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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 18 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員の皆様方の一方ならぬご理解とご協力により、昨年度

よりは若干数字は落としたものの、数多くの事業所で多くの学生たちが社会人としての学びを体験致し

ました。また共催事業としまして昨年度に引き続き、本年度も福島県と連携した「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、地元でのインターンシップを呼びかける事業となっております。本年度のＦ

ターン事業には 20 名を超える市外の大学生が参加しており、いわき市内事業所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

りますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

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
福島県

商工労働部
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３．本年度インターンシップ事業実施内容 

平成 30 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 15 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※特設サイト開設 

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 

６月 
・インターンシップ参加事業所申込み締切（6 月 15 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 10 月初旬まで） 

 ➤ 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・10 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３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 事業理事(兼)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 参事(兼)課 長 伊藤 修 

いわき商工会議所 産業振興課 主 査 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 

一般社団法人キャリア支援機構 企業支援グループ 
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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 6 6 100％ 10 7％ 

建設業 9 6 67％ 10 7％ 

工業・製造業 19 14 74％ 33 23％ 

情報・サービス業 16 14 88％ 35 24％ 

公 務 141 18 13％ 32 22％ 

その他 14 9 64％ 25 17％ 

合 計 205 67 33％ 145 100％ 

※ 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 93％ 98 

平成 14 年度 71 63 89％ 151 

平成 15 年度 92 86 93％ 207 

平成 16 年度 108 94 87％ 236 

平成 17 年度 114 89 78％ 203 

平成 18 年度 138 100 72％ 225 

平成 19 年度 153 96 63％ 257 

平成 20 年度 169 95 56％ 212 

平成 21 年度 171 100 58％ 241 

平成 22 年度 171 99 58％ 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％ 220 

平成 25 年度 207 90 43％ 205 

平成 26 年度 198 85 43％ 197 

平成 27 年度 198 78 39％ 185 

平成 28 年度 189 76 40％ 170 

平成 29 年度 201 81 40％ 210 

平成 30 年度 205 67 33％ 145 
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（３）前年度との比較                           （単位：事業所、人） 

業 種 

平成 29 年度 (A) 平成 30 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 29 6 10 ▲3 ▲19 ㉙9⇒㉚6 (▲3) 

建設業 8 19 9 10 ＋1 ▲9 ㉙7⇒㉚6 (▲1) 

工業・製造業 17 44 19 33 ＋2 ▲11 ㉙12⇒㉚14 (＋2) 

情報・サービス業 25 65 16 35 ▲9 ▲30 ㉙18⇒㉚14 (▲4) 

公 務 125 43 141 32 ＋16 ▲11 ㉙28⇒㉚18 (▲10) 

その他 17 10 14 25 ▲3 ＋15 ㉙7⇒㉚9 (＋2) 

合 計 201 210 205 145 ＋4 ▲65 ㉙81⇒㉚67 (▲14) 
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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 1 1 5 12 4 1 24 17％ 

東日本国際大学 2 0 0 3 4 2 11 8％ 

福 島 工 業 

高等専門学校 
2 9 14 9 21 8 63 43％ 

いわき 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｶﾚｯｼﾞ 
1 0 8 8 0 5 22 15％ 

その他 

(F ターン含む) 
4 0 6 4 3 8 25 17％ 

合 計 10 10 33 36 32 24 145 100％ 

 

【学校別のマッチング業種割合】 

  
商業 
4% 

建設業 
4% 

工業・製造業 
21% 

情報・サービ

ス 
50% 

公務 
17% 

その他 
4% 

いわき明星大学 

商業 
18% 

情報・サービ

ス 
27% 

公務 
37% 

その他 
18% 

東日本国際大学 

商業 
3% 

建設業 
14% 

工業・製造業 
22% 

情報・サービ

ス 
14% 

公務 
34% 

その他 
13% 

福島工業高等専門学校 

商業 
5% 

工業・製造業 
36% 

情報・サービ

ス 
36% 

その他 
23% 

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 工業・製造業 8 

2 ひまわり信用金庫 その他 7 

3 いわき芸術文化交流館アリオス 公 務 5 

4 株式会社いわき市民コミュニティ放送 情報・サービス業 5 

5 株式会社ＦＳＫ 情報・サービス業 5 

6 株式会社アセンド その他 4 

7 アルパイン株式会社 工業・製造業 4 

8 河井順行税理士事務所 情報・サービス業 4 

9 常磐興産株式会社 情報・サービス業 4 

10 いわき市水道局 配水課 公 務 3 

11 いわき市創生推進課 公 務 3 

12 株式会社加地和組 建設業 3 

13 あすか製薬株式会社いわき工場 工業・製造業 2 

14 株式会社東コンサルタント 建設業 2 

15 株式会社アール東日本支店 情報・サービス業 2 

16 株式会社いわき印刷企画センター 工業・製造業 2 

17 いわき市環境監視センター 公 務 2 

18 いわき市地域振興課 公 務 2 

19 いわき市都市計画課 公 務 2 

20 いわき市ふるさと再生課 公 務 2 

21 いわき市立美術館 公 務 2 

22 社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘 その他 2 

23 国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 公 務 2 

24 株式会社サンシャインいわき 情報・サービス業 2 

25 新常磐交通株式会社 情報・サービス業 2 

26 株式会社タビックスジャパンいわき支店 情報・サービス業 2 

27 長瀬印刷株式会社 工業・製造業 2 

28 株式会社ネクスト情報はましん 工業・製造業 2 
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Ｎｏ 事業所名 業種区分 
受 入 

学生数 

29 福浜大一建設株式会社 建設業 2 

30 株式会社マルト 商 業 2 

31 株式会社アオバサイエンス 商 業 1 

32 株式会社アブクマ 工業・製造業 1 

33 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 

34 いわき市会計室 公 務 1 

35 いわき市商業労政課 公 務 1 

36 いわき市スポーツ振興課 公 務 1 

37 いわき市選挙管理委員会 公 務 1 

38 いわき市道路管理課 公 務 1 

39 いわき市豊間保育園 公 務 1 

40 いわき市ふるさと発信課 公 務  1 

41 いわき市保健所検査課 公 務  1 

42 株式会社いわきテレワークセンター 情報・サービス 1 

43 株式会社エーピーアイコーポレーション 工業・製造業 1 

44 鹿島ブックセンター 商 業 1 

45 キッズガーデン 有限会社武平 その他 1 

46 九品寺こども園 その他 1 

47 クリナップ株式会社 工業・製造業 1 

48 株式会社クレハ 工業・製造業 1 

49 株式会社江東微生物研究所 その他 1 

50 国土交通省東北地方整備局 小名浜港湾事務所 公 務 1 

51 シオヤ産業株式会社 商 業 1 

52 常磐開発株式会社 建設業 1 

53 スゥイン大教スイミングスクール 小名浜校 その他 1 

54 株式会社地質基礎 建設業 1 

55 東部ガス株式会社 工業・製造業 1 

56 株式会社 dreamLab その他 1 

57 株式会社ハニーズホールディングス 商 業 1 
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Ｎｏ． 事業所名 業種区分 
受 入 

学生数 

58 株式会社東日本計算センター 情報・サービス業 1 

59 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 

60 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 

61 古河電池株式会社 工業・製造業 1 

62 税理士法人山平会計 情報・サービス業 1 

63 ユニオン建設株式会社 建設業 1 

 

Ｎｏ． 事業所名 業種区分 
受 入 

学生数 

1 常磐共同火力株式会社 勿来発電所 工業・製造業 6 

2 スウィン大教スイミングスクール いわき校 その他 6 

3 株式会社いわきテレワークセンター 情報・サービス業 3 

4 農業生産法人 有限会社磐植 商 業 3 

5 株式会社東横 INN いわき駅前 情報・サービス業 1 

6 ひまわり信用金庫 その他 1 

7 株式会社マルト 商 業 1 

 

８．インターンシップカリキュラム事例 

〇 公務                 

月日 午前 午後 

（月） ・課内の業務について（説明） 

・都市計画課のまちづくり説明 

・小名浜地区視察 

イオンモール、ら･ら･ミュウ、汐風竹町通りなど 

（火） 
・中心市街地視察 

ラトブ･夜明け市場･大工町ichiなど 

・いわきアカデミアの説明 

・とよマルシェ視察 

（水） ・出前講座打合せ 

・出前講座（好間一中） 

・一般財団法人 

いわき市勤労者福祉サービスセンター訪問 

（木） ・事務補助 ・産業のまちネットワーク推進協議会同行 

（金） 
産業のまちネットワーク推進会議

【企業訪問】 
振り返り 

 

F ターンマッチング成立事業所 
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〇 公務  

  

○ 情報サービス業     

  午前 午後 

1 日目 
9:00 
～ 

17:00 

オリエンテーション 
・学生の自己紹介 
・会社概要,経営理念,業界の話,製品紹介等 
・セキュリティー研修 

施設案内 

・事務所,サーバー室,封入封緘室,施設の見学 

2 日目 
9:00 
～ 

17:00 

プロセッシング体験 
・加工(メールシーラー)作業実習 
・運用業務説明・ホスト操作実習 
Pepper 体験 
・Pepper の基礎知識 
・Pepper 体験 

Pepper 体験 
・Pepper の基礎知識 
・Pepper 体験 
プロセッシング体験 
・加工(メールシーラー)作業実習 
・運用業務説明・ホスト操作実習 

3 日目 
9:00 
～ 

17:00 

RT ミドルウェア体験 
・OpenRTM-asist,RT コンポーネントプログラミングの概要 
・RTSystemEditor の使い方 
・ロボット操作 

  月 火 水 木 金 

8:30～ 

8:40 
実習生受入 

所長挨拶 

模擬自動車騒音調査 

(機器説明・設置・点検） 

ｱｽﾍﾞｽﾄ器材説明 

（サンプリング） 

模擬河川調査 

（採水,記録） 

分析 

（SS） 8:40～ 

9:00 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

・施設見学 

9:00～

10:00 

当所の業務内容 

(いわき市の環境) 

一般環境ｱｽﾍﾞｽﾄ調査 

（現地設置・記録） 

結果の集計 

（評価,考察） 

10:00～ 

11:00 

酸性雨調査 

（採水） 

11:00～ 

12:00 

実技指導 

（分析） 

実技指導 

（分析） 

分析 

（ｐH） 

13:00～ 

14:00 

酸性雨調査 

（分析） 

模擬自動車騒音調査 

(点検・回収・解析) 

一般環境ｱｽﾍﾞｽﾄ調査 

（分析） 

分析 

(COD,TOC,DO,SS) 

所内実習 

（調査報告） 14:00～

16:00 

中部浄化ｾﾝﾀｰ 

見学 

16:00～ 

17:00 
まとめ まとめ まとめ まとめ 発表 
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4 日目 
9:00 
～ 

17:00 

 

プログラム体験 

・SQLServer の基礎 

・データの抽出方法 

・データの変更方法 

・応用 

5 日目 
9:00 
～ 

17:00 

グループワーク 

・若手 SE とのグループワーク 

報告会 

・インターンシップで学んだこと 

 気づきの発表・反省会 

・交通費精算 

〇 製造業  

曜日 時間帯 実施項目 内容 

火 

08:10～08:50  受入 事務手続き ・ 説明  制服・安全靴配布、着替え、就業規則説明 

08:50～09:15 挨拶  会社概要 ・ アドバイス 等 

09:30～10:15  APN 見学  見学予約、社有車手配 

10:30～11:30  AOIW 現場見学  SMT 製造 ・ 組立製造 

11:30～13:30  受入教育 [ 途中昼食 ]  現場のルール 等 

13:40～17:00 

 13:40～14:30 生産技術説明 

 14:30～16:00 AK 見学 

 16:00～17:00 レポートまとめ 

  

水 08:10～17:00 
 AM：ON 見学 

 PM：台車作成準備 
  

木 08:10～17:00  終日：からくり台車作成   

金 08:10～17:00 
 AM：からくり台車作成 

 PM：台車導入 
  

土 

08:10～10:00  試作係説明   

10:00～15:00  体験報告まとめの時間 [ 途中昼食 ]  体験報告、感想、所感をまとめる 

15:00～15:20  生徒による成果・所感・感想発表会  アウトプット＝目標に対する成果・結果 

15:20～15:30 講評・講話   

15:30～16:00  事務手続き  食事代・日当精算 

 

1 日目 

9:00～10:00 10:00～12:00 13:00～15:00 15:15～16:45 16:45～17:00 

ガイダンス 

(工場見学含む) 

制作実習 

(名刺作成～ 

オンデマンド印刷) 

工場実習 

(主に製本部門) 
工場実習 まとめ 

2 日目 

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～16:45 16:45～17:00 

制作実習 

(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾉｰﾄ作成～印刷,製本) 

工場実習 

(主に製本部門) 
工場実習 まとめ 

〇 印刷業 
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3 日目 

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～16:45 16:45～17:00 

制作実習 

(T ｼｬﾂﾃﾞｻﾞｲﾝ作成～印刷) 

工場実習 

(主に製本部門) 
工場実習 まとめ 
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９．インターンシップ風景 

 

 

                   

 

 

 

  

三浦 宰さん 植杉拓海さん 佐川 凌さん 

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】株式会社 FSK 

IT 関連の仕事に興味があり、就職先としても考えていて

仕事の内容を知りたかったので志望しました。 

パソコンスキルなどの他にコミュニケーション能力の必

要性、考える力、モノを捉える力などの重要性を学び業

務の難しさを体験することができました。また、難しい

こともきちんと説明していただき説明に説得力があって

分かりやすく勉強になりました。 

学生とは違い、会社の名前を背負い社会人の一人として

責任が伴うことを実感したので就職への意識を変化させ

ていきたいです。 

芳賀祐紀さん 

いわき明星大学 地域教養学科 

【体験先企業】いわき市地域振興課 

震災を経験し、いわき市のために何かできないかを模索してい

ました。留学した時に課題解決について学んだり、授業で地域

コミュニティの形成について学んでおり、インターンシップで

実際に動いてみたいと思い志望しました。 

中山間地域へ同行し、市域の広さを改めて実感してやりがいも

大きいと感じると共にさらに意欲がわきました。今まで知らな

かった地域や人々に触れて、自分でも実際に動いてもっともっ

と現場に出て学びたいと思います。 

星 千聖さん 

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】鹿島ブックセンター 

日常生活の中で漫画や雑誌などに触れる機会は多く、書店に

よく足を運んでいたのでその仕事内容を知りたくて志望しま

した。 

本の陳列やレジでの対応の他に、新刊のチェックや本のカバ

ー掛け、POP 制作を体験しました。 

売場のレイアウトや、出版社から取次店を経て書店に本が届

くまでの流通の仕組みを知ることができました。 

手塚直樹さん(左) 

いわき明星大学 地域教養学科  

大内秀人さん(右) 

東日本国際大学 経済経営学科 
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  【体験先企業】株式会社サンシャインいわき 

観光に携わるホテル業に興味があり、看板をよく目にする

機会のあったホテルサンシャインいわきでの体験を志望し

ました。 

お客様の予約の確認や鍵の受け渡しなどのフロント業務か

ら、部屋清掃や夜勤などまで体験しました。実際にホテル

内の業務を体験して大変なことも多く分かりましたが、そ

れと同時にやりがいも実感したのでこの経験を今後の就職

活動へ生かしていきたいです。 

 

【体験先企業】株式会社ハニーズホールディングス 

小学生の頃から、ハニーズの服が好きで、いわきに本社

があると知って地元に就職希望ということもあり是非実

習してみたいと思いました。 

採用書類の発送、書類の整理、書類とデータの確認、昨

年度のデータとのファイルの入れ替えなど大変なことも

多いですが楽しく仕事させていただいています。 

自分で仕事を見つけて真剣に取り組んでいる姿を目の当

たりにして、自ら率先して動けるようになりたい。と思

いました。 

【体験先企業】いわき芸術文化交流館アリオス 

専攻している化学系の企業でもインターンシップの実習を体験

しました。進学する時も迷っていて、インターンシップでも理

系だけでなくどちらも体験したいと考えた時に、演劇でお世話

になっているアリオスさんで実習してみたいと思いました。 

実際働いてみてイベントの裏側の苦労など、外からではわから

ない部分で大きな課題や悩みがあり、裏側の大変さに感動を覚

えました。 

就職活動が近づいてきている中で、自分の視野がまだ狭いと感

じています。今回は文化について世界が広がるいいきっかけに

なったと思うのでインターンを含め、さまざまなものを体験、

吸収し自分の成長につなげ、将来の可能性を広げる努力をして

いきたいです。 

福島工業高等専門学校 物質工学科 

蛭田絵里香さん 

花塚彩乃さん 

福島工業高等専門学校 ビジネスコミュニケーション学科 

 

 

 

 

 

  

川﨑尚文さん 

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！ 
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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。当所が取材した２校について、報告会の様子を下記にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

東日本国際大学 経済経営学科 平成 30 年 10

月 31 日開催 

 12 名参加 

発表時間 12 分・質疑応答 3 分で行われた。 

実習先事業所の担当の方が多数出席しており、

それぞれの発表後に先生方とともに講評や質

問をしていた。 

 発表者はパワポを使用し、インターンシップ

に取り組む目的、内容、成果を発表。インター

ンシップを通しての気づきや自分の成長など

を客観的に見つめ、就職活動へ向けた糧として

いる様子だった。 

福島工業高等専門学校 物質工学科 平成 30 年 10 月 12 日開催 

約 40 名参加  

成果を 1 人 1 枚ずつ A1 サイズのポスターにまとめたものを展示して、前半後半に分かれてそれ

ぞれポスターの前に立ち、集まった先生方や見学に訪れていた下級生などに報告していた。 

教室内の至る所で発表が行われた。同行は研究所や大学でのインターンが多く、それぞれの実験

について、仮説、実験、結論の流れを明確に示した内容を発表。参加者が発表内容を点数で評価す

る発表会となっており、会場は活気に溢れていた。 
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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: 63（回収数: 28（回収率:44％）） 

   ・インターンシップ参加学生    :120 名（回収数:107 名（回収率:89％）） 

  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 30 年 9 月 25 日（火）～10 月 31 日（水）】 

    

（２）アンケート調査結果 

【 事 業 所 編 : （ Ｐ 1 5 ～ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 事業所のアンケートによると、「社会貢献」目的が一番多い。「企業ＰＲ」「職場内活性化」

が続く。一般的に企業側のメリットとして、「優秀な人材がいたら採用につなげたい」と考え

る傾向があり、インターンシップを経て入社希望する学生は業界や職場の良いところも悪いと

ころも知って就職希望していることから、入社後のミスマッチが減少すると言われている。た

だ、今後国の指針で入社採用試験とインターンシップの関連付けが難しくなることから、実施

にあたり考慮する必要がある。 

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 

社会貢献 
（人材育成） 

75% 

職場内活性化のため 

7% 

企業ＰＲのため 

14% 

採用ミスマッチなど

の防止 

4% 
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実習初日に、学生さんから自社の業務内容で
特に興味のある分野をヒアリングし、イン
ターンシッププログラムに反映しました。 

学生の理解度を量りながら指導に当たり、
専門用語等の使用においては、より理解
しやすいよう留意した。。 

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。 

＊工夫した点 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志望した動機を知る材料
が履歴書でしか読み取れ
ず、どのような職業体験
をさせたら良いのか悩み
ました。 

研修内容を受け入れる学
生によって決定する点が
苦労している。 

受け入れてみないとパソ
コンやデザインのスキル
がはっきり分からないた
め、内容を決めるのに苦
労した。 

学生の希望・能力を考慮 

カリキュラム 

日程や実習プログラムの
準備など、日常業務との
調整にやや苦労した。 

受け入れスケジュールの
調整。８月から１０月に
かけては１年で最も忙し
い時期なので、受け入れ
られそうな時期は限られ
ます。 

・学校側の希望人数と受入 

 側の許容人数の調整 

（他係へも協力を依頼） 

・事務用品の確保 

様々な業務体験をしていただきたいと考えプ
ログラム内容を一新し、さらに内容を充実す
ることにより5日間飽きないような内容を検
討いたしました。最新の技術から情報処理
サービスならではの業務を体験いただけたの
ではないかと思います。 

バランスよく体験してもらえ
るよう、分野を固定せずに計
画を立てるよう努めました。 

内部での事務作業に終始し
ないように、視察や企業訪
問に同行する機会を設け
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。 

多くの建設現場を見ていただ
くことにより、地元企業での
ものづくりを理解してもら
う。 

＊苦労した点 

日程・時間などの調整

 

より多くの部署・仕事を体験できるよう工夫 
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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（43％） 

   

 

 

 

 

 

   

 

②『 良かった 』と答えた理由（46％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員がとても意欲的で、何事にも積極的に

取り組み、様々な質問もしておりました。

知ろうとする姿勢がとても感じられ、当社

としても大変満足しております。 

慣れない環境の中で、終始冷静かつ真摯

な態度で実習に臨んでいただいた。 

前向きで自己の成長を目指
す姿が見え、将来を考え今
やるべきことを見据え取り
組めていた。 

業務への関心も高く、積極
的に取り組んでいたため。 

仕事中は、私語等もなく
黙々とこなす勤勉な態度が
印象的であった。 

最終日に、実施事業に対する課題と改善策につい
てプレゼンしてもらったが、それぞれの観点から
分析を行い、課題を抽出したうえで、改善策を見
出すことができた。一方、うち１名については、
5日間の受け入れ期間中、３日に亘り、自己都合
による遅刻を繰り返したため。 

受講態度は真面目である
が、研修先での質問等への
積極性が欠ける場合もあっ
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 

大変良かった 

43% 良かった 

46% 

普通 

7% 

あまり 

良くなかった 

4% 

明るく礼儀正しく、大変印象の良い学生さ

んでした。服装や身だしなみも清潔感があ

り、大変好感を持てました。与えられた仕

事・課題に対して、真面目に取り組む姿勢

が大変評価できます。従業員とのコミュニ

ケーションもスムーズに図れていました。 

当方への就労を希望しての実習で、目

的意識を持って参加しており、座学研

修、実務体験のいずれにおいても、意

欲を持って臨み、真摯な態度が伺われ

た。また、職員との応対態度は良好で、

作業報告も的確であった。 
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2日目以降、体調不良で欠席でした。 

 

③『 普通 』と答えた理由（7％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④『あまり良くなかった』と答えた理由（4％） 

 

 

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（64％） 

 

 

 

 

 

   

 

① １～５日間 

② ６～10 日間 

③ 11～14 日間 

④ 15 日以上 

４択回答 

長期間にわたると、本来業務
に支障をきたすおそれがある
ため。 

当方の業務に支障がな
く、学生に対しても、
日々、異なる内容の指導
を行うのに適当な期間で
ある。 

担当者が他の業務も兼務し
ているので、現状の5日間を
維持したいと思います。 

毎年インターン生の受け入れは楽しみですが、今年の学生のレ

ベルは可もなく不可もなく、が殆どでした。「生徒のお客さん

化」が教育現場で進んでいるのでしょう。毎年同じトピックを

話しても、年々、興味の持ち方や反応、受け答えのレベルも低

下しているように見受けられます。基本的に実習したいという

学生を受け入れますが、実習前に、少なくともミッションやコ

ンセプト、具体的な取り組み、広報活動等についてはリサーチ

し、消化したうえで来るようにしないと、「なぜこれを実習し

ているのか」という意味もわからないはず。その点学校側も「た

だ送り出せばいい」のではなく、しっかり事前指導してほしい

と思います。 

デザインのセンスに関し

ては、二人ともこれまで

の学生の中では優れてい

たが、いかんせん大人し

すぎて反応が今ひとつで

ある印象を受けた。やは

り企業としては元気で積

極的な姿勢も見たいと思

う部分もあった。 

1～5日間 

64% 
6～10日間 

25% 

11～14日間 

11% 
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②『 ６～10 日間 』と答えた理由（25％） 

   

 

 

 

 

③『 11～14 日間 』と答えた理由（11％） 

  

  

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

● 参加の有無に対する理由 

  ①『 参加したい 』と答えた理由（57％） 

 

 

 

 

 

 

 

① 参加したい 

② 未 定 

③ 参加しない 

３択回答 
参加したい 

57% 

未定 

43% 

地域貢献や次世代育成に積極的

に携わりたいと思います 

 

少しでも多くの学生さんに情報処理サー

ビスという業種を知っていただきたいと

考えております。 

 
若い世代の考え方も参考にな

り、社内の仕事へも反映してい

きたい。 

 

 

自社の社員教育にも繋がりますので、次

年度以降も本事業に参加したいと考えて

おります。 

5 日間では教えるだけで終わってし

まうため、10 日程度が妥当だと思い

ます。 

1 週間以内だと、仕事のペースに慣れるだけで

終わってしまので。10 日～2 週間が妥当。しか

し、やる気のない生徒を２週間程度～それ以上

預かるのは、相当な負担になるかと。 

仕事の内容を把握し、計画から実行ま

で充実した内容が組める。 

ある程度の期間がないと、企画等の仕事

を体験させることができず、庶務的な仕

事（雑用）だけになってしまうため。 

期間が長ければいろいろな調査な

どができる 
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  ②『 未定 』と答えた事業所（43％） 

 

 

 

 

  

 

 

 

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。 

 

 

 

 

  

 

 

タイミングが合え
ば参加したい。 

希望する学生が本当に印刷会社の仕
事に興味を持っているかどうか、そ
の辺の反応に今ひとつ自信がもてな
いため、受け入れにややためらいが
ある。 

繁忙期が毎年同じ時期で
はないことから、業務内
容のスケジュールによっ
て対応できない場合があ
る。 

「未定」との回答について、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。事業所の負担を減らすため、Ｆターン事業の事業所研修やプログラム作成

支援をＰＲしていくことも検討する。 

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 43％と半数に迫る。参加学生も就職を希望する

事業所や業界をインターンシップ先に選んでいることから、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。インターンシップは、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なっていると思われる。 

はい 

43% 

いいえ 

46% 

無回答 

11% 

① は い 

② いいえ 

の２択回答 

 

特に本年は大変優秀な学生さんを紹介していただき、インタ

ーンシップが終了した後も、時々アルバイトとして来ていた

だいています。本人は福島県外での就職を希望しているとの

事で、大変残念でした。優秀で将来性が期待できる若い人材

が、地元で就職できる・就職したくなるような魅力ある企業

となるべく、企業側の努力が必要だと感じました。 

 

受入側でお願いしたい業

務及び求める技術を事前

に提示できる仕組みが必

要と感じた。 
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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 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

学生のキャリア教育の場として、ま

た学生へ地元企業の魅力を伝えるこ

とができる数少ない機会として、今

後もバックアップいただけますよう

お願い申し上げます。 

 
事前に学生向けのインターンシップ

についての合同説明会のようなもの

があると、学生も企業の事業内容や雰

囲気などを知ることができ安心して

インターンシップについても、もっと

興味を持ってもらえるのではないか

と思います。 

 

U ターンを検討する首都圏大学生等

にも商工会議所のインターンシップ

事業及びいわき市内の企業をアピー

ルできれば、さらに良くなると考え

ます。 

 

ただ単に単位取得のためのインター

ンシップでは意味がないと思うの

で、事業を実施する側でも、学校へ

の説明（インターンシップの意味な

ど）をしっかりしたうえで事業を実

施していただければと思います。 

他の事業者が、どの程度の期間、どん

なカリキュラムで受け入れているか

を教えていただきたい。 

 

 

内容的にはポイントを絞っての研修だったが、それでも時間的にはギリギリだった。今回

の学生はある程度力はあったが、やはり事前にやりたいこと、教えて欲しいことなどをリ

サーチしておく必要があるように思う。ただそうなると個人個人で内容が変わってくる可

能性もあり、各部署にとっても負担になりかねない。基本的に人数は今年のように 2 名と

いうのがベストかなと思った。 

 

毎年、学生たちと 10 日前後を過ごすことで、こちらも様々なことを学び、若い世代に向け

た取り組みのアプローチ方法、告知方法のあり方を見直す機会になっているのはありがた

いことです。一方、ここ数年、県外の学生より地元の学生の受け入れの割合が増えました

が、レベルの差は感じざるを得ない。地元の若い人材の底上げについて、今まで以上に、

事業者と教育現場が協働しながら課題解決に向かうことが急務と感じます。 

学生の進路決定等の一助となること、また、当方への就労を積極的に希望する学生がいる

ことを知ることによって、職員自身の就労意欲にも良い影響があったと思われる。 
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各学校に対してのご要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生に対する事前指導、終わってからの指導をどの程度徹底してやっているのか、教えてい

ただきたい。こちらは毎年要望を出しているが、そのフィードバックがどう行われているか、

回答や改善方法について示された試しがない。こちらも極めて忙しい時間を割いて学生と向

き合っているが、学校側の姿勢が見えない。ただ送り出せばいいと思っているのなら、やめ

たほうがいい。また、生徒の評価などの依頼事項は、事後、時間が経過してからでなく、実

習前に一括で用意していただきたい。生徒がそのあたり把握していないのはいかがかと思う。 

 

インターンシップの実施にあたっては、受

入れ側においても一定の準備や作業が伴

うものであり、担当する職員への負担が大

きくならないよう、当方の業務に対し、あ

る程度意識の高い受講者の派遣について

御配慮願いたい。 

 

本やポスターのデザインをやってみたい

という学生さんであれば、より深く多彩

な内容での指導ができ、さらに印刷業へ

の興味がわくと思うので、具体的に本や

ポスターのデザイン、あるいは雑誌を作

りたいなどといったアプローチでの募集

もしていただけると助かります。 

 

中学校や高校での職場見学・体験とは

違い就業体験であることから“働くと

いうこと”に対する責任感があるとイ

ンターンシップも進めやすいです。

（アルバイトの延長ではないという

ことです） 

 

緊張されると思いますが、積極的

に質問などして、有意義な時間に

するように学生様に伝えて頂け

れば幸いです。 

 

当社では主に illustrator や inDesign といったソフトでデザインを行うため、ある程度ソフト

を使ったことがあり、なおかつデザインのスキルをある程度磨いた学生に対して指導を行い

たいというのが本音である。そうでないと初歩の操作と簡単なデザイン実習程度で終わって

しまい、結局中高生用の職場体験と変わらない内容になってしまいがちなのが毎年消化不良

に感じているので。そういう意味で真剣にデザインを希望している学生というのがいればい

いなと思っている次第。 

 

インターンシップに参加する前に

マナー等の指導を行っていただい

ているのか好感を持てる学生が多

い印象です。 

 

Word・Excel 等の基本的な操作やビジネスマ

ナー等、事前指導の充実を希望致します。ま

た、実習後のフォローアップとして、学生自

体が作成した成果報告書等を企業側へも開

示していただきたい。次年度以降のインター

ンシップ事業に向け、企業側としても課題解

決に取り組みたい。 
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参考:学生受入にあたり支給した各種手当について 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

《日当の支給》 《交通費の支給》 《食費の支給》 

実費支給 １日\800 や弁当の支給、社員食堂の利用 日額\1,000 

① は い 

② いいえ 

２択回答 

 

支給

した

4% 

支給

しな

かっ

た

96% 

支給

した

4% 

支給

しな

かっ

た

96% 

支給

した

14% 
支給

しな

かっ

た

86% 

はい 

29% 

いいえ 

50% 

無回答 

[パーセンテー

ジ] 

F ターンインターンシップ事業には以前から協力

しております。今年度も協力しております。 

 
良い人材がいればご紹介いただきたいと思い、手続等い

たしましたが、その後担当の方から何の連絡もなく、大

変残念に思います。マッチングする方がいない場合でも、

フォローアップしていただけるとありがたいです。 

 

労働人口が減少する中、少

しでも福島やいわきで働こ

うと思っていただけるよう

参加を希望いたしました。 

 

学生さんの目に触れる機会を

増やしたかったため 

 学生の売り手市場となった労働市場の変化を受け、都内の企業は学生のインターンシップ

や就職活動に対する補助を増やす傾向がある。地方企業も上記を踏まえ、学生獲得のため、

学生優位の状況や地方というデメリットを考慮すると交通費支給等、何らかの補助を支給す

る必要があると考えられる。福島県等行政側の支援を受け、何らかの形で優遇していく必要

性がある。 
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②希望しないと答えた理由 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②希望しないと答えた理由 

 

 

 

 

 

 

 

事務所の受け入れ態勢が整

ってない 

 

 

地元での学生様と地元以外の学生様

も県内の事業所で採用をしたいため

参加も検討しましたが、現在の受け入

れ人数を増やせない状況のため 

① 希望する 

② 希望しない 

２択回答 

 

希望する 

32% 

希望しない 

36% 

無回答 

32% 

2 年連続で、F ターンを通

した紹介があったため 

 

今後に期待したいと思います。 

 

いわき市外の学生にもアピールした

いと思いますので、参加希望します。 

 

市として参加可能なのであれば、

積極的に参加していきたい。 

 

 

受け入れ態勢が整ってない 

 

統一して欲しい 
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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 サービス業 

第 2 位 製造業 サービス業 情報サービス業 

第 3 位 情報サービス業 建設業 通信業 

第 4 位 建設業 情報サービス業 公務 

第 5 位 サービス業 小売業 旅行業 

 

Ｑ３．実習先企業を選んだ理由をお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

希望業種 
46% 

希望企業 
14% 

学校からの勧め 
22% 

家族からの勧め 
3% 

受け入れ条件の良さ 
13% 

その他 
1% 

無回答 
1% 

45 

29 

59 

21 

47 

34 

13 

1 

16 

4 

28 

1 

0 10 20 30 40 50 60

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（60％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

実務では様々なことを体験でき、合間

の時間も就活のコツなどの、タメにな

る話をたくさん聞くことができたか

ら。 

希望職種の実際の業務を体験するこ

とができ、イメージしていた業務以外

にもたくさん業務があることがわか

りました。また、今回の体験により、

ますます希望職種に就職したいとい

う気持ちが強まりました。 
今回、金融業でのインターンでしたが、実際

の働いている仕事内容と、金融に関する知識

の座学、また金融に関連するグループワーク

のバランスが良く、充実できました。グルー

プワークは、今後の就職活動を行っていく上

で、試験の 1 つとして組み入れられている企

業も多いので、場数をこなせたことで、話の

進め方も考え方もインターン前に比べ、成長

できたと思うので充実できました。 

就職予定の業界であった為、就職後に必須

となる知識やスキルを習得することがで

きた。また、いわき市内の事業者や当該業

界の現状について現場で知る事ができる

貴重な経験となった 

実際に現場に行くことで、仕事やいわき市の

抱える課題について実感することができたよ

うに思います。将来、地域に貢献できるよう

勉強や努力を積み重ねたいと思います。 

イベントの運営の手伝いを通して、自発

性を強化することができました。また、

イベントの企画を考え発表する場を設け

ていただいて、学校だけでは学べないこ

とを教えていただきました。 

学校では体験することができないこ

とをさせていただくことで、自分自身

の成長につながったと思います 

普段は経験できないような業務やしっ

かりと基礎を教えて頂いたうえで、自分

たちが考える時間もありとても自主的

に活動することができたこと。台風が直

撃する期間と被ってしまい当初予定し

ていた業務を行うことができなかった

が、忙しい中新しい予定を考えて頂き、

多くのことを学ぶことができたこと。 

社員の方々との関わりが多く現場の

話を聞く機会も多かったのが良かっ

たです 

大変充実していた 

60% 

充実していた 

34% 

普通 

5% 

充実していなかった 

1% 
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  ②『 充実していた 』と答えた理由（34％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③『 普 通 』と答えた理由（5％） 

 

 

 

 

 

 

④『充実していなかった 』と答えた理由（１％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習内容の予定がきつかった。内容自

体は面白かったが、自分の車を使った

移動があり不安に思いました。 

 

暇な時間が多かった 

 

実際の職場の環境や生の雰囲気を体験する

ことができましたが、2 つ以上の部署での

実習ができれば、より良いインターンシッ

プになったのではと感じました 

 

職場の雰囲気や仕事を把握できた。職場

の方も優しく仕事がしやすかった。だが、

5 日間という期間の短さもあり、満足感

がなかった。より責任のある仕事がした

かった 

 

実習先の担当者以外とコミュニケーションが取れず、不安だった。 

 

学生であるからこそ見ることの

できた新しい技術などを知るこ

とができた。現場を見て体験する

ことで多くのことを学べた。 

5 日間を通して、実際に体を動かしての

作業と、座学の時間とどちらもあったた

め、多くの経験ができた。また、一つの

ことにじっくり取り組む時間が与えら

れ、満足いく実習ができた。 

毎日違うお仕事や、普段できないような貴

重な体験をたくさんさせていただきとて

も充実した実習をさせていただきました。 

一つ一つの質問に丁寧に答えていただ

き、仕事の内容もごく一部ではあったも

のの、分かりやすく教えてくれたので、

実習中も楽しく学ぶことができた。 

「大変充実していた」「充実していた」との意見が約９割を超えている。充実している理

由として「希望就職業種のインターンだったので就活に役に立つ」や「社会人に必要な考え

方が理解できた」等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。また希望業種の負の部分も体験できたことから、それを踏まえた希望かどうか学生

が再確認することで、就職後のミスマッチ防止につながると考えられる。 

バイト経験が少なかったためインターン期

間は大きな経験を得ることができたと思う。

ただ部門の先輩方ともう少し話して体験談

等を聞いて回ってみても良かったかもしれ

ない。今回のことで社会人として働くという

意識や心構えを知ることができ、充実した

10 日間を送れた 

業務内容だけでなく、質問をさせ

ていただいたことで、多くのこと

を知ることができました。その際、

良い点だけでなく悪い点なども教

えていただいたのでとても貴重な

経験になりました。 
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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（3％） 

 

 

 

 

 ②『 適当だった 』と答えた理由（78％） 

 

 

 

 

 

 

 

 ③『 短かった 』と答えた理由（19％） 

 

 

 

 

① 長かった 

② 適当だった 

③ 短かった 

の３択回答 

長かった 

3% 

適当だった 

78% 

短かった 

19% 

5 日間通わせていただいたことにより、将

来、就職してからの出勤から退勤までの

生活をイメージすることができました。 

 

やる内容の薄さから

6 日も必要ないと思

いました。 

 

私が、インターンシップで体験した時間

は、非常に有意義なものでした。また、

自己の成長にも大きな影響があったと感

じています。そのため６日間という期間

は適当であると思います。 

 

5 日間で様々な現場を見学したり、実際に

業務を体験することができたから 

 

５日間、朝早くからだっ

たので少し長いように

感じられた 

 

5 日あれば十分のように

感じたため長かったと回

答いたしましたが、10 日

間で知識の蓄積ができた

ことは大きな収穫です。 

 

より会社の事業に

ついて詳しく知り

たかったので、もっ

と日数があっても

良かったなと思い

ました。 

 

多くのデータを自分の足で

調査をしに行きそのデータ

をもとに問題点や新たな路

線を考えるとなるともっと

長い時間が必要であると感

じた。 

スケジュールが密に組まれていて

様々なことを体験できた。卒業生の

方々の中でも、いろいろな進路をたど

った方々とお話することができた。 

 

 

6 日間という日数は、どのような会社なの

かしっかりと知れる適切な日数だったと

感じます。 

 

周囲のインターンシップ期間と

比べたら長いと思うが、毎日充実

していてこのまま働きたいと感

じたので、自分にとっては短かっ

た。予定より 2 日延長していただ

いた 
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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（90％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 良かった 

② 普 通 

③ 良くなかった 

の３択回答 

アルバイトとは違い補助ではなく今

後の職業訓練としての側面を色濃く

感じることとができたことと、普段

見ることができないプロの仕事を間

近で見ることができたのがとても今

後につながると思う。 

 

自覚していなかった自己の特徴や現在

の自分に足りない能力を知ることがで

きたからです。実習先での体験やご指

摘から、インターンシップで私自身に

ついて考えることができました。 

 

 学校の講義では知りえない多くの学び

を得ることができました。このような

職場で働きたいと心から思えるような

職場環境でした。 

 

 
楽しかった！実際に地域の人々と関わ

る仕事も良いと思った。 

 

 

《長かった》 

（回答割合：3％） 

《適当だった》 

（回答割合：78％） 

《短かった》 

（回答割合：19％） 

《回答別の実習日数》 

学校で習っていたことが実際の現場

でも使われており、感動しました。

また、私は将来どの就業に就くか迷

っています。今回の実習で将来の選

択に役立つとても充実した 5 日間に

なったと思います 

 

 

5日 

34% 

6日 

33% 

10日 

33% 

良かった 
90% 

普通 
8% 

良くなかった 
2% 

3日 

7% 

5日 

81% 

６日～９日 

7% 

10日以上 

5% 1日 

15% 
3日 

5% 

5日 

65% 

10日以上 

15% 
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② 『 普 通 』と答えた理由（8％） 

 

 

 

 

 

 

③ 『 良くなかった 』と答えた理由（2％） 

 

 

 

本年度も約９割の学生からインターンシップに参加して「良かった」以上の回答をいただくことができた。

アルバイトとの差異、「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。理系の学生では学校で学んだ理論

や実験が実社会でどのような役割を果たすのか、その有用性を理解したことで学校での生活や学びが更に向

上するように思われる。 

課題として、学生の希望に合わせたマッチングがまだスムーズにいっていないこと及び授業所により受入

れ態勢が大きく異なる点が挙げられる。福島県と連携した教育制度にも取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

希望していた企業の実態を見ること

ができ、実際に働きたいと思うこと

ができたから 

 

 

大まかな業務内容は教えていただいたので

すが、皆さんがそれぞれの仕事をしていたの

で、それぞれどのような仕事をしているのか

を詳しく知ることができなかったので、教え

ていただく機会があればと思いました。 

 

 

 

実際の職場の環境や生の雰囲気を体験す

ることができましたが、2 つ以上の部署で

の実習ができれば、より良いインターン

シップになったのではと感じました 

 

 

学校の講義で学んだことが実際に使われ

ていて勉強になった。また、実験での経

験を生かすことができた。仕事の内容だ

けでなく、職場の雰囲気も感じることが

できたため、参加してよかった。 

 

 

自分が学びたかった内容が知

れたから。また、「働く」と

いうことが実際にどういうこ

となのか肌で学べたから 

 

 今まで勉強してきたことや、こ

れから勉強すべきこと、目標が

以前より明確になったと思う 

 

 

対応を見ているとインターンシップを受け入れられる状態ではなかったように感じた。 
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 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％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②『 役立つ 』と答えた理由（58％） 

 

 

 

 

 

 

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 

自分の将来設計の視野を広げることが

できた。 

自分のしたい仕事を見極める判断材料になったから。 

 

仕事について知ることができ、自分

に知識や経験がまだまだ足りない

と感じたから 

 

今の自分の実力を知ることができて

よかった 

 

自分の将来と現在を結び付けられる

体験であったため 

 

大いに役立つ 
35% 

役立つ 
58% 

どちらともいえない 
7% 

今回のインターンシップの業種と自

分のやりたいことと合っているとこ

ろがあって選択の幅が広がったと思

ったからです。 

 

 

自分が将来まったく考えていなかった業種

のインターンシップに参加したことにより

将来の視野が広まったと思います。決まっ

た業種だけ見ずに色々な業種を調べてみた

いと感じた。 

 

 

何より就活を行うにあたって役に立つ

と思う。相手は自分に何を求めている

のか、どう自分が活躍できるのか、と

いうことが知れた。 

 

 

同業他社への就職が決まっておりますが、全

く特色の異なる事務所での経験が、転職や独

立などを見据えた今後のキャリア設計に大

いに参考になりました。 

 

 
自分の向き、不向きや足りない技術を

考慮しつつ、自分が将来どう進むかを

考え直すことができた 

 

仕事内容、給与、休暇など、いろんな面か

ら働くことをより現実的に考えられるよう

になるから 
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③『 どちらともいえない 』と答えた理由（7％） 

 

 

 

● 今後どのように生かしたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 

９割を超える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、「自分の足りない能力が

明確に認識できたので、修正を図る」「希望業種以外の選択肢が広がった」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」「相手の立場や自分に求

められるものを客観的に理解する」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。 

 

今後の就職活動には活かせると思うのです

が、今回のインターンシップだけでは、将来

設計の判断基準にはなりづらいと思います。 

 

就職などの参考にはなるが、5 日間で

は将来設計まで役立つとは言い切れ

ない。 

 

自分のモチベーションや目標のため

に、実習先で実施したことを糧として

生かしたい。 

 

就活ではもちろん、就職先でもコミュ

ニケーション能力と社会性や人間関係

を築く上で生かせると思いました。 

 

聞いている人に伝わる説明ができる

よう報告書の構成や話し方を意識し、

卒業論文や就職活動の面接に生かし

ていきたいと思います。 

 

コミュニケーションが一番大切ということを知

ってほしい 

自分の仕事が忙しい中で教えてくれるため、全部

自分たちの仕事の様子を見てくれるわけではな

い。その場の状況に応じた行動、臨機応変に対応

していくことを心がけることが重要だと思う。 

 
きちんと企業を調べて実習先を選ぶことが大切

だと思いました。私は事前に言われていること

と、行ってから言われたことが違ったので少し

困惑しました。 

 

学校の授業では学べないことを体験す

ることができるので 1 社だけではなく、

2～3 社程行った方が良い。 

 
挨拶、服装、礼儀はやはりどの業界でも大

切である。私は 10 日間だったが企業先の

ことについてまだまだ知らない点も多く、

もう少し長く研修を受けていたらやらせ

てもらえた業務がまだまだあったと思わ

れる。最低でも数週間以上を目安にすべき

かもしれない 

自身に適性のある業界・業種を見極める

参考にしたい。 

 

自分の足りない能力が明確に認識でき

たので、それを直せるように生活して

いきたいなと感じています。 

 
自分の立場、役割をしっかり考えて行動

する大切さについて働く方々を見て学

べたので、自分も意識に取り入れたい 
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 いわき商工会議所への改善点・要望 

 

 

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)（受受入学

生数⇒あいうえお順） 

八幡印刷株式会社 

とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。３日間で習ったことは、今後の勉強

や就職活動の際にとても大きな力になると思います。 

今回のインターンシップでは、貴社の皆様のご支援のおかげで無事終えることができました。緊張

で至らない点ばかりでしたが、温かいご指導により多くのことを学ぶことができました。改めてお

礼申し上げます。 

貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。 

どんな企業がインターンシップを募集しているのかというたくさんの情報が欲しいです 

 

もう少しデータや数字に触れてみたかっ

た。なぜそのツアーが売れたのか、なぜそ

の営業がうまくいったのかなど、データ収

集を行い、そのデータを分析し今後の展望

などを考えることもやってみたい。 

 

実習先では素人を入れるため仕事が忙しくなるのは理解できるが、目の前で文句を言わ

れてしまっては(聞こえるようにわざと)こちらとしても学ぶに学べない。 

インターンシップ募集の際の業務内

容にもう少し細かい内容があれば選

択しやすい。 

 
天候に影響され、屋外での実習が減

り、同じ内容の実習を何度か行った

ため状況に応じた実習を要望しま

す。 

 

実習の中で、業務体験として実際の検査を

したことがとても記憶に残っているので、

今後もその体験を残して欲しいです 

 

現場の方とお話する機会をもう少し

設けて欲しかった 

 

（もし可能ならば)市内の現場見学をして、

現場での時間をより多くして欲しかった 

 
体験・実習できるものが、もう少し

あれば良いかと思った 

 

時期が夏休み期間中ではなかったので授

業を 1 週間休まなければいけなかったの

でそれが辛かった。だから来年は可能であ

れば夏休み期間中に行っていただけると

いいのかもしれないと感じた。 

 

実習期間を延ばしてより充実した内

容の仕事ができるようにして欲しい 
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とても勉強になりました。ありがとうございました!! 

八幡印刷株式会社の皆様、貴重な体験をありがとうございました。特に担当してくださった林様、

本田様、吉田様の優しいご指導のおかげで、印刷業界の仕組みや業務内容を深く知ることができま

した。ありがとうございました。  

３日間お世話になりました。とても貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。 

お忙しい中インターンシップにご協力いただいた上に実習先の方からのお褒めの言葉をいただけて

非常に嬉しく思います。これからのキャリアにしっかりと役立てていきたいと思います。今回は本

当にありがとうございました。 

ひまわり信用金庫 

今回のインターンシップを通して、たくさんのことが学べました。一つ一つ丁寧に教えていただき

ありがとうございます。今後の将来設計に役立てていきたいと思います。 

受け入れていただきありがとうございました。今回の経験を就職活動で活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。 

今回は貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました 

5 日間お世話になりました。今まで知らなかったことがたくさん学べました。楽しんで参加できた

インターンシップでした。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 

このような機会をいただき、アリオス様のことをより深く知ることができて大変幸せでした。定期

的に参加したいくらいです。今後も利用者としてみなさんにお世話になると思いますのでよろしく

お願いします。実習期間中、大変お世話になりました。ありがとうございました 

イベントを運営する大変さが分かりました。また、いわきの街なかの皆さんと関わる機会も多くあ

り、とても新鮮な経験となりました。本当にありがとうございました！ 

株式会社いわき市民コミュニティ放送 

ＣＭ作成やスタジオ見学、イベント企画などたくさんの経験をさせていただき、ありがとうござい

ました。 

とても楽しく、充実した５日間でした。インターンシップでしか見ることのできない仕事の裏側、

や裏話、機械操作などの初体験、たくさんのことを経験させていただきました。本当にありがとう

ございました。 

先日は大変お世話になりました。私はインターシップを通して、いわき市の現状や行政の活動など

様々なことを学ぶことができました。今回の経験を生かして、地域振興に必要な知識を身に着ける

とともに、自分なりにいわき市のためにできることを見つけ、できることから地道に努力していき

たいと思います。5 日間ありがとうございました。 

5 日間大変お世話になりました。仕事のことだけでなく、就職活動をするにあたってのアドバイス

や日常生活での悩みなどの相談にものっていただけて、インターンシップ生を温かく迎え入れてい

ただけたことが嬉しかったです。ありがとうございました。 
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今回のインターンシップでは大変お世話になりました。活動を通して、周りの状況を把握

して自分はどう動けばいいのかを学ぶことができ、自主性を強化することができました。

今回のインターンシップで学んだ経験を今後の就職活動に活かせるよう、精一杯取り組も

うと思います。貴重な体験をさせていただき、まことにありがとうございました。  

株式会社 FSK 

この度は 5 日間という短い期間ではありましたが、ご丁寧な指導、親切な対応をしていただきあり

がとうございました。大変多くの貴重な経験をさせていただき自分の知識を増やし、また考え方を

改めることができました。誠にありがとうございました。貴社のますますのご活躍をお祈りします。 

貴社でインターンシップを行うことができて、ドローンの仕組みや飛ばすための法律、実際にどの

ように応用されているのかをたくさん知れました。短い間でしたが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。今回の経験を通して今後の生活に役立てたいと思います 

とても充実した 5 日間でした。この実習で得た経験を就職してからも生かしたいと思います。本当

にありがとうございました 

株式会社アセンド 

この度は 5 日間という短い期間ではありましたが、ご丁寧な指導、親切な対応をしていただきあり

がとうございました。大変多くの貴重な経験をさせていただき自分の知識を増やし、また考え方を

改めることができました。誠にありがとうございました。記者のますますのご活躍をお祈りします。 

貴社でインターンシップを行うことができて、ドローンの仕組みや飛ばすための法律、実際にどの

ように応用されているのかをたくさん知れました。短い間でしたが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。今回の経験を通して今後の生活に役立てたいと思います 

とても充実した 5 日間でした。この実習で得た経験を就職してからも生かしたいと思います。本当

にありがとうございました 

アルパイン株式会社 

今回のインターンシップを通して、自分が一歩大人になれた気がしました。ありがとうございまし

た 

工場等を見学したり、打ち合わせ等に参加でき、とてもためになりました。また、自分の至らない

部分を知ることができました。本当にありがとうございました 

仕事内容の説明だけでなく、見学に行かせていただいたり、進路について話してくださったりと様々

なことを学べました。進路を決める上で参考にしていきます 

河井順行税理士事務所 

お忙しいなか私ども学生を温かく受け入れて下さりありがとうございました。どの経験も貴重なも

のでしたが、習得した税法の知識は今後も自発的に学び深めていこうと思います。いつか私も福島

県でお仕事がしたいと思っておりますのでお世話になる日が来るかもしれません。その際は何卒よ

ろしくお願い致します。10 日間を通してご指導くださり誠にありがとうございました。今後とも福

島高専の学生をよろしくお願いいたします。 

大変貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。インターンシップで学んだことを生

かして、学校での勉強、来年度の就職活動頑張りたいと思います 
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とても勉強になったことがたくさんありました 

5 日間、インターンシップではお世話になりました。学校で学んだ知識が職場でどのように生かさ

れているのかを体験することができました。今後の将来設計に役立てようと思います。ありがとう

ございました 

いわき市水道局 配水課 

お忙しい中、インターンシップを受け入れていただき本当にありがとうございました。私のような

学生に対しても一つ一つ丁寧に教えていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。とても勉強になり

ました。ありがとうございました。 

実習期間中に、親切に対応をしてくださってとても安心して実習をさせていただきました。今回の

インターンシップで実際に見たことを生かして今後の勉学に励んでいきたいと思います。 

5 日間の体験はとても貴重なものでした。仕事内容だけでなく、自分の進路相談に乗っていただい

たりととても感謝しております 

いわき市創生推進課 

事務業務だけでなく、自分たちから外へ足を運んで様々な施設の様子や自分の視野を広げることが

出来る内容で自分の目標が明確になりました。 

5 日間大変お世話になりました。いろいろな業務をさせていただいたおかげでとても充実したイン

ターンシップを経験することができました。本当にありがとうございました 

株式会社加地和組 

ご迷惑おかけすることが多々ありましたが、5 日間お世話になりました。ありがとうございました。 

株式会社加地和組の皆様、その節は大変お世話になりました。本社でも、現場でも、皆様方が優し

くご指導してくださったおかげで充実した 5 日間になりました。今回のインターンシップで学んだ

ことを生かして今後の学生生活を過ごしていきたいと思います。改めてありがとうございました。

皆様のご健勝をお祈り申し上げます 

貴重な体験をさせていただいて非常に感謝しています。自分の将来を考える上で貴重な参考資料に

させていただきます 

あすか製薬株式会社いわき工場 

たくさんのことを教えていただき、ありがとうございました 

5 日間本当にお世話になりました。 

株式会社東コンサルタント 

株式会社東コンサルタントの皆様、改めましてこの節は大変お世話になりました。今でも皆様の温

かい雰囲気が印象に残っています。自分も周囲を明るくしていきたいと心がけたいと切に感じまし

た。将来職に就いた時にまた皆様方とお会いしたいです。それを実現するためにも、今は高専での

勉強を頑張りたいと思います。ありがとうございました。 

とても丁寧に対応していただき、ありがとうございました。将来の参考にさせていただきます 
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株式会社アール東日本支店 

私のために貴重な時間を割き、このような機会を与えていただき本当にありがとうございました。 

今回はお忙しい時期にインターンシップでお世話になり、本当にありがとうございます。経験した

ことを今後の就職活動に向けて活かしていきたいと思います。 

株式会社いわき印刷企画センター 

今回業務でお忙しい中私たちにインターンシップの機会を与えてくださり本当にありがとうござい

ました。この経験は絶対にこれからの就職活動に向けての財産になると思います。いわき印刷企画

センターにインターンシップに行けて本当に良かったと思います。ありがとうございました。 

いわき市環境監視センター 

5 日間ありがとうございました 

インターンシップを通し、私は将来“環境に携わる職業に就く”意志が強くなりました。たった 5

日間でしたが、お忙しい中誠にありがとうございました 

いわき市地域振興課 

先日は大変お世話になりました。私はインターシップを通して、いわき市の現状や行政の活動など

様々なことを学ぶことができました。今回の経験を生かして、地域振興に必要な知識を身に着ける

とともに、自分なりにいわき市のためにできることを見つけ、できることから地道に努力していき

たいと思います。5 日間ありがとうございました。 

いわき市都市計画課 

面倒だったと思いますが、相手にし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で、業務内容を教えていただいたこと、たくさんの質問に答えていただい

たこと、公務員試験について教えていただいたことは、将来市役所に就職したいと考えている私に

とってとても貴重な経験となりました。5 日間本当にありがとうございました 

いわき市ふるさと再生課 

詳細で丁寧なご説明のおかげで、部署だけでなくいわき市役所全体のことや自分に足りないものな

ども知ることができました。ありがとうございました 

いわき市立美術館 

5 日間充実したインターンシップになりました。学芸員を目指して今後も勉学に励んでいきます。

ありがとうございました 

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で経験したことをこれからの進路に活か

していきます。本当にありがとうございました 

社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘 

５日間お世話になりました。ありがとうございました。 

木村様へ 

実習中、優しく丁寧にご指導頂き、誠にありがとうございました。木村様のご指導のおかげで非常
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に良い経験ができました。今回の経験を今後に生かしていきたいと思います。 

国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 

自分の進路に自信が持てたとても有意義な 5 日間でした。ありがとうございました。 

株式会社サンシャインいわき 

今回、社長をはじめ、たくさんの方にお世話になりました。５日間という期間で行ったことで濃い

内容でインターンシップを行えたと思っています。シフト制だったため、お世話になった方に最終

日にお会いすることができず、感謝の言葉を伝えられなかったのですが、ホテル サンシャインい

わきのみなさんに感謝しています。 

忙しい中、何も知らない自分にあたたかくご指導していただきありがとうございました。今回の経

験をこれからの就活や就職してからも生かしていきたいと思います。 

新常磐交通株式会社 

松井様、吉田様、鈴木様、門馬様、平山様、瀬谷様、大和田様、ご無沙汰しております。先日はと

てもお世話になりました。今回忙しい中 5 日間インターンシップとして受け入れて頂き非常に感謝

しております。バス事業の知識を教えて頂くだけではなく、地域のことも知ることができ、貴重な

体験として自信まで持たせていただくことができとても濃い経験でした。これからも何かご縁があ

ればまたよろしくお願いいたします。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。 

株式会社タビックスジャパンいわき支店 

武藤支店長様、タビックスジャパン株式会社いわき支店の皆さん、温かく迎えて頂いた上に、優し

く丁寧に教えて頂きありがとうございました。ホールディングス化したこともあり、新たな変革を

求めている企業であるという印象を受けました。今後の貴社のご活躍が楽しみであるのと同時に、

私もその変革を興す 1 人になってみたいと思いました。最近、お泊り旅行に行きたいという友人と

ともに、貴社のツアーに参加したいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。 

インターン初日、緊張していた自分に優しく声をかけていただきありがとうございました。社員さ

ん全員が笑顔で迎えてくれたことがとてもうれしく、素敵でした。お忙しい中、営業に同伴させて

いただいたり、ツアーを作成する際には多くのアドバイスありがとうございました。 

長瀬印刷株式会社 

イラストレーターでデザインを考えて、ノートやペン、T シャツ、うちわを作れて、自分が考えた

ものが形になったのがとても嬉しかったです。活版印刷と言う貴重なものも見せて頂き、本当に良

い経験になりました。今後の就職など役立てたいと思います。長瀬印刷でインターンシップできて

良かったです。ありがとうございました。 

お忙しい中、私たち学生に丁寧にご説明くださったこと、感謝しております。長瀬印刷の皆様の印

刷業に対する心意気、お客様への心遣いは素敵だと感じました。印刷という仕事に出会えてとても

楽しかったです。ありがとうございました。 
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株式会社ネクスト情報はましん 

短い間でしたが、とても楽しくインターンシップを行うことができました。またご縁があればよろ

しくお願いします。 

仕事内容や質問に対してとても親切に教えていただきありがとうございました。自分が思っていた

印刷業者のイメージとは異なり、幅広い仕事があり、とても新鮮でした。 

福浜大一建設株式会社 

5 日間ありがとうございました 

貴重な時間を割いて、実務研修という形でご指導していただきありがとうございました 

株式会社マルト 

主任と副主任さんには大変お世話になりました。他数名のスタッフさんにも良くしていただきまし

た。小柄の、朝のパートさんと、小柄の男のスタッフさんにも良くしていただきました。 

シフト等の関係上、同じ部門で一緒に働いた先輩方とあまり話せる機会はありませんでしたが、分

からない点があったら教えていただき、間違いがあればご指摘やお叱りをいただきましたがどれも

真摯に対応していただいたため、私自身もやりがいのある仕事として働くことができました。短い

間ではありましたが、本当にありがとうございました。 

株式会社アオバサイエンス 

5 日間お世話になりました 

アルパインマニュファクチャリング株式会社 

とても忙しい中で受け入れて下さりありがとうございました。今回学んだことを活かし、真剣にモ

ノづくりに取り組んでいきます。 

いわき市会計室 

5 日間、貴重な体験をさせていただきありがとうございました。今後の学校生活で今回学んだこと

を生かしていきたいと思います 

いわき市スポーツ振興課 

貴重な体験の数々、また、たくさんのアドバイスをありがとうございました。 

いわき市選挙管理委員会 

お忙しい中、インターンシップを受け入れて下さり、ありがとうございました。公務員について、

大まかにしか知らなかったですが、職務や仕組みを具体的に知ることができ、いい経験になりまし

た。ありがとうございました 

いわき市道路管理課 

工務第二係の方をはじめ、道路管理課の皆さん、1 週間本当にありがとうございました。この経験

は私にとってとても大事なものとなりました。お忙しい中、本当にありがとうございました。 
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いわき市ふるさと発信課 

大変な状況の中、対応していただきありがとうございました。生の雰囲気を体験でき、有意義な時

間を過ごすことができました 

いわき市保健所検査課 

学校の授業で習っていないことを体験できたのでよかったです。これからの授業や就職先で今回学

んだことを活かしていきたいと思います。5 日間本当にお世話になりました 

株式会社いわきテレワークセンター 

まだまだ未熟な私にも優しく指導を賜り、ありがとうございました。外部からは学べない社会を学

ぶことができました。 

株式会社エーピーアイコーポレーション 

お忙しいなか、ご指導いただきありがとうございました。大変有意義な時間を過ごすことができま

した。 

鹿島ブックセンター 

書店業界についての説明や、優しく丁寧なご指導ありがとうございました。5 日間大変お世話にな

りました。とても充実した実習を過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。 

キッズガーデン 有限会社武平  

今回は貴重な経験ができとても感謝しています。この経験を生かし仕事に役立てていきたいと思い

ます。 

九品寺こども園 

18 日間という短いようで、長い期間でしたが、本当に充実した時間を過ごすことができました。あ

りがとうございました。また何かの縁があることを願っています 

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

思います。大変お世話になりました。 

クリナップ株式会社 

お忙しいなか、私にご指導して下さり、ありがとうございました 

株式会社クレハ 

分析という仕事が社会でどのように行われていて、どのように役立っているかを知ることができ、

勉強になりました。学んだことを将来に役立てていきたいと思います。7 日間本当にありがとうご

ざいました 

株式会社江東微生物研究所 

職員の方々がとても親切で丁寧で、とてもためになるインターンシップでした。とても充実した 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 
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国土交通省東北地方整備局 小名浜港湾事務所 

仕事内容に加えて、進路相談に乗っていただくなど、とても感謝しております。残りの学生生活は

学ぶ意味をよく考え、勉強していきたいと思います 

常磐開発株式会社 

5 日間いろいろな現場へ連れて行っていただき、ありがとうございました 

スゥイン大教スイミングスクール小名浜校 

いい勉強になりました。ありがとうございました。 

株式会社地質基礎 

お忙しい中、たくさんのことを教えてくださりありがとうございました。特にインターンシップに

直接関係がないことでも、将来役に立つと教えて下さったことがとても嬉しく、勉強になりました。 

東部ガス株式会社 

インターンシップ受入の前例がない中で、いろいろご尽力くださりとても感謝しています。本当に

ありがとうございました 

株式会社 dreamLab 

10 日間お世話になりました。本当にありがとうございました。 

株式会社東日本計算センター 

今回のインターンシップでは今後将来を考えるためにとても参考になりました。またたくさんの貴

重な経験をして学ぶことができました。ありがとうございました 

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 

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 

様々なことを学んだり、体験できたりして、とても楽しかったし有意義でした。インターンシップ

を通して得たことを今後の生活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 

古河電池株式会社 

古河電池アルカリ電池部製造課の皆様、1 週間ありがとうございました。この経験を活かして高専

生活を頑張りたいです。 

税理士法人山平会計 

5 日間大変お世話になりました。細かく丁寧に教えて下さり、とても分かりやすく目的を持って取

り組むことができました。本当にありがとうございました 

ユニオン建設株式会社 

5 日間、いろいろな知識を教えていただき、ありがとうございました 
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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。 

 

12．本年度インターンシップ実施結果と今後の課題 

いわき商工会議所のインターンシップ事業につきまして、ご多忙の折、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

学校教職員並びに関係者の皆様のご努力により、本年度も無事終了することが出来ましたこと

厚く御礼申し上げます。 

外国人労働者の受け入れに係る制度変更等に見られるように国内は少子高齢化という構造的

な問題からくる生産年齢人口の減少、及び景気拡大に伴う労働需要の増加という労働者不足の

問題に直面しております。また首都圏のみ人口が増加している状況から、都市部への若者の流

出は明らかであり、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。そのような状況に鑑み、当所は昨年度から福島県と連携し「F ターンインターンシップ」

を実施しており、市内事業所の魅力を首都圏で発信することで、本年度も２０名を超える首都

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、各種団体と連携を深め今後もなお

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、誠にありがとうございました。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。 

本年度事業では、「やる気のある学生に参加を絞り込んだ」「学校運営母体の変更」「市外

への就職を希望する学生が増加した」等、各学校の事情により参加学生数減によるマッチング

数について昨年度比で若干減少しましたが、本年度の同事業も参加事業所や学生に対し、ある

一定程度の役割は果たせていたと考えております。当所が実施しましたアンケートによります

と、参加学生からは「学校では学べないことを体験できた」「就職活動へ向け自分の不足して

いる部分が明確となった」「就職への選択肢が広がった」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「社会人としての責

任」「社員同士のコミュケーションの重要性」を挙げた学生も多く、社会人の基本的なマナー
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や心構えなど実際に仕事を体験したことで、社会人になるための意識向上や責任感等、「様々

な面から働くことをより現実的に考えられるようになった」等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「就職に繋がるケースもある」「自社を就労希望先と学生が言ってくれた

ことで、社員のモチベーションが上がった」「若い世代に向けた取り組みのアプローチ方法、

告知方法の在り方を見直す機会となった」等のプラスの意見をいただいた一方で、「他社のプ

ログラムも知りたい」「単位取得目的ではなく興味を持っての参加が望ましい」「Ｕターンを

検討する首都圏大学生等にもしっかりアピールしてほしい」との要望をいただきました。市外

の学生の参加に関しては、福島県と連携し、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。 

最後となりますが、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４割を超えており、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。県の報告会にお

きましても、とあるいわきの事業所が本年度採用の半数以上について、インターンシップ体験

や社内見学を実施した学生を採用した旨を報告しました。一方で、首都圏企業の状況を見ます

と、実りある採用活動を実施するため、インターンシップを含めた採用に関する学生への優遇

を実施する等、採用活動に関する認識がこれまでと大きく変化しつつあります。地方という地

理的デメリットを克服し優秀な学生とつながるためには、地元事業所や地方自治体等が採用や

雇用に関する認識を新たにし、首都圏企業とのさまざまな差異を埋める必要がこれまでにも増

して重要となってくると考えます。 

いわき商工会議所としましては、いただきましたご意見を十分に事業に反映できておらず反

省点は多々ございますが、今後も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、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。

引き続き参加事業所、学校関係者、福島県商工労働部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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いわき商工会議所 

Iwaki chamber of commerce and Industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<問い合わせ先>    

〒９７０－８０２６ 

福島県いわき市平字田町１２０番地 ラトブ６階 

TEL   ０２４６（２５）９１５１ 

FAX   ０２４６（２５）９１５５ 

E-mail  web@iwakicci.or.jp 

URL   http://www.iwakicci.or.jp/ 
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