公 務 4 

11 いわき市環境監視センター 公 務 4 

12 河井順行税理士事務所 情報・サービス業 4 

13 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 工業・製造業 4 

14 東洋システム株式会社 工業・製造業 4 

15 トヨタカローラいわき株式会社 商 業 4 

16 ひまわり信用金庫 情報・サービス業 4 

17 アイ・ケイ・ケイ株式会社ララシャンスいわき 情報・サービス業 3 

18 アルパイン株式会社 工業・製造業 3 

19 いわき市水道局 配水課 公 務 3 

20 株式会社いわき市民コミュニティ放送 情報・サービス業 3 

21 株式会社いわき土地建物 情報・サービス業 3 

22 有限会社サポート ペットホテル「ポチの家」 情報・サービス業 3 

23 株式会社サンシャインいわき 情報・サービス業 3 

24 日栄地質測量設計株式会社 建設業 3 

25 株式会社東日本計算センター 情報・サービス業 3 

26 福浜大一建設株式会社 建設業 3 

27 古河電池株式会社 工業・製造業 3 
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Ｎｏ 事業所名 業種区分 
受 入 

学生数 

28 いわき市泉保育所 公 務 2 

29 いわき市会計室 公 務 2 

30 いわき市観光交流課 公 務 2 

31 いわき市教育政策課 公 務 2 

32 いわき市水質管理室 公 務 2 

33 いわき市文化振興課 公 務 2 

34 株式会社江東微生物研究所 その他 2 

35 国土交通省東北地方整備局 小名浜港湾事務所 公 務 2 

36 清水敏男後援会事務所 その他 2 

37 株式会社常磐エンジニアリング 工業・製造業 2 

38 常磐開発株式会社 建設業 2 

39 城北化学工業株式会社 工業・製造業 2 

40 新常磐交通株式会社観光事業部常磐交通観光 情報・サービス業 2 

41 タカハギ保険代行株式会社 情報・サービス業 2 

42 株式会社地質基礎 建設業 2 

43 株式会社 dreamLab その他 2 

44 株式会社東日本建設コンサルタント 建設業 2 

45 フタバコンサルタント株式会社 建設業 2 

46 アルパインマニュファクチャリング株式会社 工業・製造業 1 

47 ECC ジュニア関田西教室 その他 1 

48 いわき市いわき総合図書館 公 務 1 

49 いわき市植田公民館 公 務 1 

50 いわき市菊田保育所 公 務 1 

51 いわき市原子力対策課 公 務 1 

52 いわき市工業・港湾課 公 務 1 

53 いわき市産業創出課 公 務 1 

54 いわき市障がい福祉課 公 務 1 

55 いわき市商業労政課 公 務 1 

56 いわき市スポーツ振興課 公 務 1 
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Ｎｏ 事業所名 業種区分 
受 入 

学生数 

57 いわき市政策企画課 公 務 1 

58 いわき市地域振興課 公 務 1 

59 いわき市道路管理課 公 務 1 

60 いわき市都市計画課 公 務 1 

61 いわき市久之浜・大久支所 公 務 1 

62 いわき市立郷ケ丘小学校 公 務 1 

63 いわき市立平第五小学校 公 務 1 

64 株式会社クレハ環境 情報・サービス業 1 

65 国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 公 務 1 

66 堺化学工業株式会社 小名浜事業所 工業・製造業 1 

67 株式会社 JTB 東北いわき支店 情報・サービス業 1 

68 有限会社品川通信計装サービス 情報・サービス業 1 

69 社会福祉法人五彩会 その他 1 

70 株式会社常磐製作所 工業・製造業 1 

71 スウィン大教スイミングスクール その他 1 

72 株式会社タンガロイ 工業・製造業 1 

73 日化エンジニアリング株式会社 工業・製造業 1 

74 株式会社ハニーズホールディングス 商 業 1 

75 株式会社ハニーズ 商 業 1 

76 株式会社福島インフォメーションリサーチ&マネジメント 情報・サービス業 1 

77 ふくしま海洋科学館アクアマリンふくしま 情報・サービス業 1 

78 株式会社ワンダーファーム 商 業 1 

 

１ 常磐共同火力株式会社 勿来発電所 工業・製造業 9 

2 株式会社 NESI 情報・サービス業 5 

３ アルパイン株式会社 工業・製造業 1 

４ シオヤ産業株式会社 商 業 1 

５ ひまわり信用金庫 情報・サービス業 1 

６ 福島トヨペット株式会社いわき内郷店 商 業 1 

F ターンマッチング成立事業所 
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８．インターンシップカリキュラム事例 

〇発電所                 

月 

8:30～10:30 発電所の概要 

10:40～12:00 安全教育 

12:00～13:00 (昼食：社員食堂,休憩) 

13:00～15:30 発電設備概要 

火 8:30～15:30 ボイラー,タービン,発電機設備(7 号) 

水 8:30～15:30 ボイラー,タービン,発電機設備(8・9 号) 

木 

8:30～12:00 10 号機(IGCC)設備概要 

13:00～15:30 J-プラス 

金 8:30～13:00 取りまとめ(レポート),交通費支給 

 

〇 不動産業        

  1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

  

  

9:30～16:00 9:30～16:00 9:30～16:00 9:30～16:00 9:30～16:00 

    14:00 終了の場合有     

1 人目 

管理業務 売買 施工部 賃貸 PM 

データ入力   (現場確認等) (物件内見等)  (物件立ち合い等) 

 書類発送準備         

 書類整理         

2 人目 

売買 賃貸 施工部 管理 PM 

  (物件確認) (現場確認等) 駐車場区画作成 (物件立ち合い等) 

      書類作成等   

3 人目 

売買 施工部 管理 PM 賃貸 

  (現場確認等) 点検にて現場確認 (物件立ち合い等) (物件確認等) 

     書類対応     
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〇 公務  

 午前 午後 

1 日目 

事業内容説明 

復興グランドデザイン取組み説明 

庁内案内(食堂・売店等) 

まちづくり実践者ヒアリング 

地域おこし協力隊ヒアリング【遠野地区】 

2 日目 集会所現地確認同行 [薄磯・豊間・岩間] 
地域おこし協力隊ヒアリング 

地域振興方策の検討 

3 日目 
まちづくり実践者ヒアリング 

地域振興方策の検討 

集落支援員会議同席【田人地区】 

地域おこし協力隊ヒアリング【田人地区】 

4 日目 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険業務（入力、資料整理) 
災害公営住宅団地管理会役員訪問同席 

※心の復興関係事業 

5 日目 地域振興方策の検討 

6 日目 
地域振興方策の検討 

部長報告会 

中山間地域の暮らしを支える庁内検討会議同席 

報告書作成 

 

  午前 午後 

月 

スケジュール説明 

会社説明 

安全教育 

環境教育 

ビジネスマナー教育 

  

実習生の自己紹介 

技術開発本部説明 

技術開発部の取り組み説明 

大学・高専のテーマの説明 

(地域循環、地域事業への貢献を考える） 

各実習内容整理 

火 

「総合エネルギー構想 F/S 報告書・事業化計画申請書」 

を題材として地域循環を考える 

・廃棄物処理の課題と展望 

・総合エネルギー構想の意味 

・木質循環フロー、収支、経済性評価 

・課題の設定、質疑 

地域循環テーマⅠ「木質循環構想の取りまとめの実習」 

・木質循環システムを具現化するための課題と対応案 

課題の取り組み 

 

・課題への取り組み検討結果を踏まえた質疑、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

  

水 

有機物と可燃物のエネルギー循環を考える 

・生ごみの資源循環を考える 

適応技術の検討・評価 

・可燃性廃棄物のエネルギー循環を考える 

適応技術の検討・評価 

産業廃棄物処理の現状を学ぶ 

(廃棄物処理技術と現場視察) 

・廃棄物処理技術 

・施設見学 

・産業廃棄物処理に思うこと、自由討論 

木 

可燃性廃棄物回収の課題と対策 

・発生量、保管量、回収量を考えた適正回収システム 

・IoT を用いたシステム検討(実習生) 

有機物と可燃物のエネルギー循環への疑問 

・有機物の飼料化、肥料化、メタン化を考えてみる 

・なぜ燃やして処理するのか 

 など、自由な疑問を設定し論じてみる 

環境修復事業の見学 

(四倉町不法投棄地の環境修復現場見学) 

・環境修復見学の意見交換、自由討論 

  

  

  

  

金 

・総合エネルギー構想の復習 

・地域循環型社会への提案、実習のまとめ 

・質疑、修正、追加 

  

・地域循環型社会への提案を踏まえた討議 

・少子高齢化社会、地球温暖化の現実と未来について 

実習報告書作成 

人事部長講話 

〇 廃棄物処理・環境修復事業 
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９．インターンシップ風景 

 

 

                   

 

 

 

  

【体験先企業】八幡印刷㈱ 

身の回りにある広告の制作現場を間近に見ることができて、

チラシのデザインや色の組み合わせなど日常にあるものを

見る目や意識が変わりました。また業界に対して漠然として

いたイメージがより明確になりました。 

【体験先企業】㈱福島インフォメーションリサーチ＆マネジメント 

大学で学べないことをたくさん学べました。 

分析や資料作成など授業では課題として行っていましたが顧客に

提供するものには期限があり、期日まで計画して行わなければなら

ない厳しさを実感しました。 

今回学んだ分析や総合企画などを生かし、ステップをふんだイベン

トの企画・運営にも役立てたいと思います。 
日渡大輔さん 

オクラホマクリスチャン大学 マーケティング学科 

佐藤未奈さん 雨宮 環さん 和田 温さん 

いわき明星大学 地域教養学科  

仲野麗華さん 

いわき明星大学 地域教養学科 

【体験先企業】いわき市商業労政課 

「まちづくり」のキーワードにひかれて応募しました。学校での活

動や授業で様々な経験をしていく中でプロジェクトの企画運営や

地域振興の楽しさを知ってこのような仕事に就きたいと思ったか

らです。 

いわき市の活性化についてどんな事業を行っているか分かったの

で、所属する学生団体で担当する事業や大学の活性化につなげられ

るか話し合いたいと思いました。 

【体験先企業】㈱マルト SC 城東店 

ロゴを正面に向けたり、賞味期限などに注意しながら

主に品出しを行っていました。お客様の対応もしなけ

ればならないので慣れるまで戸惑いましたが、接客の

重要性や社員同士のコミュニケーションが不可欠で

あることなど多くのことを学びました。 

 

今野広宣さん(左) 

及川彰大さん(右) 

 

いわきコンピュータカレッジ システム設計科 

【体験先企業】古河電池㈱ 

商品となる製品の分析、品質の確認、開発された製

品の断面図をマイクロスコープで撮影したりしま

した。トライ＆エラーの多い仕事であるので、モチ

ベーションを維持することの大切さを現場で見る

ことが出来たことは良い経験でした。 

佐藤 涼さん 

福島工業高等専門学校 

電気工学科 
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【体験先企業】トヨタカローラいわき㈱小名浜店 

地元への就職を希望しており、車も好きで、サービス業や

営業職に興味があったので選びました。 

たくさんの車種の細かな仕様や特性の知識を持っているの

が素晴らしく、反応を見ながら個々人に合わせてお客様に

とってプラスになる車種の性能をすすめていくことに感動

しました。 

【体験先企業】東洋システム㈱ 

学校での説明会で話を聴いて、考え方が他社とは異なる

点や、電池をつくるのではなく電池の状態の検査に関わ

るという事業内容も面白いと感じて選びました。 

リチウムイオン電池のバッテリーの放電の特性を調べ

たり基盤を保護するコーティング剤の実験などを体験

しました。 

現場では自ら考えることが大事で様々な結果を予想し

ながら動く必要があると実感しました。この経験を生か

して、先生に言われたことだけでなく自ら考えて行動す

る積極性を持って視野を広く持ちたいです。 

【体験先企業】アイ・ケイ・ケイ㈱ララシャンスいわき 

食器などの手入れ、結婚式の準備や飾り付け、式の段取

りについてのミーティングへの参加、配膳などを体験し

ました。 

華やかなイメージがありましたが、多くの細かで地味な

作業に支えられていることを知り驚きました。また、披

露宴の受付の飾り付けを担当してみて、難しかったです

がお客様の笑顔につながるのだと実感して楽しく行うこ

とができました。 

F ターンインターンシップ推進事業参加者 

【体験先企業】常磐共同火力㈱勿来発電所 

震災を経験し、社会に貢献する電力の安定供給に関わる仕

事に興味がありました。 

安全面を第一として、各日の目標や責任感を持って業務に

取り組む姿は非常に参考になりました。大学で研究してい

る人工知能が使用できる可能性があるので福島の復興の

ために貢献できるよう頑張っていきたいと思いました。 

吉田温紀さん(左)佐藤善紀さん(右) 

福島工業高等専門学校 電気工学科 

長谷川夏子さん 

いわきコンピュータカレッジ システム設計科 

 

 

 

  

齋藤 司さん 

東日本国際大学 経済経営学科 

  

取材に応じてくださいました事業所の皆様、学生の皆様、お忙しい中ご協力ありがとうございました！ 

 

坂口彪雅さん 

千葉工業大学 経営情報科学科 
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10．インターンシップ報告会 

各学校で学生がインターンシップに参加した動機や将来についての考え、体験内容、体験して学ん

だことや感じたことなどを発表した。 

（１）報告会日程 

学 校 学 科 日 時 

いわき明星大学 － 平成 29 年 10 月６日(金)15：30～ 

東日本国際大学 － 平成 29 年 10 月 26 日(木)・11 月２日(木) 

福島工業 

高等専門学校 

電気工学科 平成 29 年 10 月５日(木) 

機械工学科 平成 29 年 10 月 12 日(木) 

建設環境工学科 平成 29 年 10 月 12 日(木) 

物質工学科 平成 29 年 10 月 20 日(金) 

コミュニケーション情報学科 平成 29 年 10 月 23 日(月) 

（２）報告会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

  

②東日本国際大学 

 2 日に分けて開催。発表時間 15 分・質疑応答５分で行われた。 

それぞれの発表後に先生方が講評や質問をしていた。 

①いわき明星大学 

地域連携センター長の挨拶・スケジュール説明後６教室に分かれ

て報告会が開催された。 

 発表時間は１人 10 分 

（発表５分⇒質疑応答・講評３分⇒入れ替え２分） 

実習先の担当者など関係者は教室を自由に移動して見学した。 

 

 

 

③福島工業高等専門学校 機械工学科 

参加した４年生の他に 3 年生も出席した。 

司会進行は休憩を挟んだ前半と後半で 2 人ずつ学生

が担当した。 

持ち時間は１人 3 分。同一実習先は 2 分×人数。 

時間厳守で行われた。 
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11．アンケート調査結果報告 

（１）アンケート実施概要 

  ① 調査目的 

   ・事業所におけるインターンシップ導入の動機や目的等の把握 

   ・学生のインターンシップ参加の動機や目的等の把握 

  ② 調査対象及び、調査票回収数(F ターン直接申込は含まず) 

   ・インターンシップマッチング事業所： 78 社（回収数： 37 社（回収率：47％）） 

   ・インターンシップ参加学生    ：191 名（回収数：174 名（回収率：90％）） 

  ③ 調査方法 

   上記対象にアンケートを送付（学生については、学校経由） 

   ＦＡＸ・メールによる回収 

   【アンケート期間：平成 29 年 9 月 25 日（月）～10 月 31 日（火）】 

    

（２）アンケート調査結果 

【 事 業 所 編 ： （ Ｐ 1 ４ ～ 2 4 ） 】 

Ｑ１．インターンシップ学生受入にあたっての目的をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 社会貢献（人材育成） 

② 職場内活性化のため 

③ 企業ＰＲのため 

④ 採用ミスマッチなどの防止 

⑤ その他 

５択回答 
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社会貢献 
（人材育成） 

70% 
職場内活性化のため 

3% 

企業ＰＲのため 

13% 

採用ミスマッチなど

の防止 

10% 

その他 

3% 



 

Ｑ２．学生の受入にあたり工夫した点・苦労した点などがございましたらお聞かせください。 

＊カリキュラムに関して 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊その他 

 

 

 

 

 

 

 

事業や企業訪問などが体
験できる時期に合わせて
受入れを設定しました。 

限られた時間の中で、ど
の業務を担当させるかを
調整するのに苦労しまし
た。 

挨拶などの一般的なマ
ナーから始まり、概要、
仕事内容、実務などを短
時間で学んでいただける
ようなカリキュラムに致
しました。 

技術系の部門が4部門あり、すべての部
門を体験できるように工夫した。 

少しでも多くの現場を見てもらえるよ
う、弊社スタッフの業務配置を考えな
がら受入れを工夫しました。 

実習内容に可能な限り現地
視察や付属機関の会議への
出席を取り入れるなどし
て、学生が多様な経験を積
めるよう努めた。 

当課の仕事を理解してもら
うため、内部事務から企業
訪問まで幅広い業務を経験
してもらえるよう努めた。 

できる限り机上の業務だ
けではなく、美術館や文
化施設等の現場の業務、
イベント準備の手伝いな
どにも取り組んでもらっ
た。 

顧客情報の管理につ
いても、お客様にご
迷惑をお掛けしない
よう、最大限の注意
を払いました。 

イベントの時期と重
なったため、ゆっく
りとお話をする時間
が取れなかったこと
が残念であった。 

人手不足の中での受
入となってしまい、
実施可能店舗が限定
されてしまった。 

学生の希望を考慮 

より多くの部署・仕事を体験できるよう工夫 

✽時間・日程の調整 
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学生が当館で学びたいことを聞き取り、
様々な制約のあるなかで、なるべく希望に
沿えるようにプログラムを組んだ。 

学んでいる学部(専攻)等を踏まえ、意
に沿うような業務内容とした。 

実習生が興味を持っているという内容を取り
入れることや実習課題の他、普段見ることの
できない工事や震災の現場の見学を取り入れ
ました。 

受入する学生によって研修内容を決定す
るため苦労している。 



 

 

Ｑ３．学生のインターンシップの取り組み姿勢及び学生に対する評価をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

● 学生の取り組み姿勢及び学生に対する評価の理由  

①『 大変良かった 』と答えた理由（34％） 

   

 

 

 

 

 

   

②『 良かった 』と答えた理由（42％） 

 

 

 

 

 

 

それぞれの学生の熱意が感
じられ、何事にも意欲的に
取り組んでいました。 

真摯に取り組む姿勢には好
感が持たれました。また、
自身の描く将来像について
の期待や不安、県内建設業
界の今後の展望、流れ等に
ついて本音トークができた
と思います。 

やや難易度が高いカリキュラ
ムにも積極的に挑戦しており
ました。 

勤務態度面について、真摯に耳
を傾けメモを取りながら進んで
質問するなど積極性が見られ、
また、生活態度面においても、
積極的に自分から挨拶するなど
周囲と良好な関係の構築に努め
ており、大変良かったと評価し
ている。 

非常にまじめで勤勉な
方であり、与えられた
役割を責任感を持って
やり遂げようとする姿
勢は大変良かったと思
います。 

仕事に対して真摯に取
り組む姿勢は評価でき
たし、知識を吸収しよ
うとする積極性が随所
に見られた。 

実習態度及び生活態度
は真面目であり、現地
調査や分析作業では積
極的に取り組んでい
た。 

就職を見据えた上でのイ
ンターンシップではない
とのことでしたので、少
し残念に思いました。(就
職を意識した上で参加し
ていた学生もいたため) 

全体的に明るく積極的
な学生が多かったが、
一部、本職務（接客)に
不向きな学生もいた。 

全体的に真面目であっ
たものの、研修先での
質問等については積極
性に欠けるところが
あったため 

① 大変良かった 

② 良かった 

③ 普 通 

④ あまり良くなかった 

⑤ 良くなかった 

５段階評価 
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大変良かった 

34% 

良かった 

42% 

普通 

13% 

あまり 

良くなかった 

9% 

無回答 

3% 



 

 

 

③『 普通 』と答えた理由（13％） 

 

 

 

 

 

 

④『あまり良くなかった』と答えた理由（9％） 

 

 

 

 

Ｑ４．受け入れ期間はどのくらいが適切だと思いますか。 

 

 

 

 

 

● 受け入れ期間に対しての理由 

  ①『 １～５日間 』と答えた理由（76％） 

 

 

 

 

 

   

業務に差し支えがない程度 

実務の体験よりも業務の
見学が多くなるため、長
期になると遊んでしまう
時間が多くなる。 

受け入れ対応の体制を勘案 

① １～５日間 

② ６～10 日間 

③ 11～14 日間 

④ 15 日以上 

４択回答 
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今年はコミュニケーションが
苦手な方が多かった。 

学生の取り組み姿勢にバラつき
があるので個別評価になりま
す。当館での実習を敢えて希望
しているのに当館について何の
下調べもしてこない学生につい
ては正直受け入れたくないと思
いました。 

昨年のアンケートにも同様の回
答をしたが、研修態度は真面目
であるが質問等があまり無く、
積極性に欠けており、やる気が
伝わってこなかった。ただ、個
人的に興味のある分野では多少
積極性が見られました。 

一日の参加で体調を崩してし
まい、最後まで実習できな
かった学生が一名いたのが残
念。 

1～5日間 

76% 

6～10日間 

13% 

11～14日間 

8% 

15日間以上 

3% 

子どもと触れ合うこと
もなく(接し方が分から
なかったと思うが)雑務
にも積極的に関わろう
とする姿がなかった。 

出勤の際に遅刻してく
ることが12日間中３日
あった。 

集中してパソコン操作
等のデスクワークへの
落ち着きに欠けていた
ことが残念でした。 



 

 

②『 ６～10 日間 』と答えた理由（13％） 

   

 

 

 

 

 

③『 11～14 日間 』と答えた理由（8％） 

  

  

 

 

 

④『 15 日間以上 』と答えた理由（3％） 

 14 営業日以下だと単純な作業程度に終わってしまうが、14 営業日以上あると様々なプロジェク 

トの核となるプランニングにも携わることができ、本人にとっても有益になると感じています。 

 

Ｑ５．次年度もいわき商工会議所主催によるインターンシップ事業に参加したいですか。 

 

 

 

 

 

スーパーですと１週間の流れ（平
日と週末の売り場変化と売上の違
い)を知るのに必要です。 

受入側としては大変ですが、事業
に携わり、何らかの結果や成果品
が得られる経験もさせてあげたい
と思います。そのためには5日間
では短いと感じました。 

学生が職場の雰囲気に慣れ、実習
内容を理解しながら多様な経験を
積むためには、2週間(10日)程度
の期間が適切と考える。 

参加したい 

63% 

未定 

31% 

参加しない 

3% 

無回答 

3% 

① 参加したい 

② 未 定 

③ 参加しない 

３択回答 
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本年度は5日間受け入れたが、もう少し
長期間の方が学生のキャリア選択の一助
となると思う。 

まず、勤務のサイクルに慣れ、スタッフ
と仲良くなるまでに1週間弱、加えて応
用度の高い仕事をしてもらい、達成感を
感じてもらって帰ってもらうとなると、
10日～2週間が望ましいと思います。 



 

● 参加の有無に対する理由 

  ①『 参加したい 』と答えた理由（63％） 

 

 

 

 

 

 

  ②『 未定 』と答えた事業所（31％） 

 

 

 

 

③「参加しない」と答えた事業所（3％） 

 専門の知識があるのとないのでは参加意識に大きな差があるため 

  

 

 

 

 

 

 

 

弊社スタッフの人数
による 

次年度の職場状況に
より参加の可否を判
断しますが、可能な
限り参加したいと考
えております。 

業務が繁忙となった
場合は参加が不可と
なる。 

※昨年度回答があった約 8 割の「参加したい」が 6 割強に減少している。「未定」との

回答が増加した結果であるが、その要因として中小企業特有の景気の動向や人員配置等

により左右されることも大きいが、学生の姿勢を挙げる事業所もあり、事業所、学校、

商工会議所との情報交換を含め、課題解決のための打ち合わせ等、連携を強化していく

必要がある。 
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優秀な学生の採用を目指すため 

係員も指導者側の立場に
立つことで職員の人材育
成にもつながっている。 

地域の宝である若くて優秀な
「人財」を育成したいから。 

採用状況が年々厳しく
なってきている中で、少
しでも興味を持ってもら
えるよう情報発信の一つ
のカードとして活用して
いきたい。 



 

Ｑ６．過去にインターンシップで受け入れた学生で貴社に就職した学生はいますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７．インターンシップ事業を実施しての感想やご意見などをお聞かせください。 

学生に対して 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

はい 

55% 

いいえ 

42% 

無回答 

3% 

熱心な学生を見て自分自
身が学生の頃こんなに熱
があったかなと思い大変
感心しました。 

コミュニケーション能力が
非常に高い方でしたので、
私たち職員も楽しく作業す
ることができました。 

受け入れた学生は礼儀正し
く、一生懸命で素晴らしい学
生であった。これからの就職
活動についても目標に向けて
頑張ってもらいたいと思っ
た。 

毎年学生を受け入れていますが、まず弊社に興味
を持った学生が来ることは無いのが少し残念であ
ります。学校の単位を取るため、どこでも良い
（楽そうな)所を学校から斡旋してもらったという
正直な声を聞いてしまうと、少しがっかりもしま
す。出来ればサービス業が好き、接客業が好き、
という将来の就職見込みのある学生に来てもらえ
ると、こちらも受け入れ甲斐があります。斡旋の
際のミスマッチを少しでも減らしていただけると
お互いにさらに良い時間が過ごせると思いまし
た。 

雨の中での現場実習や使い慣れ
ないCAD等のソフトの操作もあ
りましたが、素直な姿勢で取り
組むことができ、実習課題も成
果を上げることができたと思い
ます。今回のインターンシップ
の経験が今後の学生生活の一助
となれば幸いです。 

① は い 

② いいえ 

の２択回答 

※アンケートによると、過去にインターンシップを受けた学生がその事業所に興味を持

ち、就職するという経験のある事業所が 55％と半数を超えている。インターンシップ

を通し、就職する前に事業所の概要や仕事、職場の空気を体感することは重要で、離職

率も低減されるという。採用しても「思っていた仕事、職場ではない」と数年以内に辞

めてしまうケースの抑止力にも繋がっていると思われる。 
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職場の活性化・反省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見・改善点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類の提出が細かく評価の仕方もあ
いまいで大変でした。 

毎年お願いしていますがインターンシップでのとりまと
め機関が貴会議所、ハローワーク、学校単独など、多岐
にわたっていることから、いわき市内での統一したもの
があれば年間計画も立てやすいのですが。 

現場の活性化にもつ
ながり、良い形でで
きていると感じてい
ます。 

学生にとっては研修（学
習)であるが、職場として
は業務補助を担ってもら
えることもあり、歓迎し
たい。また、業務上も、
大学及び学生との交流・
接点が得られることは重
要と言える。 

当館も開館からまもなく10年が
経過し、様々な取り組みがルー
ティン化するなか、若者との仕事
ぶり、視点を通して、当方が学ん
だり、見直したりすることも多
く、ためになります。 

インターンシップは学生だけでな
く、受け入れる側にとっても業務を
見直す良い機会だと思いますので、
学生自身が「何のために何を学びた
いのか」といった目的をもって参加
していただきたいと思います。 

学生の求めるレベルを
提供することができな
かったと反省。 
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Ｑ８．当所（いわき商工会議所）及び各学校に対するご要望等ございましたらお聞かせください。 

当所に対してのご要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

授業の空きコマを活用した
長期間(短時間)インターン
実施の可能性についてご検
討いただけないでしょう
か？ 

インターンシップが就職に
つながるケースがあること
から、より多くの企業に参
加していただき、当該事業
を続けて欲しい。 

市外の大学や、市内大学等に通
う市外出身者にもインターン
シップの参加を呼びかけて欲し
い。 

アンケート用紙は事前に配布し
ておいた方が、終了後すぐに記
入できるので、早めに送付願い
たい。 

インターンシップ事業へ申し込みはしていない中で、商工
会議所様からご紹介を受け、受入することを実施いたしま
した。今後も、申し込みはしていなくても、マッチングす
る学生がいるという会社が、当社以外にも特に零細企業で
はあると思いますので、当社を含め申し込みしていない会
社へも是非紹介いただければ有難いです。 

カリキュラムのひな形
があれば助かります。 

あまりこの事業において
の商工会議所様の顔が見
えないような気がしま
す。 

積極的に受け入れはするが、
「事業所任せ」なところがあ
ると感じる。 
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各学校に対してのご要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：学生受入にあたり支給した各種手当について 

 

  

前もって具体的にどのよ
うな業務をしたいかなど
の要望をいただけると受
入側として実施していた
だく内容の選択がしやす
くなるかと思います。 

事前に学生が希望する研
修内容を具体的に伝えて
いただければ、可能な限
り希望に沿ったカリキュ
ラムを組みたいと考えて
おります。 

学生への事前指導（挨
拶・返事・服装・身だし
なみ・心構え等）をお願
いいたします。 

事前の指導が個々に理解
されていないようです。
受け入れ側の仕事内容、
参加態度など指導してい
ただけると助かります。 

事前の準備物や受講時
間、服装等についての連
絡を学校を経由するのか
学生に直接連絡するのか
を明確にしてもらいた
い。 

最初から興味がない学
生が来るのはどうかと
… 

全員に、略歴等がわか
る簡単な履歴書などを
提出して欲しい。 

単位取得の一環かもし
れないが、当社を強く
希望する学生のみにし
て欲しい。 

今回の学生は、学校側が一人一人にパソコン
を支給している大学だったので、インターン
用にパソコンを揃えたり、空けて対応する等
もなく、本人のパソコンを使用し業務にあ
たってもらうことができたので助かりまし
た。企業によっては持ち込みパソコンが禁止
されている場合もあるかと思いますが、学生
が学校から貸与されるパソコンがあると、当
社の場合では非常に助かります。 

「心構え」を明確に伝
えて欲しい⇒学ぶ姿勢
やヤル気が感じられな
いと受け入れ側として
も非常に困る。 

《日当の支給》 《交通費の支給》 《食費の支給》 

実費支給や１日\1,000～1,550 １日\300～\1,000 の支給や弁当 

事前の準備・指導について 

日額\5,100 
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支給した

3%

支給しなかった

97%

支給した

16%

支給しなかった

84%

支給した

11%

支給しなかった

89%



 

Ｑ9-1．お申し込みの際に福島県が実施する F ターンインターンシップ事業へ参加を希望されましたか。 

 

 

 

 

 

● 参加の有無に対する理由 

①希望したと答えた理由 

 

 

 

②希望しないと答えた理由 

一度説明をしていただきましたが、当社の方で対応できてないところもあり一旦保留になり参加に

至りませんでした。 

 

Ｑ9-2．次年度も実施する場合参加を希望されますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①希望すると答えた理由 

 その後当社でも対応できるようになったため 

②希望しないと答えた理由 

 インターンシップの基準をある程度制限しているため。 

③無回答の理由 

 現段階ではどちらとも言えません。会社の規模が小さい当社のような場合は、その都度都度対

応できるかどうか、時期が迫ってこないと判断できないところがあります。 

幅広く学生を見てみた
かったからです。 

市外・県外にも情報発
信していただけるため 

採用活動の一環として、
市内ばかりでなく広く当
社を知っていただき、興
味を持ってもらい、応募
者の範囲を広くしたい。 

はい 

21% 

いいえ 

79% 

希望する 

24% 

希望しない 

6% 無回答 

61% 

① は い 

② いいえ 

２択回答 

 

① 希望する 

② 希望しない 

２択回答 
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① 希望業種 

② 希望企業 

③ 学校からの勧め 

④ 家族からの勧め 

⑤ 受け入れ条件の良さ 

⑥ その他 

の６択回答 

【 学 生 編 ： （ Ｐ 2 5 ～ 4 4 ） 】 

Ｑ１．インターンシップ参加の動機や目的をお聞かせ下さい。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２．希望職種をお聞かせ下さい。 

  第一希望 第二希望 第三希望 

第 1 位 公務 公務 電気・ガス・熱供給・水道業 

第 2 位 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 公務 

第 3 位 建設業 サービス業 製造業 

第 4 位 情報サービス業 製造業 情報サービス業 

第 5 位 金融・保険業 建設業 サービス業 

 

Ｑ３．実習先企業を選んだ理由をお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

希望業種 

38% 

希望企業 

10% 

学校からの勧め 

24% 

家族からの勧め 

5% 

受け入れ条件の良さ 

17% 

その他 

4% 

無回答 

2% 

66 

66 

98 

35 

89 

69 

19 

3 

26 

14 

57 

3 

0 50 100 150

業種の実情を知りたかったため 

勉強と実社会との関連性を見つけたかったため 

職業や業種に向いているのかを選択するための経験として 

今後の学生生活の目的を明確にするため 

「働く」ということはどのようなことなのかを知りたいと思ったため 

学校での単位取得のため 

インターンシップ先が就職希望の企業等であったため 

卒論・修論のテーマを見つけるため 

ビジネスマナーを身につけたかったため 

専門分野に関する業界の実情を知りたかったため 

社会経験を通じて自分が足りない能力を見つけたかったため 

その他 
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Ｑ４．実習内容はどうでしたか。 

 

 

 

 

 

 

● 実習内容に対しての理由 

  ①『 大変充実していた 』と答えた理由（51％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②『 充実していた 』と答えた理由（36％） 

 

 

 

 

大変充実していた 

51% 
充実していた 

36% 

普通 

11% 

充実していなかった 

1% 

無回答 

1% 

身近な物に用いられてる
ものに自分が学んでいる
内容が利用されているこ
とを知ることができたか
ら。 

自分の興味のある実習に変
更していただき、とてもよ
い経験ができたため。 

職場や現場の雰囲気が良
いことが分かるととも
に、女性が働きやすい制
度も説明していただいた
ため、良かった。 

実際に現場に出ることに
よって自分の足りないと
ころが何かを痛感でき
た。 

実習のゴールが明確に作
られており、それに向け
たカリキュラムで進み、
無駄がなかった。 

5日間通していろいろな
実習課題を用意して下さ
り、学ぶことが多かった
です。 

複数の部署でいろいろな
体験ができたため。 

スケジュールをしっかり
と組んでいただいたた
め、時間を有効に使うこ
とができた。 

毎日、目的がしっかりあ
り、それを達成すること
ができたため。 

実習内容は企業説明が多
く、体験が少なかった。
しかし、企業について
しっかり理解でき、先輩
方の話も聞けたので良
かった。 

仕事はどのようなものかとい
うことを体験させてもらっ
た。個人情報が多いので実際
の現場に行くことはなかった
が、シュミレーションや話を
たくさん聞くことができた。 

電話対応がメインだった
のですがもう少し違うこ
ともしてみたかった。 

① 大変充実していた 

② 充実していた 

③ 普 通 

④ 充実していなかった 

４択回答 
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  ③『 普 通 』と答えた理由（11％） 

 

 

 

 

 

 

 

④『充実していなかった 』と答えた理由（１％） 

 満足に業務をこなせなかったため。 

 行き当たりばったりで実習の内容を考えていたように感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な場所に行き、実際
にいろいろな方からお話
を聞いて大変良かった。 

初体験のことが多く、勉
強になる部分が業務とし
ても社会人としても多く
あったため。 

社会人としての心構えや
マナーについて実習を行
えてためになりました。
難しいとは思いますがも
う少し業務的なこともで
きればよかったと思いま
した。 

学校で習っている専門的な
ことが実際の仕事でどのよ
うに生かされているのかを
身をもって体験することが
できたため。また、様々な
経験を積むことができたか
ら。 

自分の知識の浅さを体感
できたから。実際の開発
現場を見るという目的を
達成できたから。 

インターンシップを通し
て、自分が今後どのよう
な仕事をしたいのか、ど
うなりたいのかを考える
ことができたため。 

所属した部門の仕事内容
をもう少し知りたかっ
た。しかし、物流やビジ
ネスマナーなどは十分に
学べた。 

見学が多く、あまり実務
を経験できなかったか
ら。 

主に接客などの業務体験
がほとんどだった。経営
の内容にもう少し踏み込
んだ業務をさせてもらい
たかった。 

5日間で出来る仕事は限
られているから。 

いろいろな説明を受けた
り、会議や勉強会に参加
させて頂いたのはありが
たかったが、全体的に手
持ち無沙汰な時間が多
かった。 

※「大変充実していた」「充実していた」との意見が約９割となった。充実している理

由として「貴重な社会経験を積むことができ、学習での理論を踏まえた実践」や「自己

分析」を挙げることができる。特に「自分の興味のある分野にある会社や業種を知るこ

とができ、足りない部分がわかった」という意見により、学生の就職への認識を新たに

し、自分の望む就職へ繋がる動きへと学生を誘導していくきっかけとなっていることが

伺える。 
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Ｑ５．参加した実習の日数についてどう思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

● 参加した実習の日数に対しての理由 

① 『 長かった 』と答えた理由（8％） 

 

 

 

 

 ②『 適当だった 』と答えた理由（71％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容は充実していたが、
後半の日数は同じ作業が
続いた為。 

仕事内容がとても大変
だったため、とても長く
感じました。 

とても充実していたが、
実習内容がとても大変
だったため長く感じた。 

5日間という日数が最後ま
でいい緊張感を持って取り
組めた一因だと思います。 

実習の内容も充実していて、
日数が短かったとは感じませ
んでしたし、およそ1週間程
だったので、実際に就職した
際の様子をイメージしやす
く、適当な日程だったと思っ
たからです。 

時間が過ぎるのが早いと
感じるほどに充実してい
たので、長すぎず、短す
ぎない適当な期間だった
と思います。 

もっと詳しく見学を行い
たかったが、企業先がお
忙しいところ受け入れて
下さったので満足した。 

色々な方からお話を聞
き、自分の考えをまとめ
るには適当な日数だっ
た。 

① 長かった 

② 適当だった 

③ 短かった 

の３択回答 
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長かった 

8% 

適当だった 

71% 

短かった 

20% 

無回答 

1% 



 

 ③『 短かった 』と答えた理由（20％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3日 

14% 
4日 

7% 

5日 

65% 

6日 

7% 

14日 

7% 4日以下 

11% 

5日 

81% 

６日 

2% 

11日以上 

9% 
10日 

5% 
1日 

6% 

3日 

14% 
4日 

9% 

5日 

54% 

8日以上 

17% 

もう少し長く体験して、
より深くその企業につい
て知り、学びたかったで
す。 

仕事の内容に慣れるには
十分な期間だったが、自
分から何かを提案し、計
画を立てて実行するには
短い時間だったと思う。 

教えてもらったことを活
かす場所を設けていただ
ければなお良かったと思
うのでもう少し長くして
いただきたい。 

やっと仕事に慣れてきた
ところで終了してしまっ
たから。 

もっと深く仕事の内容に
ついて触れてみたかっ
た。 

《長かった》 

（回答割合：8％） 

《適当だった》 

（回答割合：71％） 

《短かった》 

（回答割合：20％） 

《回答別の実習日数》 

上記のグラフから、実習日数については５日間という実習先が多かったことがわかる。多くの学

生は、一週間程度（５日）が参加しやすく、会社の仕組みや業務内容・仕事の流れ、雰囲気を知る

ことができ、かつ、実際に業務に携わるにはちょうど良い期間であると考える。一方で、５日間で

は「短かった」との回答もあった。その理由としては「仕事に慣れたころに終わってしまった」「も

っと深く仕事の内容について触れてみたい」とあるように、実習への意識の高い学生も多いことが伺え

た。 

 また全国的にみると、１日、２日のインターンシップである「ワンデーインターンシップ」も実

施されており、大学１，２年生を対象にしているケースが多い。事業所を見学し概要を把握すると

ともに次年度に実施するインターンシップに備える役割もあることから、市内の学校と共にその効

果を確認しつつ、当所としても検討していきたい。 
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Ｑ６．インターンシップに参加して良かったですか。また、その感想やご意見などをお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

● 参加しての感想に対しての理由 

  ①『 良かった 』と答えた理由（89％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 『 普 通 』と答えた理由（9％） 

 実務を多く経験したかった。 

 自分の志望した場所に行けなくて少し残念だった。 

良かった 

89% 

普通 

9% 

良くなかった 

1% 
無回答 

1% 

実際の企業で、今学んで
いることが用いられてい
るということを実感でき
た。今後の授業や実験へ
の取組み方が良いものと
なるきっかけになったと
思う。 

普段自分が関わる機会のない
人たちとの交流の経験が今後
生活に役立てることができる
と思ったからです。 

自分に欠けているスキ
ルを知ることができ、
今後意識して生活して
いこうと感じられたか
らです。 

参加の目的をきちんと
達成することができ、
非常に有意義な時間
だったと思います。  

会社は一人一人の責任から
成り立っていることを知
り、それぞれの役割を果た
すことが重要で社会人の責
任の大きさを実感した。ま
た、仕事は一人ではできな
いということを学び社内の
コミュニケーションが必要
不可欠であることを理解し
た。 

どのような業務にやり
がいを感じているのか
を知ることができたた
めです。 

インターンシップに参加した
企業に就職したいと思った。 

上の立場の方と接する機
会を作っていただいた
り、担当して下さった方
が真剣に向き合って下さ
り普通なら入社しなけれ
ばできないようなことを
体験させていただきまし
た。 

① 良かった 

② 普 通 

③ 良くなかった 

の３択回答 
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③ 『 良くなかった 』と答えた理由（１％） 

 自分がやりたい業種を体験したかった。企業とのコミュニケーションがうまくいかなかった。 

 ほかの業界に興味が出たため。 

 

約９割の学生からインターンシップに参加して「良かった」との回答をいただくことができた。“働

く”ことの責任を踏まえ、大変さや厳しさを肌で感じたことで“働く”ということを再認識し、業種や

業務内容等を知ることで、自分が希望していた業種や職種等に向いているか、今の自分に足りないもの

の再確認・発見等、貴重な経験となったことが伺える。 

 課題として、マッチングに関し「不満」とする意見もあり、学生と事業所を繋ぐマッチングをより適

正に行えるように、会議所を含め学校、学生、企業の連携を強化する必要がある。 

 

 Ｑ７．今回のインターンシップ経験は将来設計やキャリア設計に役立つと思いますか。 

また、この経験を今後どのように生かしたいですか。 

 

 

 

 

 

 

● 将来設計・キャリア設計に対しての理由 

 

① 『 大いに役立つ 』と答えた理由（35％） 

 

 

 

 

 

 

将来希望しているところ
だったため、進路を決め
る際に参考にできるので
役に立つと感じた。 

就職した時にこのイン
ターンシップの経験で心
構えが出来た分、少し余
裕を持つことができる。
必要なビジネスマナーを
把握することができる。 

自分がどのような勉強を
するべきかが分かったた
め。 

自分の長所と短所がはっ
きりしたため。 

自分のやりたいことが前
よりも明確になったた
め。 

会社に貢献することは社
会に貢献することに繋
がっていると学び、今や
るべきこと、今できるこ
とは何かを考えて行動す
るきっかけになった。 

① 大いに役立つ 

② 役立つ 

③ どちらともいえない 

④ 役立たない 

の４択回答 
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大いに役立つ 

35% 

役立つ 

55% 

どちらともいえない 

9% 

無回答 

1% 



 

②『 役立つ 』と答えた理由（55％） 

 

 

 

 

 

 

② 『 どちらともいえない 』と答えた理由（9％） 

 

 

 

● 今後どのように生かしたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的意識を持って学校生
活を送るのに生かす。 

今回体験したことが実際
に仕事としてできるよう
にしたい 

採用情報について知れた
のでそれを参考にしたい 

指導する立場になると
いうことは相手をよく
見て観察する力が必要
だと感じたので今後に
生かしたい。 

人前で話したりすると
き笑顔を絶やさず、相
手にも聞こえる声で話
したい 

今回、問題と感じたこ
とを元に、自分がどの
ように貢献できるのか
を考え、具体的にどの
ような仕事をしたいの
か考えたい 

就職する企業を考えると
き、企業の雰囲気や理念
に目を向けることが大事
だと知ることができた。 

資格など、働く前に何を
勉強しておくべきかよく
分かったから。 

お客様に対する言葉遣い
やマナーを知ることがで
きた。責任を持つことの
大切さについて実感し
た。 

インターンシップを経験
したことで面接の材料に
もなる。 

就職先として視野に入れ
たいと思ったから。 

将来どのように働くの
か、より明確になった。 

希望していた業種でな
かったため。 

その職種に就くかどうか
分からないから。 

ほかにやりたいことが見
つかるかも知れない。 

約９割の学生がインターンシップ経験は将来設計やキャリア設計に「大いに役立つ」「役立つ」 

と回答している。特に、希望業種（希望企業）での実習を行った学生については、「（就職へ向け）今

やるべきこと、今できることは何かを考えて行動するきっかけとなった」「（受入事業所に）就職した

時に経験により、余裕が持てる」等の意見が出された。 

 また自分の就職への方向性に関する意見のほか、「ビジネスマナーが分かった」「事業所の理念の重

要性を考えるようになった」等、社会人の「第一歩」となる体験を実感している意見も見受けられた。 
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Ｑ８．後輩へのアドバイス及び、今後の要望・改善点などがあればお聞かせ下さい。 

後輩へのアドバイス  

 

 

 

 

 

 

 次年度以降参加する後輩のための学校への改善点・要望 

 

 

 

 

 

 

 

いわき商工会議所への改善点・要望 

 

 

 

 

 

 

自分の参加したいイン
ターンシップが体験す
るものではない場合も
あります。そういう人
はやめるのではなく２
つ行き、就活にも将来
選びにも使えるイン
ターンシップにしてほ
しいと思いました。 

インターンシップに行
く前に限らず、メモ用
紙、ボールペンなどを
持ち事前に質問等を用
意しておくこと。 

社会に出て気をつけ
なければならないこ
とや働くことについ
ての大切さを後輩に
学んでほしい。 

迷ったら両方行った
方が良い。 

どんな部署でも人を
納得させる説明が大
事。 

企業先で注意したいこ
となどを教えて欲しい
です。インターンシッ
プという情報があまり
なかったように感じま
した。学校からはっき
りとした考えがわから
なかったのでわかるよ
うにして欲しいです。 

インターンシップ先の
実習内容がわからない
まま行ったので、少し
でも分かっていると内
容の予習などができる
と思いました。 

インターンシップを選
択制にしてほしい。 

インターン先の感想な
どを手軽に聞けるよう
にするべき。 

単位が1だったので、2
にして良いと言えるほ
ど満足できたので、単
位を2に変更しても良
いと思った。 

もう少し、職種の種類を
増やしてほしいです。 

もう少し、企業を選べる
ようにして欲しい。 

もう少し早めにインター
ン先を知りたい。 
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 次年度以降参加する後輩のための事業所への改善点・要望 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ９．最後に、実習先でお世話になった方にメッセージをお願いします。(受入学生数順)（受入学生

数⇒あいうえお順）（受入学生数⇒あいうえお順） 

八幡印刷株式会社 

短い 4 日間大変お世話になりました。社会に何も分からない新人の私にたくさんの助けをいただき

ました。楽しい、そして充実の 4 日間を過ごしました。本当にありがとうございました。 

短い間でしたが、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

お忙しい中、丁寧にお教え下さりありがとうございました。 

分かりやすく、丁寧に教えてくれてありがとうございました。 

今回のインターンシップは自分にとってとても大切な経験となりました。インターンシップで学ん

だことを今後の勉強や社会生活に生かしていきたいと思います。 

お忙しい中時間を割いていただきありがとうございました。今後のご発展をお祈りいたします。 

5 日間に渡り、至らぬところ多々あった自分に優しくご指導下さりありがとうございました。ここ

での貴重な体験を将来に生かしていきたいと思います。本当にありがとうございました。 

インターンシップでは、大変お世話になりました。インターンシップで教えていただいたことを思

い出しながら就職活動を頑張りたいと思います。 

親切なご指導ありがとうございました。 

インターンシップでは大変お世話になりました。ありがとうございました。この経験を就職活動に

生かします。 

今回はお忙しい中、インターンシップを受け入れていただきありがとうございました。インターン

シップでの経験と学んだことを生かし就職活動に臨みたいと思います。 

色々とご迷惑をかけましたがお世話になりました。 

自分の足りない知識や技術、人間関係を築くよいきっかけになりました。ありがとうございました。 

実習の際は大変お世話になりました。インターンシップで学んだことを生かし、頑張っていきたい

と思っています。ありがとうございました。 

社員の方ともっと話す
機会があると嬉しいで
す。  

是非今後もインターン
シップの募集を続けて
ほしい。 

可能であれば、多少日
数が長くなっても構わ
ないので、より多くの
部署で見学や実習を行
いたかった。 

もう少し、資料などが
あると、インターン
シップ後に勉強しやす
いのかなと思いまし
た。 

実習の時間配分をバラ
ンス良くして欲しい。 

始業時間を少し遅め
て欲しい。 
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常磐共同火力 株式会社 勿来発電所 

5 日間お世話の方ありがとうございました。お忙しい中、受け入れて下さったこととても感謝して

おります。今後の生活にどう活かすのか、どのような知識が必要なのかが今回で明確になりました。

本当にありがとうございました。 

5 日間の間貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。 

今回のインターンシップでいろいろなことを学びました。その全部教えていただいた常磐共同火力

会社の皆さん大変お世話になりありがとうございました。 

常磐共同火力株式会社勿来発電所総務グループの皆様 5 日間大変お世話になりました。今回のイン

ターンシップを通して得た経験や知識を今後に生かしていきたいと考えています。この度は誠にあ

りがとうございました。貴社のますますのご発展と皆様のご多幸をお祈り申し上げます。 

今回は大変お世話になりました。 

お忙しい中、5 日間火力発電所について説明いただきありがとうございました。 

平商事株式会社ヤマニ書房 

接客業と聞いてかなり緊張してしまいましたが思ったより楽しかったです。本当にありがとうござ

いました。 

インターンシップ大変お世話になりました。お時間をいただいただけでなく、暖かく迎えてくださ

ったこと、なんとお礼を申し上げてよいやら、本当に感謝の言葉もありません。 

何から何まで丁寧に指導していただき、本当にありがとうございました。 

自分の視点が変わる、非常に良い体験ができました。ありがとうございました。 

大変ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。今回のインターンシップで明らかになった自身

の欠点と真摯に向き合いたいと思っています。ありがとうございました。 

おどおどして事務所に入ることすらためらって不審者と化していた私に温かく声をかけて下さり、

ありがとうございました。その他も至らないところを優しく接して下さり、嬉しかったです。ご迷

惑を大変おかけしましたが 5 日間お世話になりました。 

優しく丁寧に業務内容を教えていただきありがとうございました。将来就職した際、仕事に対する

熱意を持てそうです。本当にありがとうございました。 

忙しいなか、丁寧に業務のことを教えていただきありがとうございました。おかげで充実したイン

ターンシップにすることができました。 

いわき信用組合 

希望業種である金融業界について詳しく知ることができて良かったです。また地域に対する強い思

い入れを感じました。1 日の中で気づいたことを今後の活動に活かしていきたいと思います。 

貴重なお時間ありがとうございました。インターンシップで学んだことを将来に生かしていきたい

と思います。 

1 週間という短い間でしたが、ありがとうございました。 

みなさんとても親切で明るく 5 日間とも楽しくリラックスしながら実習に臨むことができました。

地元就職の魅力にも気づくことができました。ありがとうございました。 
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ゼビオ株式会社スーパースポーツゼビオいわき店 

3 日間という短い期間でしたが、とても楽しかったです。3 日間で学んだことを生かして今後の学

生生活を送りたいです。そして私たちのために時間を割いて教えてくださり本当にありがとうござ

いました。 

3 日間という短い期間でしたが、とても勉強になった 3 日間でした。ありがとうございました。 

慣れない作業に戸惑うこともありましたが、丁寧に教えて下さったので焦ることなく作業すること

ができました。もし来年、後輩たちが伺うことがありましたらよろしくお願いします。この度は本

当にありがとうございました。 

大変お忙しいところ丁寧に対応して下さりありがとうございました。 

働くうえで必要なことを学べたと思います。今後の活動に生かしていきたいです。 

社会経験の少ない私に、色々と教えていただきありがとうございました。 

株式会社マルト 

会社の作業を体験することができたので貴重な時間をありがとうございました。 

5 日間ありがとうございました。教えてもらったことは今後の就職活動に活かしていきたいと思っ

ています。お忙しい中本当にありがとうございました。この経験大切にします。 

今回はインターンシップでとても良い経験をできました。この経験を今後の人生に活かせるよう努

力したいです。 

株式会社 FSK 

私達のために貴重な時間を割いていただきありがとうございました。今回の経験は、これからの人

生に深く関わり私自身も成長できた 5 日間でした。 

インターンシップとして株式会社 FSK のこと業種のこと、仕事だけではなく様々なことを学ぶこと

ができました。この体験を生かし、これからも頑張りたいです。ありがとうございました。 

インターンシップでは大変お世話になりました。現時点では貴社のお役に立ちたいと考えておりま

すので来年は是非よろしくお願い致します。本当にありがとうございました。 

とても緊張した 5 日間でしたが、楽しく学ぶことができました。5 日間ありがとうございました。 

株式会社東コンサルタント 

5 日間本当にありがとうございました。これからもお仕事頑張って下さい。 

この度は本当にありがとうございました。 

進路相談について大変ためになりました。またコンサルタント業務の一端を体験することができ、

今後に生かしていきたいです。ありがとうございました。 

東コンサルタントの皆様、特に実習時に困り悩んだとき助言助力頂いた方に厚く御礼申し上げます。 

あすか製薬株式会社いわき工場 

お忙しい中、機械の説明や実習のご指導をして下さり本当にありがとうございました。今回の経験

を今後の人生に役立てたいと思います。 

自分の知りたいことや知らないことが知ることができました。このことを自分の糧にしていきたい

と思います。今回はありがとうございました。 
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1 週間とてもお世話になりました。ありがとうございました。 

体験させていただいたことを活かしてこれからの勉学に励みたいと思います。お世話になりました。 

いわき市環境監視センター 

実習で得たことを進路に生かしたいと思います。ありがとうございます。 

とても充実した日々でした。本当にありがとうございました。 

大変良い経験になりました。今後の進路選択に活かしたいと思います。ありがとうございました。 

受け入れてくれてありがとうございます。 

河井順行税理士事務所 

5 日間、分からないことや、初めてのことに対して熱心にご指導していただき、本当にありがとう

ございました。 

何も分からない状態でしたが、一つひとつ丁寧に教えて下さってありがとうございました。5 日間

のインターンシップで学んだことを無駄にせず、今後の高専生活を頑張りたいです。 

今回、河井順行税理士事務所でインターンをさせていただき、本当にありがとうございました。と

ても勉強になりました。インターンを行った 5 日間は、自分の将来設計に役立ちました。 

5 日間受け入れて下さり、ありがとうございました。今回学んだことをこれからの学校での授業や、

社会に出てから生かしていきたいと思います。 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

大変お世話になりました。体験できないような実験を行わせていただいたことは今後の財産となる

はずです。ありがとうございました。 

本当にありがとうございました。 

5 日間本当にありがとうございました。 

ありがとうございました。 

インターンで教わったことは様々なことで役に立つことなのでそれを生かしてこれからを過ごして

いきます。 

東洋システム株式会社 

東洋システム株式会社の皆さん、5 日間大変お世話になりました。今回の実習で得た知識を活かし、

今後の学生生活を送りたいです 

5 日間本当にありがとうございました。 

短い期間ではありましたが、本当にお世話になりました。これからの自分の将来を考えていく時期

に、とても大きな経験をさせていただきました。ありがとうございました。 

お世話になりました。 

トヨタカローラいわき株式会社 

お忙しいところたくさん指導していただきありがとうございました。 

4 日間、大変お世話になりました。とても貴重な 4 日間になりました。相手のことを気遣うことな

どの大切さを改めて実感しました。今後、学校生活や就職活動に生かしていきたいと思います。 
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6 日間お世話になりました。ありがとうございました。貴重なインターンシップになり勉強になり

ました。今後、生かせるように頑張ります。 

接客における基本を丁寧に教授して頂き、本当にためになりました。インターンシップ先として貴

社に配属されて本当に良かったです。 

ひまわり信用金庫 

これからもお仕事を頑張ってください。 

5 日間にわたって面倒をみていただき本当にありがとうございました。学んだことを活かせるよう、

これからも精進していきたいと思います。 

貴重な経験をさせていただき、多くのことを学ぶことができました。5 日間大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

アイ・ケイ・ケイ株式会社ララシャンスいわき 

素晴らしい経験をさせて頂きありがとうございました。 

お世話になりました。 

目的を持って頑張りたいと思います。 

アルパイン株式会社 

お忙しい中受け入れて下さり、大変ありがとうございました。今回の経験を今後の学校生活あるい

は将来に活かしていきたいです。 

みなさん優しく接して下さり、充実した 5 日間を過ごすことができました。ありがとうございまし

た。 

いわき市水道局配水課 

5 日間大変お世話になりました。今回の貴重な体験を今後の学校生活に生かしていきたいです。本

当にありがとうございました。 

授業では学べないことをたくさん知ることができたインターンシップでした。今後も勉学に励んで、

頑張りたいと思います。ありがとうございました。 

5 日間本当にありがとうございました。これからの高専生活に生かしていきたいです。 

アルパイン株式会社  

ありがとうございました。 

5 日間お世話になりました。ありがとうございました。 

株式会社いわき土地建物 

非常に得るものが多く、もっともっと学びたいと思う充実したインターンシップとなりました。5

日間本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

充実したインターンシップで自分の今後のキャリア設計に大きな影響を与えてくれるようなきっか

けとなりました。 

5 日間ありがとうございました。 
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国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所 

視察や演習を通して所内の雰囲気などを知ることができました。楽しく教えていただき、ありがと

うございました。 

インターンシップという貴重な機会をいただいて本当にありがとうございました。ご指導や案内を

していただくとともに、質問にも丁寧に答えて下さり感謝しています。 

有限会社サポート ペットホテル「ポチの家」 

ありがとうございました!!犬かわいかったです。 

分からないところなど、分かりやすく教えていただきありがとうございました。 

ありがとうございました。 

株式会社サンシャインいわき 

いろいろ大変かと思われますが、頑張って下さい! 皆さんの明るさならホテルに来るお客様もきっ

と元気になると思います!! 

貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

日栄地質測量設計株式会社 

忙しい中、実習では大変お世話になりました。今後の学校生活にこの経験を生かしていきたいと思

います。ありがとうございました。 

様々な現場を見せて頂いたので、実際の構造物がどのようになっているのか分かりました。ありが

とうございました。 

株式会社東日本計算センター 

この度は 10 日間にわたり、貴社にて大変貴重な体験をさせていただき誠にありがとうございまし

た。この経験により、残りの学生生活の中で、何を重要とすればよいか明確になりました。本当に

ありがとうございました。 

井嶋さんには、忙しい中いろいろと教えて頂きました。田中さんには作業の方を気にかけて頂きま

した。佐藤さんには、インターンだけでなく特別授業などでもお世話になっています。佐藤さんに

はいろいろな楽しいお話を聞かせて頂きました。みなさんお世話になりました。ありがとうござい

ました。 

大変貴重な経験をさせていただきありがとうございました。 

福浜大一建設株式会社 

親切、丁寧な対応ありがとうございました。 

とてもいい経験になりました。5 日間本当にありがとうございました。 

建設業について様々なことを深く教えていただきありがとうございました。より、この業種に惹か

れました。 
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古河電池株式会社 

一週間の短い間でしたが、進路のことなど色々と相談にのっていただきありがとうございました。 

いわき芸術文化交流館アリオス 

とても楽しく充実した 4 日間でした。 

短い間でしたがフロントから裏方まで幅広い経験をさせていただきました。本当にありがとうござ

いました。 

いわき市泉保育所 

私は 2 日目から休んでしまい、皆さんの仕事を学ばせていただくことができませんでしたが、とて

も貴重な体験でした。ありがとうございました。 

忙しいなか、実習日数 3 日間を参加させていただき、ありがとうございます！自分にとって良い経

験になりました。 

いわき市会計室 

とても親切に教えていただき本当にありがとうございました。 

たくさんの資料を用意していただき、とても分かりやすく説明をしていただけたので会計室につい

て深く理解することができました。ありがとうございました。 

いわき市観光交流課 

観光交流課の皆様には、業務などについて優しく教えていただき、大変感謝しています。インター

ンシップは私にとって貴重な経験になり、その経験の自分の進路決定に役立てることができました。 

自分が会社に入った時の様子を想像することができたのでこの経験を生かし将来に役に立てようと

思います。ありがとうございました。 

いわき市教育政策課 

いろいろ業務が忙しい中、親切に質問に対応していただきありがとうございました。 

この度はインターンシップで 5 日間受け入れていただきありがとうございました。皆さんとても親

切で、話しかけていただき自然と緊張もほぐれました。5 日間という短い期間でしたが、教育政策

課の他にも生涯学習課の方々のお仕事を知り、実際に現場にも行くことができ貴重な経験になりま

した。 

いわき市水質管理室 

ありがとうございました。 

いわき市地域振興課 

インターンの際には大変お世話になりました。今回のインターンでの経験は私にとってかけがえの

ないものとなりました。この経験を生かし今後の勉強に役立てていきたいと思います。本当にあり

がとうございました。 

 

40 



 

いわき市都市計画課 

今回のインターンシップでは自分の進路を考えるうえでとても有意義なものになったと考えていま

す。インターンシップで得たものをこれからの学校生活や進路にしっかり生かしていきたいと考え

ています。お世話になりました。ありがとうございました。 

いわき市文化振興課 

短い間でしたが、とても良い体験をすることができました。今後の生活ではインターンでの体験を

活かしていきたいと思います。 

株式会社江東微生物研究所 

様々なことを学ぶことができ、とても有意義な 5 日間でした。ありがとうございました。 

大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 

清水敏男後援会事務所 

置いていただいてありがとうございました。 

ありがとうございました。 

株式会社常磐エンジニアリング 

5 日間ありがとうございました。今回体験したこと、感じたことを今後の学校生活に生かしていき

たいです。 

図面感動しました。水門のような大きなものをつくる過程を知ることができました。これからの人

生に役立てたいと考えています。お世話になりました。 

常磐開発株式会社 

インターンの際はとても優しくしていただき、ありがとうございました。貴社で学んだことをこれ

からの進路選択にもしっかりと活かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

本当にお忙しいなか受け入れてくださってありがとうございました。インターンで得たことを生か

してこれからの学校生活や将来設計に生かしていきたいです。 

城北化学工業株式会社 

普段学んでいることが実際に使われていることを知ったため、ますます勉学に励んでいこうと決意

しました。貴重なお話もいろいろな方々から聞くことができ、ありがたかったです。今回は 5 日間

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

実習中、学校ではできない貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

タカハギ保険代行株式会社 

とても親切にしていただき、本当にありがとうございました。おかげでたくさんのことを学ばせて

いただきました。就職活動をする上で大切にしたいものが見つかりました。ありがとうございまし

た。 

8/2 から 4 日にあたり、ご多忙中にも関わらずご丁寧なご指導をいただきありがとうございます。

保険についてたくさん大事なことを学ぶことができました。通学中あまり目をつけないところを見

るようにしています。今後は貴重な体験を糧とし、責任と自覚を持って日々精進してまいりたいと

41 



 

思います。大変お世話になりました。 

株式会社地質基礎 

とても充実した日々でした。本当にありがとうございました。 

株式会社 dreamLab 

短い期間でしたが、インターンシップを通して今後自分がどうなりたいのか、目標を持つことがで

きました。dream Lab さんでのインターンシップは毎日とても楽しく、良い経験になりました。本

当にありがとうございました。 

3 人の先生方には大変お世話になりました。拙い英語でしたが、先生方や子供たちと関わることが

でき、本当に良い経験をさせていただきました。5 日間ありがとうございました。 

株式会社東日本建設コンサルタント 

UAV 業務など、普段は触れることのない業務を行わせて頂きありがとうございました。 

とても充実したインターンシップでした。多くの方に良くしていただき、本当に参加してよかった

と思っています。ありがとうございました。 

フタバコンサルタント株式会社 

実習で得たことを進路に生かしたいと思います。ありがとうございます。 

5 日間様々な事を学ぶことができて良い体験をすることができました。ありがとうございました。 

ECC ジュニア関田南教室 

受け入れて下さり、非常に感謝しております。 

いわき市植田公民館 

他の部署では知りえないこと得られないことを学ぶことができました。実習で得たものを次の目標

へつなげ、残りの大学生活、就職後も頑張っていきます。本当にお世話になりました。 

いわき市菊田保育所 

3 日間本当にありがとうございました。今後、このインターンシップでの経験から自分の将来像を

明確にし、より深く考えていきたいです。 

いわき市産業創出課 

お忙しい中、企業訪問やパンフレット作成など、貴重な体験をさせていただき、誠にありがとうご

ざいました。いわき市役所で実際にどのような仕事が行われているのかということを知ることがで

き、とても嬉しかったです。この体験を今後の励みにし、学業に勤しんでいきたいと思います。 

いわき市障がい福祉課 

5 日間、丁寧なご指導ありがとうございました。 

いわき市政策企画課 

たくさんご迷惑もおかけしましたが、とても有意義な 5 日間でした。頂いたファイルや得たモチベ

ーションを大事にして、来年試験を突破できるよう努力します。ありがとうございました。 
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いわき市道路管理課 

5 日間本当にお世話になりました。報告会で励ましの言葉をいただき、とてもうれしかったです。

今後もお仕事頑張って下さい。 

いわき市久之浜・大久支所 

5 日間お世話になりました。動画制作にしっかり協力していいものを仕上げたいです。 

いわき市立郷ケ丘小学校 

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

いわき市立平第五小学校 

約 2 週間、丁寧なご指導ありがとうございました。 

株式会社クレハ環境 

5 日間お世話になりました。貴重な経験ができてよかったです。ありがとうございました。 

堺化学工業株式会社 小名浜事業所 

就職したときに役立つ研修でした。学校での実験や卒業研究に役立てたいと思います。短い間でし

たが、大変お世話になりました。 

株式会社 JTB 東北いわき支店 

お忙しい中インターンシップを受け入れてくださりありがとうございました。学んだことを今後の

学生生活に活かせるよう一生懸命頑張ります。 

有限会社品川通信計装サービス 

この度のインターンシップではお世話になりました。今回の経験を活かして、残り少ない学校生活

を無駄にしないように勉強に励みたいと思います。本当にありがとうございました。 

社会福祉法人五彩会 

1 週間お世話になりました。そして貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

株式会社常磐製作所 

学生に対して様々なことを教えてくれたり、いろいろもてなしいただいて本当にありがとうござい

ます。 

大教スイミングスクール 

先生方、みなさん優しく笑顔で指導していただいたので自分が指導する立場になった時は思い出し、

実践しようと思いました。 

株式会社タンガロイ 

短い期間でしたがお世話になりました。 
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日化エンジニアリング株式会社 

忙しい中対応してくださった総務部、電計部の皆様にはたいへん深く感謝致します。ありがとうご

ざいました。 

株式会社ハニーズホールディングス 

短い期間でしたが、大変お世話になりました。 

株式会社ハニーズ 

優しく接して下さり、ありがとうございました。応援しています。 

株式会社福島インフォメーションリサーチ＆マネジメント 

期間が短かったですが受け入れてもらいありがとうございます。自分でもかなり成長できたと思い

ます。ありがとうございました。 

ふくしま海洋科学館アクアマリンふくしま 

忙しいなか、ご迷惑をおかけしました。この体験を無駄にしないよう努めます。ありがとうござい

ました。 

株式会社ワンダーファーム 

インターンシップを快く引き受けていただきありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願

い申し上げます。 

 

 

学生アンケートの未回収もございますので、マッチングされた事業所全てに対するメッセージを掲載

できませんでした。ご了承ください。 
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12．本年度インターンシップ実施結果と今後の課題 

本年度のインターンシップ事業につきまして、お忙しい中、学生を受け入れられた事業所の

皆様、さらには、温かく学生を励まし、事業推進についてご尽力をいただきました教職員並び

に関係者の皆様のご努力により、無事終了することが出来ましたことに厚く御礼申し上げます。

全国的に見ても、少子高齢化という構造問題からくる労働人口の減少、及び景気拡大に伴う労

働需要の増加、都市部への若者の流出等を受け、地方においてはますます人手不足の問題は拡

大していくように感じられます。そのような中本年度から、福島県と連携し「F ターンインタ

ーンシップ」を初めて実施し、市内事業所の魅力を首都圏で発信することで約２０名の首都圏

に通う大学生が市内にてインターンシップを行うことができました。当所としましては地方を

支える事業所、地元に就職を希望する学生の皆様のため、今後もなお一層有意義なインターン

シップとなるよう努力して参ります。 

さて、本年度のインターンシップ事業でありますが教員並びに学校関係者の皆様においては、

学校ごとに事前に事業説明等を実施していただき、目的意欲を持って臨むよう学生に伝えてい

ただいたことと思います。また学生と事業所とのマッチングにもお忙しい中、ご対応いただき

ましたこと、ご多忙中誠にありがとうございました。また各事業所におきましては、インター

ンシップの受け入れご担当の方々から事業実施後のアンケートにて、今後の本事業を進めてい

くにあたり、建設的な数々のご意見を寄せていただきました。本事業が単なる教育の一環とし

ての職場体験のみではなく、本事業を通じて、産学官の連携が強化され、かつ優秀な人材を育

てることにより、いわきの永続的な発展に繋がることを大いに期待するものであります。 

アンケートによりますと参加学生からは「進路の参考となった」「自分の長所と短所がはっ

きりした」「今後どのような勉強をすべきかわかった」等の意見が多く、事業を通し自己分析

を行いつつ自分の将来への指針を明確化できたように思われます。また「ビジネスマナーへの

理解」「顧客への言葉づかいや社会的責任」を挙げた学生も多く、社会人の基本的なマナーや

心構えなど実際に体験したことで、社会人になるための意識向上や責任感等、「今後の就職活

動や残りの学生生活、実生活に活かしたいと感じた」という就職や生活に対する認識を新たに

した意見が数多く寄せられました。 

参加事業所からは「インターンシップが就職に繋がるケースがあることから、より多くの企

業に参加いただき当該事業を続けてほしい」「職場の活性化にもなった」「（新しい発想から）

事業の見直しを図ることができた」等の意見をいただいた一方で、「マッチングに十分時間を

かけてほしい」「市外の学生にも声をかけてほしい」との要望をいただきました。マッチング

に関しては前述したとおり、学校、学生と事業所、当所を含め連携をより深め、学生と事業所

のマッチングが最適となるよう努力して参ります。また市外の学生の参加に関しては、福島県
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と連携し、来年度以降も引き続き「Ｆターンインターンシップ」に取り組み、市外の大学に通

う学生にもＵターンを踏まえた参加を勧めつつ、いわきの事業所のＰＲに力を入れていきたい

と考えております。 

最後に、事業所へのアンケートに関する集計から、インターンシップを体験した学生がイン

ターンシップ先の事業所に就職するケースも 55％を超えており、且つ就職した新卒者が事業所

への認識不足から早期退職するケースが少ないということが分かりました。このことはインタ

ーンシップ事業の大きな一つの成果ではないかと考えております。いわき商工会議所は事業所

の人材獲得の一助を含め、学生に対しては事業所の皆様にご理解を頂きながら幅広い業種でご

参加頂けるよう、今後もいわき地区でのインターンシップ事業の推進に積極的に取り組み、地

域の人材育成に貢献すべく、協力体制を強化し邁進いたしますので、参加事業所、学校関係者

の皆様の更なるご支援、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 
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