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福嶋 登美子 氏  ブリリアントアソシエイツ株式会社 

 

小松  昭夫 氏  小松電機産業株式会社 

 

辻井  説三 氏  株式会社ショウエイ 

 

有田 耕一郎 氏  ＮＰＯ法人キャリアプロジェクト広島 

 

長沼   毅 氏  長沼商事株式会社 

 

守政  和浩 氏  サマンサジャパン株式会社 



 

～ＣＯＮＴＥＮＴＳ～ 

●ブリリアントアソシエイツ株式会社（鳥取県） 

 代表取締役 福嶋 登美子 氏 

「夢を共有し、一人一人の可能性を開く 

～小さくても強い企業を目指す」 

 

●小松電機産業株式会社（島根県） 

 代表取締役 小松 昭夫 氏 

 「『縁』は、時と場所と共感、イノベーションから『念』に 

進化したときに生まれる」 

 

●株式会社ショウエイ（岡山県） 

 代表取締役 辻井 説三 氏 

「恕の精神～厳しさの中に愛情を持って接する」 

 

 

●ＮＰＯ法人キャリアプロジェクト広島（広島県） 

 代表理事 有田 耕一郎 氏 

「地域の担い手は企業。企業の担い手は人。 

         企業の成長のための『若者雇用戦略』を」 

 

●長沼商事株式会社（広島県） 

 取締役社長 長沼 毅 氏 

「創業１００年の老舗企業のパワーの秘密は、 

『人を大切にする社風』にあり」 

 

●サマンサジャパン株式会社（山口県） 

 代表取締役社長 守政 和浩 氏 

「『総合おもてなし企業』へ！ 人は財、教育は命」 

 

 

 

◇人材育成・確保に係る支援施策のご案内 

 

◇中国地域の代表的な人材育成支援機関のご案内 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

中小企業・小規模事業者人材対策事業  中小企業庁 経営支援課 
03-3501-1763 

 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

○内外の厳しい経営環境の中、経営資源の乏しい中小企業・小
規模事業者は、自主的な取組だけでは優秀な人材を確保する
ことが困難な状況です。また、採用後の人材定着も課題と
なっています。 

○一方、魅力ある中小企業・小規模事業者を知らず就職できな
い新卒者等、育児や定年等で退職し、再就職を希望する主婦
やシニア人材等、相当数の人材ストックが存在しています。 

○こうした中、中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保し
ていくためには、中小企業・小規模事業者が実施する職場実
習を支援するほか、学生との日常的な顔が見える関係作りか
ら、新卒者等の採用・定着までを一貫して支援する体制の構
築が重要です。 

○こうした取組を支援することで、地域における中小企業・小
規模事業者の将来を担う人材の確保・定着・育成を行い、我
が国経済や地域の産業・雇用を支える中小企業・小規模事業
者の経営力強化を図ります。 

 

 
  

経済産業省 基金管理団体 
（全国中小企業団体中央会） 

民間企業等 

委託：新卒者就職応援プロジェクト、中小企業新戦力発掘プロジェクト 
補助（定額） ：地域中小企業の人材確保・定着事業 

補助（定額） 基金延長 

１．新卒者就職応援プロジェクト（委託） 
 新卒者等の若年者の未就職者に対し、中小企業・小規模事業
者の事業現場で働く上で必要な技能・技術・ノウハウを習得す
る機会を提供するため、中小企業・小規模事業者が実施する職
場実習を支援します。 
 ○実習期間は２週間～３か月程度 
 ○助成金：技能習得支援助成金 
       実習生に日額最大７，０００円 

２．中小企業新戦力発掘プロジェクト（委託） 
 育児等で退職し、再就職を希望する主婦等に対し、職場経験
のブランクを埋める機会を提供するため、中小企業・小規模事
業者が実施する職場実習を支援します。 
 ○実習期間は２週間～３か月程度 
 ○助成金：技能習得支援助成金 
       実習生に日額最大７，０００円 

３．地域中小企業の人材確保・定着支援事業（補助・定額） 
 優秀な人材の確保のため、中小企業・小規模事業者と学生との
顔の見える関係作りから、新卒者等の採用・定着までを一貫して支
援（経営者による出前講座、合同就職説明会、新人研修等）します。 
 また、高度専門的な人材を必要としている中小企業・小規模事業
者に対して、実務経験豊富なシニア人材の確保・定着を支援します
（シニア人材が小規模事業者等で働く上での心構え等を学習できる
研修の実施や職場体験の機会の提供、マッチング等）。 
 更に、非正規人材等とのマッチングや就労スキル向上等の人材育
成、定着支援までを一貫して支援します。 

0 

※平成２４年度補正予算で措置された事業の延長により事業を実施 



 
 
 
○中小企業を取り巻く環境が厳しさを増す中、海外市場の需要獲 
 得が喫緊の課題となっています。他方、中小企業には海外展開   
 を担えるグローバル人材が社内に不足しているため、多言語を 
 理解できる外国人留学生は、社内のグローバル化を進める上で 
 戦力となり得ます。 
○中小企業が留学生を確保していくためには、職場実習を通じた 
 中小企業と留学生のマッチングの他、留学生が中小企業に就職 
 し定着するための体制の構築が重要です。 
○このため、以下の事業を実施します。 
 １．人材確保・定着支援（留学生向け） 
   事業実施者（地域の中小企業団体等）と大学等が連携し、留 
  学生に向けた中小企業の魅力発信や中小企業に向けた留学 
  生採用ノウハウの提供、中小企業と留学生のマッチング、外国 
  人従業員の定着までを一貫して支援します。 
 ２．新卒者就職応援（留学生向け） 
   大学４年生（１０月以降）や卒業後就職活動を行っている未就 
  職の外国人留学生に対し、日本の中小企業で働く上で必要な 
  技能・技術・ノウハウを習得する機会を提供するため、中小企 
  業で実施する職場実習（インターンシップ）を支援します。 

中小企業・小規模事業者海外人材対策事業  中小企業庁 新事業促進課 
03-3501-176７ 

 
 
 
     
     ・「経営者による出前講座」・「短期インターン 
      シップ」・「若手従業員との交流会」などを通 
      じて、地元中小企業の肌感覚や生の魅力を留学 
      生に伝える 
     ・「留学生の採用に関するセミナー」などを通じ 
      て、中小企業側の留学生に対する理解を深める 
     ・実施団体職員が大学キャリアセンター等を定期 
      巡回し、大学との連携を推進する 
      
      
     
     ・留学生に対して、会社説明会や職業紹介を実施 
     ・中小企業の求人情報を発掘 
     ・顔の見える関係の中で信頼できる企業のみ、留 
      学生に紹介 
     ・中小企業の海外展開戦略に合った留学生を適切 
      にマッチング 
      
      
      
     ・地域単位、業種単位での研修を通じて、地域で 
      真に必要な人材を育成 
     ・教育プログラムの作成段階から協力し、大学で 
      の学び直しにより知識技術を向上 
     ・地域レベルでの「同期」作り／地域の結束力の 
      強化（地域全体で外国人従業員のモチベーショ 
      ンアップとメンタルケアを実施） 
      

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

 

 
  

経済産業省 基金管理団体 
（全国中小企業団体中央会） 民間企業等 

補助（定額） 基金延長 

1 

補助（定額） 
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小
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STEP1 中小企業・留学生双方の意識付け 

STEP2 豊富な情報を活かしたマッチング  

STEP3 人材育成・定着支援  

※平成２４年度補正予算で措置された事業の延長により事業を実施 



 

○国内需要の停滞等により、我が国中小企業を取り巻く
環境が厳しさを増す中で、中小企業・小規模事業者の
発展と地域経済の活性化・雇用確保のため、成長著し
い海外市場の需要獲得が喫緊の課題となっています。 

○特に、サービス業では海外展開ニーズが近年急速に拡
大する一方、内需型産業であったため海外現地の人材
の層が薄いことが大きな課題です。 

○このため、中小サービス業等が現地事業を担う中核人
材を日本で育成する取組等について支援を行い、海外
展開の加速化を図ります。 

○具体的には、海外の子会社等で働く現地人材を日本に
招聘して行う現場での研修や、中小企業・小規模事業
者の従業員や専門家を海外の子会社等へ派遣して行う
研修の実施を支援します。 

中小サービス業等海外現地人材研修支援事業 

中小企業庁 新事業促進課 
03-3501-1767 

貿易経済協力局 技術協力課 
03-3501-1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○日本企業への受入研修（補助率2/3） 
 海外の子会社等で働く現地人材を日本に受け入れて研

修を支援します。 

○専門家派遣（補助率2/3） 
 海外の子会社等に専門家を派遣して、日本式サービス

手法等の指導や現地人材育成を支援します。 

※今回、受入研修と専門家派遣ともに研修対象者を海外
現地の内定者まで拡充します。 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 

補助 

全国中小企業 
団体中央会 

（定額） 

(一財)海外産業 
人材育成協会 

中小企業・ 
小規模事業者 

補助 補助 

（2/3） 

海外 

中小企業 

日本 

現地拠点の社員・内
定者を日本に招聘 
・日本での講義型研修 
・日本企業での現場研修 
（日本のホスピタリティ等の 
 修得） 

現地拠点等 日本人の専門家を 
派遣 
・現地拠点等での現場指導 

（定額） 

※平成２４年度補正予算で措置された事業の延長により事業を実施 



 
 
 
 

小規模事業者支援パッケージ事業 １４４．６億円のうち 

小規模事業者等人材・支援人材育成等事業 
平成2５年度補正予算案 ３．１億円 

事業の内容 

事業の概要・目的 

 
 
 
① ものづくり中核人材の育成支援＜補助率2/3＞  
                             【創業・技術課】  
 ものづくり小規模事業者等の製造現場において中核として働
く人材が、技術・技能の継承に係る講習を受ける際の費用や、
現場において技術・技能の継承の指導を受ける際の費用の一
部を補助します。 
 

② 小規模事業者等人材の共同育成事業支援           
＜委託＞ 【産業人材政策室】 

 地域人材育成コーディネーターを核とする「地域人材育成コン
ソーシアム」を組成し、複数の中小企業・小規模事業者間での
出向や共同研修の開催等の実証を行うことで、地域の企業に
おける人材育成を推進します。 
  
 
 

③認定支援機関の支援能力等向上支援      
＜委託＞【経営支援課】 

 認定支援機関の支援事例等の調査等を通じ、他の認定支
援機関のモデルとなる優良な取組を選定します。こうし
た事例を取りまとめて、広く認定支援機関等に共有する
ことにより、認定支援機関の更なる質の向上を図ると共
に、中小企業・小規模事業者自身が認定支援機関を評価
した上で最適な支援機関を選定できる体制の整備を図り
ます。 

事業イメージ 

○小規模事業者等は、国内需要の減少や大企業等の取引先
の海外移転など、国内の取引構造の変化に伴って厳しい経営
環境におかれています。 

○特に、小規模事業者はその規模の小ささ故に、資金や人材、
経営のノウハウなどの経営資源に制約があること等により、経
営環境の変化についていけず、企業数、雇用者数ともに減少
傾向にあります。 

○こうした中、小規模事業者等が取り組むべき課題として、(1)
技術・技能の継承、(2)人材の確保・育成等が挙げられます。そ
のため、 製造現場における中核人材に対する支援、企業間で
の出向等による人材育成に対する支援を行います。 

○また、小規模事業者等への支援体制や機能の強化について
の重要性も増していることから、認定支援機関の更なる支援
能力向上支援を行うことで、小規模事業者等の事業の活性化
を図ります。 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間企業等 

補助（定額） 

民間団体等 

委託 
民間団体等 国 

経済産業政策局 産業人材政策室 03-3501-2259 
中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763 
中小企業庁 創業・技術課 03-3501-1816 

小規模事業者等人材育成事業 

補助（２／３ ） 

① 

②、③ 

小規模事業者等支援能力等向上事業 



 
○地域の中小企業では、大企業に比べて事業範囲や配属部署が限られているために社員が様々な部署での経験を経
て能力を伸ばすことが難しい場合も多いことから、社員の能力を伸ばす多様な機会を提供することで、地域の中小
企業の魅力を向上させることができるのではないかとも言われています。 

 

○このような課題に対応するために、地域の複数の中小企業等が集まり、今後の自社の成長を担う若手社員や中堅
社員向けに、他企業での多様な経験を積む人材育成を目的とした出向・他社でのOJT研修や共同研修の実施による
人材育成等を共同で進めていくことが考えられます。 

 

○このため、「地域人材育成コーディネーター」を中心とした、地域の複数の中小企業等による「地域人材育成コ
ンソーシアム」の組成を支援し、地域の企業間での人材育成を目的とした出向・他社でのOJT研修による人材育成
等の実証を行うことで、地域の中小企業における人材育成を推進します。 

○「地域人材育成コンソーシアム」の組成により、以下のよう
な取組に関する実証を実施。 

  
 （１）－１ 地域の企業間での人材育成を目的とした出向・他

社でのOJT研修の実施 
 

 （１）－２ 他企業等との人材交流によるOJT研修の実施 
 

 （２）OFF-JT研修の共同企画・実施 
 

 （３）教育訓練のための助成金の申請サポート 
 
○上記のような取組に必要となる費用への支援を実施。 

Ｄ社 

地域人材育成コー
ディネーター 

 
地域人材育成コンソーシアム 

「地域企業人材共同育成事業」 

事業の背景・目的 

事業イメージ 

Ａ社 Ｂ社 

Ｃ社 

※平成25年度補正予算：「小規模事業者等人材・支援人材育成等事業」の内数（０．６億円） 

大学、研究機関等 

・地域の企業間での人材育
成を目的とした出向・他社で
のOJT研修の実施 
・他企業等との人材交流に
よるOJT研修の実施 
・OFF-JT研修の共同企画、
実施            等 

Ｅ社 Ｆ社 



「地域企業人材共同育成事業」の事業イメージ 

地域人材育成コンソーシアム（仮称） 
 
 
 
 

Ａ社 
Ｂ社 

Ｃ社 Ｅ社 

例：人材育成のための出向や他社
でのＯＪＴ研修を希望 

例：急激な発注増等
により人手不足とな
り、一時的な出向者
の受入れを希望 

（１）-1 地域の企業間での人材育
成を目的とした出向・他社での
OJT研修の実施 

 

◇他社のオペレーションに入ることによ
る人材育成（事前・事後フォロー含む） 

◇各社ニーズの集約・企業マッチング 
◇出向契約等の手続き支援 
◇受入れ企業での体制作り支援  等 

地域人材育成コーディネーター（仮称） 

Ｇ社 

（１）-2 他企業等との人材交流による
OJT研修の実施 

 
◇複数企業や地域の大学・研究機関等が連携
した、技術交流、共同研究開発、新製品・新
事業の開発等の人材交流プロジェクトの実施 

◇大学・研究機関等は人材交流の場として施
設等を提供                 等 

大学・研究機関等 
Ｄ社 

Ｈ社 

例：人材育成
の観点から他
社との人材交
流を希望 

■ （１）～（３）のような取組みを地域の中小企業等が共同して実施するプロジェクトについて、各コンソーシアム
の創意工夫による自主的な提案を募集（ただし、（１）に係る取組みが含まれていることが必要） 

（２） OFF-JT研修の共同企画・実施 
【任意事項】 
 
※①の実施の準備として、参加者に対す
る事前研修を含む 

例：一社のみでは困難な
階層別研修等を希望 

Ｉ社 

（３）教育訓練のための助成金
の申請サポート【任意事項】 

 
◇教育訓練のための助成金につい
て、申請を希望する企業の事務負
担を軽減するため、申込みのサ
ポート等を実施 

例：教育訓練の助成金
の申請に係るサポート
を希望 

出向・OJT研修の実施 

◇事業趣旨に賛同するコンソーシアム参加
企業のニーズを集約・調整し、人材育成プ
ロジェクトを企画、実施 



多様な「人活」支援サービス創出事業費
２．９億円（３．５億円）

経済産業政策局 産業人材政策室
03-3501-2259

国
委託

民間企業等

事業イメージ

グローバル展開企業
（中小企業、サービス業）

環境、エネルギー産業

企業の中堅人材等

○金融、コンサル、商社など、
海外進出に必要な能力
を持つ人材

○工程管理・品質管理スキル
を有する管理職

○大企業内で経理・財務・
営業・人事マネジメント等を
担当していた人材

○資格持ち

スキルと経験を持つ層

等

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業の概要・目的

○我が国では産業構造の転換が重要な課題となっており、
経済成長や雇用の確保を図りつつこれに対応するため
には、スキルと経験を持つ社会人が成長分野で活躍し、
更なる価値創造を図ることが不可欠です。

成長分野

成長分野の事業者の人材ニーズに適合した再教育・マッチ
ングのプログラムをPDCAサイクルを回しながら開発・実証

「人活」支援サービスの創出・振興が必要

分野ごとに異なる成長分野で必要とされる適性、スキルの明確化

成長分野で必要なマインドやスキルに係る再教育プログラム

の開発（マインドリセット、スキル・経験の汎用化等を含む）

再教育プログラム受講者の成長分野の事業者での就労

受講者の活躍状況の検証及び再教育プログラムへの反映

STEP①

STEP②

STEP③

STEP④

○しかし、そのような人材が実際に活躍した成功事例が
ほとんどないことや成長分野の人材ニーズを的確に把
握出来ていない等の様々な課題があることから、現状
の民間ビジネスはこうした人材の流れを促す役割を果
たせていません。このため、スキルと経験を持つ社会
人が成長分野で活躍するために必要な再教育・マッチ
ングを一体的に行うサービス（｢人活｣支援サービス）
を提供する産業の創出・振興が必要となります。

○ このため、本事業において、再教育・マッチングの
プログラムの開発や、同プログラムを受講した人材が
実際に成長分野で働く実証等を実施し、成長分野での
人材活用の成功事例の組成・普及等により「人活」産
業の創出・振興を図ります。

ＩＴ・クリエイティブ産業

健康長寿

ヘルスケア・子育て産業

等

創業期・第二創業期企業

ihaa7330
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○今後の急成長が見込まれる新興国市場獲得のため、戦略
的に技術協力ツールを活用します。

○具体的には、
− 政策対話に基づく現地人材育成への協力や、我が国の

制度・システムの移転等による事業環境整備を目的とし
た研修等

− インフラ受注率を高めるための、我が国技術等の優位性
の理解促進を目的とした研修等

− 中小企業の海外展開やインフラビジネス獲得に向けた
「国際即戦力人材」育成のための、我が国若手人材の海
外インターンシップ

を実施します。

貿易投資促進事業
１９．６億円（１４．８億円）

貿易経済協力局 技術協力課
03-3501-1937

国

委託

民間機関等

事業の内容

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

【「国際即戦力人材」育成のための我が国若手人材の海外イン
ターンシップ】

（派遣先の例）
− 若手社会人 → ベトナムの水道公社（政府系機関）
− 若手社会人（中小企業）→インドネシアの自動車メーカー

【産業政策・制度・システムの移転による事業環境整備】

（具体的な事業例）
− 相手国との政策対話に基づく公害防止管理者制度の構築

支援と公害防止技術の導入に向けた研修・専門家派遣
− 参入規制緩和に向けた政策対話と並行して、流通関連事業

者に対する我が国流通政策の研修

【我が国のインフラ・システム技術の理解促進】

（想定される分野）
− 宇宙産業、電力、石油・ガスプラント、スマートコミュニティ、

鉄道、医療、都市開発・工業団地、水、リサイクル、再生可
能エネルギー 等

技術協力ツール

各地域の実情を踏まえて、国内企業の海外展開を効果的に支援

新興国それぞれの事情に応じた地域戦略

「新興国市場開拓事業」とも連携し、戦略的に実施

ihaa7330
タイプライターテキスト

ihaa7330
タイプライターテキスト

ihaa7330
タイプライターテキスト
平成２６年度予算案

ihaa7330
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト



○日系企業の海外展開に必要となる現地拠点を強化する
ために、現地日系企業等の現地人材の育成支援を行い
ます。これにより、現地の産業技術水準の向上や経済
発展を図ります。

○具体的には、中堅・中小企業等の現地拠点において
経営・販売・開発・設計等に携わる幹部人材の育成に
向けた研修等を支援します。

○このため、研修生受入及び専門家派遣等に係る費用
（滞在費、研修費及び派遣費、資機材費等）の一部を
補助します。

新興市場開拓人材育成支援事業
１２．１億円（１５．１億円）

貿易経済協力局 技術協力課
03-3501-1937

事業の内容

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 補助

※補助率（1/3、1/2、2/3、定額）

民間機関等

0

現地日系
企業等

開発途上国

国内企業等

日本

事業イメージ

【具体的な事業例】
・流通小売り企業の現地拠点で必要となる幹部候補人材の育成

（マレーシア）
・自動車部品用の樹脂成形金型設計の専門家派遣(タイ)
・ウェブマーケティング技術に関する専門家派遣（フィリピン）

・日本での講義型研修
・日本企業での現場研修

開発途上国・日本の経済発展に
寄与する現地人材の育成支援

日本企業の海外展開支援

・途上国の現場を活用
した専門家による指導

ihaa7330
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○中小企業・小規模事業者の海外における安定的な事業拡
大には、日本企業の理念や経営手法を十分に理解し、現地
人材をマネージできる管理職人材等の高度人材の育成・確
保が課題です。

○他方、中小企業・小規模事業者には現地の大学や高等専
門学校等の人材養成機関とのパイプが不足し、知名度の
低い多くの中小企業・小規模事業者は現地の高度人材の
確保が困難です。

○このため、本事業では、日系中小企業と現地の大学・高等
専門学校等との協力の下、現地でのジョブフェア及び企業
文化講座を実施し、日系中小企業の海外における高度人
材の育成・確保を推進します。

中小企業海外高度人材育成確保支援事業
平成２６年度予算案 ０．５億円（０．６億円）

貿易経済協力局 技術協力課
03-3501-1937

中小企業庁新事業促進課
03-3501-1767

委託

事業の内容

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

タイ・ベトナム・インドネシア等の日系中小企業と現地大学・高
専等との連携により、現地でのジョブフェア（日系中小企業への
理解の促進に向けたセミナー、企業によるＰＲ、就職面接等）、
企業文化講座（現地日系中小企業や専門家による大学等での
講義）を実施。

●現地法人が直面する事業環境上の課題

●大卒人材確保の必要性（タイ進出日系中小企業２８社へのアンケート）
•今後タイの大学からの新卒を採りたいか？：「はい」 との回答が71%
•大学とのパイプがあるか？：「いいえ」との回答が57%

国 民間機関等



大学における社会人基礎力の育成を推進 
 経済産業省では、我が国経済を担う産業人材の確保・育成の観点から、職場や地域社会において多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要 

とされる「社会人基礎力」を整理、公表し、平成２０年度～平成２１年度、様々な年次・科目において、学力とともに社会人基礎力の育成を目指す 

大学の取組を支援しました（体系的な社会人基礎力育成・評価システム開発・実証事業）。 

 また、社会人基礎力の育成を目指す大学の取組をコンテスト形式で表彰する「社会人基礎力育成グランプリ」を平成１９年度より実施しており、 

平成２３、２４年度は日本経済新聞社主催で、平成２５年度は社会人基礎力協議会（大学教職員有志の会）主催、経済産業省共催で開催しました。 

 
○全国の大学（短大・大学院含む）のゼミ・研究・授業等 
における「社会人基礎力」の育成事例とその成果を担当 
教員＆学生チームが発表します。 
○審査の結果、最も成長したと思われるチーム（大学）に 
「社会人基礎力大賞」（経済産業大臣賞）が授与されます。 
○本グランプリは平成１９年度に開始され、参加校は７校 
（１９年度）、４０校（２０年度）、５３校（２１年度）、１００校 
（２２年度）、８８校１０８チーム（２３年度）、９２校１０９チー 
ム（２４年度）、４５校４９チーム（２５年度）と推移。 
○２１年度より予選大会を地域ブロック別に開催し、地方 
予選を通過したチームが東京で開催される決勝大会に進 
出するスタイルとなっています。 
 
 
 
 

社会人基礎力育成グランプリ 



キャリア教育推進連携表彰 

①協力性 

（教育関係者とそれ以外の者が、互いの理念を共有し、如何に協働したか。） 

②継続性 

（長期にわたり運営していくため工夫がなされているか。） 

③実践性 

（学校・地域のニーズを捉えた取組となっているか。また、これらの取組が下支えと
なって学校における効果的なキャリア教育が推進されているか。） 

④発展性 

（当該団体が実施する取組が地域社会全体へ波及し、より多くの協力を得られる取
組となっているか。） 

第３回キャリア教育推進連携表彰の審査基準 

＜賞の構成＞（下記３部門で構成） 

①大企業の部 
 従業員数が300人より多い企業又は経済団体が行っているキャリア教育の組組 

②中小企業の部 
 従業員数が300人以下の企業又は経済団体が行っているキャリア教育の組組 

③地域企業協働の部 
 地域の企業が３社以上の経営者又は社員が協働し行っているキャリア教育の取組 

 
＜審査基準＞ 
①継続性（長期にわたり運営していくためのPDSAサイクルが実行されているか） 

②普及性（より多くの学校（または地域）で実施しているか） 

③汎用性（教育ニーズに対応できる取組となっているか） 

④企画性（プログラムの内容に工夫があるか（目標設定、授業の進め方等）） 

⑤キャリア教育としての教育効果（授業内容が、社会的・職業的自立に向けた

力の育成支援となっているか） 

第４回キャリア教育アワード概要 

キャリア教育アワード 

キャリア教育を通じた産業界、地域社会との連携推進 

【第４回受賞団体等】（エントリー：６０団体） 

 大賞（経済産業大臣賞を受賞した３団体より選出） 

  岩村田本町商店街振興組合 
  「商店街初！岩村田商店街が実施する、支援の必要な子供たちのための自立支 
   援プログラム」※ 

 最優秀賞（経済産業大臣賞） 
  ソニー生命保険株式会社「ライフプランニング授業」 

  岩村田本町商店街振興組合「※」 
  アイシン精機株式会社・アイシングループ「アイシン環境学習プログラム」   

【第３回受賞団体等】（エントリー：８５団体） 

 最優秀賞 
  兵庫県教育委員会・県下全市町組合教育委員会 
 優秀賞 
  北上川流域ものづくりネットワーク 
  愛知県ハイスクール・起業家コンテスト実行委員会  
 奨励賞 
  五所川原６次産業化推進協議会 
  三重県商工会議所連合会 
  名護市グッジョブ連携協議会 
 審査員特別賞 
  北海道雨竜高等養護学校ウッドスタート協議会 

企業や経済団体による教育支援の取組を奨励・普及するための表彰制
度として『キャリア教育アワード』を平成２２年度に創設。平成２３
年度より各部門において最も優秀と認められる取組に経済産業大臣賞
を交付しています。 

キャリア教育の充実に向け学校等の教育関係者と地域・社会や産業界
の関係者がより密接に連携・協働し、一体となった取組が一部地域に
おいて進み始めており、このような取組を各地域に普及させるべく、
平成２３年度より文部科学省・経済産業省共催により先進事例を表彰
しています。 



0 

ダイバーシティ経営企業１００選 
 我が国がデフレ経済から「価値創造」経済へと転換を図っていくためには、女性、外国人、高齢者、障がい者を含め、
一人一人が能力を最大限発揮して価値創造に参画していくことが必要です。 
 経済産業省では、様々な規模・業種の企業における「ダイバーシティ経営」への積極的な取組を「経済成長に貢献する
経営力」として評価し、ベストプラクティスとして発信することで、ダイバーシティ推進のすそ野を広げることを目的と
して、「ダイバーシティ経営企業100選」事業を実施しています。 
 「ダイバーシティ経営企業100選」（経済産業大臣表彰）は、「ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした
企業」を平成24年度から３年程度かけて、累積で約100社を表彰する予定です。 
 

ダイバーシティ経営とは 
 
「多様な人材（※1）を活かし、その能力（※2）が
最大限発揮できる機会を提供することで、イノ
ベーションを生み出し、価値創造につなげて
いる経営（※3）」のことです。これからの日本企
業が競争力を高めていくために、必要かつ有
効な戦略といえます。  
 
（※1） 「多様な人材」とは、性別、年齢、国籍、  
 障がいの有無などだけでなく、キャリアや働 
 き方などの多様性も含む。 
 （※2） 「能力」には、多様な人材それぞれの 
 持つ潜在的な能力や特性なども含む。 
 （※3） 「イノベーションを生み出し、価値創造 
 につなげている経営」とは、組織内の個々 
 の人材がその特性をいかし、いきいきと働く  
 ことの出来る環境を整えることによって、「自 
 由な発想」が生まれ、新しい商品やサービ 
 スなどの開発につながる。 

 

【平成２５年度受賞企業】 46社（うち、中国地域の受賞企業２社） 
 
●株式会社キョウセイ（岡山県倉敷市） 
  障がい者一人ひとりの特性に応じた着実な改善活動で生産性向上を実現 
  ▶障がい者が60％もいる職場で、公的助成に頼らず、事業収入によって30年にわたり経営を継続 
  ▶障がい者が「悩まない作業、疲れない作業」を理想に、改善活動を展開 
  ▶改善活動は2011 年から2014 年で生産性の1.5 倍アップを目指す 
  ▶職員（健常者）が1 日800 枚塗っていた塗装を、従業員本人（障がい者）の努力と工程の改善で 
   1200 枚へと生産性向上を実現 
  ▶チーム制を敷き協力し合う現場の空気を醸成 
  ▶金型処理工程で大幅に在庫削減し、悩まない作業、迷わない作業現場を実現 
  ▶ IT 化で職員が行っていた伝票集計（8 時間/ 日）の労働が不要となり、その職員が従業ケアに回る 
  ▶ダイバーシティの取り組みを外部の講演会での発表や、工場見学の受入れで広く伝えている 

 
●株式会社虎屋本舗（広島県福山市） 
  高齢者の技と知識・アイデアを和洋菓子の新商品開発に活かしヒット商品を連発 
  ▶家訓の「和魂商才」、「商人の売買するは天の相（たすけ）」を経営の中心に据えてダイバーシティ   
   経営を推進 
  ▶定年を60 歳から一気に70 歳まで引き上げ、意欲と技術のある高齢者の待遇を下げることなく継続 
   雇用 
  ▶ベテラン和菓子職人の知恵と技で「はっさく大福」を商品化し、夏のヒット商品となる 
  ▶身体的負荷が多い作業の機械化を進め、省力化できた分、多能工化の推進、ベテランは後輩の指 
   導や新商品のアイデア出しに注力 
  ▶高齢者のアイデア、若手のセンスのコラボレーションで菓子製造も新商品開発を進める 
  ▶店舗勤務はシフト制で、家庭との両立を望む主婦層に配慮。店長はベテランの女性パート社員が多   
   く、顧客対応、販売員の指導・管理にあたる 



 

～ 中国地域の代表的な人材育成支援機関の案内 ～ 

 

●求職者・在職者を対象に基礎的な技能・知識習得の公共職業訓練を実施 

職業能力開発促進センター（ポリテクセンター） 

鳥取職業能力開発促進センター   〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南 7-1-11 

                 TEL 0857-52-8781 FAX 0857-52-8784 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/ 

米子職業能力開発促進センター   〒689-3537 鳥取県米子市古豊千 520 

                 TEL 0859-27-0111 FAX 0859-27-0980 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/yonago/index.html 

島根職業能力開発促進センター   〒690-0001 島根県松江市東朝日町 267 

                 TEL 0852-31-2800 FAX 0852-31-2164 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/shimane/poly/ 

岡山職業能力開発促進センター   〒700-0951 岡山県岡山市北区田中 580 

                 TEL 086-241-0067 FAX 086-241-0902 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/okayama/poly/ 

広島職業能力開発促進センター   〒730-0825 広島県広島市中区光南 5-2-65 

                 TEL 082-245-0267 FAX 082-243-0838 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/hiroshima/poly/ 

山口職業能力開発促進センター   〒753-0861 山口県山口市矢原 1284-1 

                 TEL 083-922-1948 FAX 083-932-1583 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/yamaguchi/poly/ 

職業能力開発大学校（ポリテクカレッジ） 

中国職業能力開発大学校      〒710-0251 岡山県倉敷市玉島長尾 1242-1 

                 TEL 086-526-0321  FAX 086-526-2319 

                               HP  http://www3.jeed.or.jp/okayama/college/ 

中国職業能力開発大学校 

附属島根職業能力開発短期大学校  〒695-0024 島根県江津市二宮町神主 1964-7 

                 TEL 0855-53-4567 FAX 0855-53-0805 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/shimane/college/ 

中国職業能力開発大学校 

附属福山職業能力開発短期大学校  〒720-0074 広島県福山市北本庄 4-8-48 

                 TEL 084-923-6391 FAX 084-921-7038 

                 HP http://www3.jeed.or.jp/hiroshima/college/ 

●幅広い分野で中小企業の人材育成を支援 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

中小企業大学校 広島校      〒733-0834 広島県広島市西区草津新町 1-21-5 

                 TEL 082-278-4955 FAX 082-278-7201 

                 HP http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/ 

●青年海外協力隊活用による企業のグローバル人材育成を支援 

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ） 

ＪＩＣＡ中国（中国国際センター） 〒739-0046 広島県東広島市鏡山 3-3-1 

                 TEL 082-421-6300 FAX 082-420-8082 

                 HP http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html 
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