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鷲見   雄司 氏  丸京製菓株式会社 

 

須山  政樹 氏  須山木材株式会社 

 

片山  昌之 氏  片山工業株式会社 

 

重道  泰造 氏  株式会社アイグラン 

 

青木  隆行 氏  株式会社銘建 



 

～ＣＯＮＴＥＮＴＳ～ 

●丸京製菓株式会社（鳥取県） 

 代表取締役副社長 鷲見 雄司 氏 

「企業は人なり ～人が育つことは企業が育つこと」 

 

 

●須山木材株式会社（島根県） 

 代表取締役社長 須山 政樹 氏 

 「木を植えて人を育てる ～森づくりは人づくり」 

 

 

●片山工業株式会社（岡山県） 

 代表取締役社長 片山 昌之 氏 

「チャレンジ精神を持って、失敗を恐れずに、まず走ってみる」 

 

 

●株式会社アイグラン（広島県） 

 代表取締役 重道 泰造 氏 

「互いが認め合う関係づくりを大切に」 

 

 

●株式会社銘建（山口県） 

 代表取締役 青木 隆行 氏 

「人を育て、経営者を育てる ～社員を主役に」 

 

 

 

◇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 

 

 

 

 

 



事業の内容 

国 

中小企業・小規模事業者人材対策事業 
平成26年度補正予算額  60.1億円 

経済産業政策局 産業人材政策室 03-3501-2259 
製造産業局    参事官室     03-3501-1689 
中小企業庁    経営支援課    03-3501-1763 

事業イメージ 

事業目的・概要 

経営資源の乏しい中小企業・小規模事業者にとって人材確保は極めて難しい

課題です。特に、大企業を中心に雇用が拡大する中で、少子高齢化や大都

市への人口流出が進む地域の中小企業・小規模事業者では、人材確保はま

すます厳しくなっています。 

 このため、本事業では、地域の事業者のニーズを把握した上で、大企業、地域

の金融機関等と連携して、中小企業・小規模事業者が必要とする人材を地

域内外から発掘し、紹介・定着まで一貫した支援を実施します。 

 また、地域の中小企業・小規模事業者が集まり、単独では実施できない人材

育成を共同で進めることを支援します。 

 さらに、ものづくりの現場等で技術・技能を支える人材を確保するため、中核とな

る人材を育成するための研修等の費用を補助します。 

成果目標 

１．本事業への若者・女性・シニア等の多様な人材１０万人程度の参加により、
地域事業者の人材不足状況の可能な限りの低減、及び、将来的な各地域におけ
る取組の自立化を目指します。 

２．６０人程度の参加を得て、人材育成のモデル創出を目指します。 

３．ものづくり事業者100社以上において中核人材の技能向上を目指します。 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

民間企業等 

委託 

 

<委託、補助・定額> 

※補助上限額は検討中  

 地域の中小企業・小規模事業者のニーズを把握して、地域内
外の若者・女性・シニア等の多様な人材から地域事業者が即
戦力として必要とする人材を発掘し、地域事業者への紹介・定
着までを一貫支援します。また、人材を発掘し、地域事業者との
マッチングを行う民間企業等の能力向上を図ります。 

 

 

 

 

 

                      <委託> 

 地域人材育成コーディネーターを中心に「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
出向や共同研修等の実証を行うことで、地域の企業における人
材育成を促進します。 

 

                    <補助・定額又は補助率2/3> 

※補助上限額 ５０万円/社 

 ものづくり中小企業・小規模事業者の現場で働く人材に対して

講習等を行うことにより、ものづくり中小企業・小規模事業者の

中核を担う人材の育成を支援します。 
 

国 

国 

補助(定額) 

委託 

委託 

補助(定額) 

民間企業等 

民間企業等 

民間企業等 

民間企業等 

民間企業等 

間接補助(補助率2/3) 

１． 

２． 

３． 

１．地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援 

２．地域企業人材共同育成 

３．ものづくり中核人材育成 

地域内外
の人材 

民間企業等 中小企業 

発掘 紹介・定着 



中小企業・小規模事業者人材対策事業 
平成2７年度予算案額  10.0億円（新規） 

中小企業庁 経営支援課 
03-3501-1763 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 
民間企業等 

補助（定額） 

事業イメージ 
事業目的・概要 
経営資源の乏しい中小企業・小規模事業者にとって人材確保は極めて
難しい課題です。特に、大企業を中心に雇用が拡大する中で、少子高齢
化や大都市への人口流出が進む地域の中小企業・小規模事業者の人
材確保はますます厳しくなっています。 

 このため、地域事業者のニーズを把握した上で、大企業、地域の金融機
関等と連携して、進学等でいったん地域を離れた若者等、地域の事業者
が必要とする人材を、都市部で発掘し、紹介・定着まで一貫した支援を
実施します。 

 また、ものづくりの現場等を支える人材育成のため、生産性向上に資する
指導者育成と製造現場への指導者派遣を支援します。 

成果目標 
平成27年度から平成31年度からの事業であり、 
１．本事業への都市部の若手人材等2千人程度（年間）の参加によ
り、地域事業者の人材不足状況の可能な限りの低減、及び、各地域に
おける取組の自立化を目指します。 

２．年10箇所のスクールで100名以上のカイゼン指導者の育成を支援
し、カイゼン活動の全国展開を目指します。 

製造産業局 参事官室 
03-3501-1689 

①ＵＩＪターン人材拠点の整備＜委託＞ 

 ・地域の中小企業・小規模事業者のニーズを把握して、都市部の若
手人材等を発掘し、地域事業者とのマッチングを行うＵＩＪターン人
材拠点を整備します（全国５箇所程度）。 

②地域中小企業・小規模事業者の人材確保等支援 
＜補助・定額＞ 

※補助上限額は検討中。 

 ・都市部の拠点、関係機関と連携し、地域の中小企業・小規模事
業者の魅力を発信するとともに、都市部で発掘したＵＩＪターン人材
の地域事業者への定着支援を実施します。 

 

※補助上限額は検討中。 

カイゼン活動の指導者を育成するための研修を実施して製造現場
等に派遣することにより、中小企業・小規模事業者のものづくり現場
等を支える人材育成を支援します。 

民間企業等 
委託 

国 民間企業等 
補助（2/3） 

民間企業等 
委託 １． 

２． 

１．地域中小企業人材バンク事業 

２．カイゼン指導者育成事業＜補助・補助率２/３＞ 



地域中小企業人材バンク事業とは 

発掘 

紹介・定着 

発掘 

UIJターン希望者 紹介・定着 

地域人材 
コーディネート機関 
（全国47箇所） 

 

中小企業 
・小規模事業者 

地域の人材 

都市部の人材 UIJターン人材拠点 
（５都市） 

※仙台、東京、名古屋、 
大阪、福岡を想定 

新たに設置する『地域人材コーディネート機関』の主な役割 

 地域内の人材（若者、女性（主婦）、シニア）発掘と中小企
業・小規模事業者とのマッチング 

 中小企業・小規模事業者の人材受入体制整備支援 
 『UIJターン人材拠点』と連携した都市部の人材受入れ支援 
 自治体やハローワーク、大学との効果的な連携 ／等 

新たに設置する『UIJターン人材拠点』の主な役割 

 地域の中小企業・小規模事業者への就業に関心を持つ都
市部の人材（特に若者）発掘、育成 

 地域の中小企業・小規模事業者の求人情報や事業情報を
都市部で発信、マッチングイベントの開催 

 UIJターンの成功事例収集・表彰 ／等 

『地域中小企業人材バンク事業』とは 

 地域と都市部の多様な人材の中から、中小企業・小規模事業者のニーズに即した人材を発掘し、紹介・定着までを一貫支援（コーディネート）するもの 
 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の関連事業と有機的に連携しながら政策を展開 
 中小企業・小規模事業者で35万人程度の人材が不足する中、若者とともに、発掘が難しい主婦やシニアも対象に、初年度には約10万人の本事

業への参加を目指す 
 5年後には、①中小企業・小規模事業者の人材不足状況を可能な限り低減することを目指す 

                   ②中小企業・小規模事業者が良質な雇用を創出し魅力的な仕事を作り出す循環が各地において持続的に形成される仕組み作り 
                 を目指す 

 人口減少、首都圏への人材流出が進む中、地域経済・社会の持続可能性を確保するためには、地域に良質な雇用の場を創出すると共に、都市部から
地域への人材の環流を促す仕組みを強化していくことが必要。中小企業・小規模事業者は、多様な人材を活用することで、事業の付加価値を拡大させる
とともに、労働生産性の向上につなげていくことが重要です。 

 また、進学や就職でいったん地域を離れた若者や豊かな経験や知見を有するシニア等、多様な人材を地域へ呼びこみ、中小企業・小規模事業者とのき
め細かなマッチングを行うコーディネーターを養成すると共に、コーディネーターが自治体や地域の関係機関と連携して、地域で持続的に人材確保支援
が行える体制を整備していく必要がある。 

目的・背景など 

1 



地域中小企業人材バンク事業の全体スキーム 

中小企業庁 

地域人材コーディネーター養成事業（基礎・実践編） 

a)若者向けコーディネーター養成事業 

b)女性（主婦）向けコーディネーター養成事業 

c)シニア向けコーディネーター養成事業 

クラウドソーシング普及促進事業 

（P）シニアのポジティブセカンドキャリア推進事業 

地域人材コーディネート機関 
全国47カ所（各都道府県） 

地方 
経済産業局 

中小企業庁 全国事務局 

地方 
経済産業局 

地域人材コーディネート機関 
全国47カ所（各都道府県） 

UIJターン人材拠点事業 

全国5カ所（東京、仙台、名古屋、大阪、福岡） 

全国事務局 
委託 

委託 

定額補助 

定額補助 

平
成
26
年
度 

補
正
予
算
事
業 

平
成
27
年
度 

当
初
予
算
事
業 

 平成26年度の補正予算事業においては、地域内の多様な人材（若者、女性（主婦）、シニア）から、中小企業・小規模事業者が即
戦力として必要とする人材を発掘し、紹介・定着まで一貫支援（コーディネート）する。 

 平成27年度の当初予算事業においては、都市部の若手人材を、地域の中小企業・小規模事業者のニーズに即して発掘・育成し、
地域の中小企業・小規模事業者とマッチングを行う 
 平成26年度補正予算事業と平成27年度当初予算事業で公募がなされる47カ所の地域人材コーディネート機関は、同一機

関を想定 
 

委託 

委託 
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事業の内容 

地域企業人材共同育成事業費 
平成26年度補正予算案額  0.9億円（平成25年度補正予算0.6億円） 

 
経済産業政策局 産業人材政策室 03-3501-2259 

事業イメージ 

事業目的・概要 
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、地域の中小企業の人材育成力を高め、ひいてはその魅力を向上さ
せることができるのではないかとも言われています。 

 このため、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、１社単独では実施できない人材育成等
を共同で進めていくことが考えられます。 

本事業により、「地域人材育成コーディネーター」を中心とした、「地域人
材育成コンソーシアム」の組成を支援し、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。 

成果目標 
６０人程度の参加を得て、人材育成のモデル創出を目指します。 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 
委託 

民間企業等 

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 

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 

A社 B社 

C社 D社 

E社 F社 

「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）「地域人材育成コンソーシアム」内における人材育成を目的と 
     した「出向」の実施 
  または、 
 （２）「地域人材育成コンソーシアム」内における人材育成を目的と 
     した「他社等でのOJT研修」の実施 
   
 （３）OFF-JT研修の共同企画・実施【任意】 
 

1 



1 

（１）地域人材育成コンソーシアム内における人材育成を目的とした「出向」の実施 

（２）地域人材育成コンソーシアム内における「他社等でのOJT研修」の実施 

A社 Ｂ社 

地域人材育成 
コーディネーター 
⇒出向を通じた人材育成
（事前・事後フォロー等） 
⇒出向契約等の手続き支
援 

出向 

出向 

（３）OFF-JT研修の実施  
         【任意事項】 

Ａ社 

地域人材育成 
コーディネーター 

⇒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 
⇒受入れ企業での体制作り支援 

Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 

受入 

他社でのOJT研修 
（他社オペレーションを経験） 

Ｂ
社 

Ａ
社 

Ｃ
社 

D社 E社 

地域人材 
育成コー
ディネーター 
⇒地域のビジョン
の共有支援 
⇒人材交流の
場の設定 
⇒「出向」
and/or「他社
等でのOJT研
修」準備及び振
り返り 

 コンソーシアム参画機関同士の人材交流（出向）を実施。基本的に対象は、今後の自
社の成長を担う若手社員や中堅社員向けとする。 

 出向期間は目安として3週間程度。出向契約等の手続きは必須（地域人材育成コー
ディネーターが支援）。 

 地域中小企業間の繁閑期調整の意味合いも含み得る。出向期間終了後は出元企業
に帰任。 

 コンソーシアム参画機関に属する地域の複数企業や大学・研究機関等が連携し、技術
交流、共同研究開発、新製品・新事業の開発等を目的とするOJT研修を実施する。ここ
でいうOJT研修とは「他社のオペレーションに入り実務実習を行うことを想定。（大学・研
究機関等との連携はマストではない） 

 （例：対顧客サービス分野における接客応対、製造分野における加工工程に係る技術
指導等） 

 出向契約等の手続きは不要であるが、本事業の実施にあたり、人材育成のための指導計
画書の作成は必要。また、他社への長期出張等も対象。 

 地域の複数企業や地域の大学・研究機関等の連携により、中小企業1社の
みでは取組みが困難であるOFF-JT研修を共同企画・実施する。 

 上記(1)及び(2)の実施準備及び実施後の振り返りとして実施するOFF-JT
研修も含む。 

平成26年度補正予算 地域企業人材共同育成事業の事業イメージ 

【(1)か(2)のいずれかは必須事項とする】 

【(1)か(2)のいずれかは必須事項とする】 

複数企業からの参
加者による座学形
式のOFF-JT研修 



多様な「人活」支援サービス創出事業費 
平成2７年度予算案額  2.0億円（2.9億円） 

経済産業政策局 産業人材政策室 
03-3501-2259 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間企業等 
委託 

事業イメージ 

スキルと経験を持つ層 
（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       等 

グローバル展開企業 
（中小企業、サービス業） 

 健康長寿 
ヘルスケア・子育て産業 

 環境、エネルギー産業 

IT・クリエイティブ産業 

創業期・第二創業期企業 

成長分野 

「人活」支援サービスの創出・振興が必要 

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 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

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 

事業目的・概要 

成果目標 
平成25年度から平成27年度の3年間の事業であり、当該活動実
績(プログラム参加人数105人程度)及び成果実績(受入企業満
足度90％)を蓄積及び普及する事で、民間人材ビジネスとしての自
立化を促します。 

 
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。 

 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。 

等 



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年間で、累積１４２社を表彰しました。 

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２６年度受賞企業】 ５３社（うち、大企業２８社、中小企業２５社） 
 ※中国地域の受賞企業：大企業１社 
 
●株式会社エフピコ（広島県福山市） 
  ◇受賞のポイント 
    障がい者は“戦力”、全社員の“インクルージョン”で、無知故に生まれる誤解や 
   偏見をなくす。 
   

  ≪株式会社エフピコのダイバーシティ経営の取り組み内容≫ 
  Ⅰ．ダイバーシティ経営の背景とねらい 
   障がい者はなくてはならない“戦力” 
  
  Ⅱ．ダイバーシティ経営推進のための具体的取り組み 
   １）ダックスグループの高付加価値のトレーの製造 
   ２）エフピコ愛パックの業界唯一のエコトレー 
   ３）「フロアホッケー」で実現するエフピコの“インクルージョン” 
 
  Ⅲ．ダイバーシティ経営による成果 
   １）「エコトレー」市場の形成と「エコＡＰＥＴ」への展開 
   ２）好業績を支える障がい者の活躍を広く社会に発信 
 
   



キャリア教育推進連携表彰 

＜審査基準＞ 

学校が中心となった継続的・効果的なキャリア教育を推進する支援する取
組を評価する観点から、以下の項目による評価を実施。 

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４回キャリア教育推進連携表彰の概要 

＜賞の構成＞（下記４部門で構成） 
①大企業の部 

 キャリア教育に取り組む大企業・団体（従業員数が300人超の企業又は団体） 

②中小企業第１部（単独の部） 

 キャリア教育に取り組む中小企業・団体（従業員数300人以下の企業又は団体） 

③中小企業第２部（協働の部） 

 複数社で協力してキャリア教育に取り組む複数の中小企業・団体 

③コーディネーターの部 
 複数の企業や学校が行うキャリア教育を、専門的知識・経験に基づいたキャリア教育 
 プログラムやマッチングサービス等を提供することで支援するコーディネート機関 

 
＜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５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５回受賞団体等】（エントリー：７７件） 

 大賞（経済産業大臣賞を受賞した４団体より選出） 

  かわさきマイスター友の会 
  「川崎市内最高峰の匠が教える「ものづくり」の素晴らしさと子供達の秘めたる 
   可能性」 

［管内の実績］ 
 奨励賞 中小企業第１部（単独の部） 
  折り紙ヒコーキ協会（事務局：株式会社キャステム（広島県福山市）） 
  「折り紙ヒコーキ教室および大会」  

【第４回受賞団体等】（エントリー：３９件） 

 最優秀賞 
  川口若手ものづくり人材育成プロジェクト 
 優秀賞 
  京都市スチューデントシティ・ファイナンスパーク運営推進委員会 
  ほか２団体 

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。 



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）。 

 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、２６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。 

 また、平成２５、２６年度には、大学等の教職員を対象とした「社会人基礎力研修会」を開催しました。 

 
 
 
○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４８チーム（２５年度）、４２校５０ 
チーム（２６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 

○社会人基礎力を用いた実践的な人材育成手法 
等について理解を深め、産業界ニーズに対応した 
若者のキャリアアップ・人材育成に取り組む関係者 
等が研鑽を重ねる場として、中国･四国地域連携会 
議との共催により、「社会人基礎力育成研修会」を 
開催し、中国・四国地域の大学、企業代表者、行政 
など約６０名のご参加をいただきました。 
 
○当日は、基調講演等に加え、「大学・企業双方にとって意義 
のある産学官連携とは」というテーマでグループディスカッショ 
ンを実施し、各グループで活発な討論が行われました。 

社会人基礎力研修会 



 

～ 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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http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/yonago/index.html
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http://www3.jeed.or.jp/hiroshima/poly/
http://www3.jeed.or.jp/yamaguchi/poly/
http://www3.jeed.or.jp/okayama/college/
http://www3.jeed.or.jp/shimane/college/
http://www3.jeed.or.jp/hiroshima/college/
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