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第１章 調査の概要 
 
１．調査の目的 

 

平成 25年 6月 14日に閣議決定された「日本再興戦略」では、「日本産業再興プラン」の「雇

用制度改革・人材力の強化」の中で、地域の中小企業等が未来の地域経済を支える人材を共

同で育成する仕組みを構築し、企業間での出向の円滑化や合同新人研修等の実施を支援する

こととしている。 

また、平成 25年 5月 19日に「若者・女性活躍推進フォーラム（仮称）」で発表された「我

が国の若者・女性の活躍推進のための提言」においても、合同研修開催支援や地域企業間の

出向支援などを行う「地域人材育成コンソーシアム（仮称）」の組成等を支援することが必要

だと提言されている。 

本調査では、中小企業間の出向や複数の中小企業を対象とした研修等を円滑に進めること

により、中小企業における出向等の既存の取り組み事例の収集及び、上記コンソーシアムの

組成等の実現に向けた課題の整理、課題克服のための方策について検討し、特に広島地域・

中国地域に即したモデルの検討・提示及び他地域への移転・展開の可能性と課題を明らかに

することを目的として実施するものである。 

  

２．調査の内容 

 

（１）先進事例等の研究 

 「我が国の若者・女性の活躍推進のための提言」にある「未来の地域経済を支える人材を

共同で育成する仕組みの構築」という提案は、特定非営利活動法人キャリアプロジェクト広

島（広島市・有田耕一郎 代表理事）の「地域の中小企業が連携して人材の融通や育成を行う

『地域人材育成コンソーシアム（仮称）』等の仕組みの構築」に関する提言を受けて行われた

ものである。 

以上を踏まえ、下記の調査を実施する。 

 

ⅰ地域人材コンソーシアム（仮称）構想実現の課題整理、仮説の検討 

  ・当該 NPOアドバイザーへのヒアリングによる構想概要及び狙いを把握する。 

  ・アドバイザーとの協議により、実施に向けて想定される効果・課題を抽出・整理する。 

 

ⅱヒアリング調査 ① 先進事例ヒアリング 

  ・他地域の先進的事例を調査・事例研究により、成功要因等を抽出する。 

 

ⅱヒアリング調査 ② 想定コンソーシアム構成員及びサポート機関ヒアリング 

  ・広島地域の企業間出向事例を把握する。 

  ・企業・大学等・人材ビジネス企業・ジョブカフェ等 15団体程度を対象とし、仮説に対

する利用意向やニーズなどに関するヒアリング調査を実施する。 

 

（２）広島モデルの提示 

 実証調査の結果を踏まえ、実施に向けた課題と方策を検証する。その上で、「未来の地域

経済を支える人材を共同で育成する仕組み」に関するスキームを提示する。 

 

ⅰ地域人材育成コンソーシアム（仮称）の実証及び検証 出向 

  ・事業スキーム案をもとに、出向に関する実証事業を実施し、その結果を検証する。 

  ・検証にあたっては外部専門人材 5名程度へのヒアリングを実施し、反映する。 
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ⅰ地域人材育成コンソーシアム（仮称）の実証及び検証 合同研修 

  ・合同研修の開催（広島市内・1回・6時間・3コマ・講師 3名・受講者 30名） 

  ・企業間の出向等、事業スキームに基づき、実施する。 

  ・実施結果を検証し、成果と課題を明らかにする。 

 

ⅱ 広島モデルの提示 

  ・調査結果を踏まえた事業スキームを提案する。 

   

(3) 他地域への展開の可能性の考察 

当モデルを全国で展開するために、検証結果の他地域への応用に関する可能性を考察する。

他地域への応用可能性考察・導入メリットの定量化。普及に向けた課題・方策を整理する。 

ⅰ他地域への応用可能性 

  ・他地域展開を図る上での留意事項、導入効果に関する指標等について提言を行う。 

 

ⅱ普及に向けた方策 

  ・地域人材育成コンソーシアム（仮称）の普及を図るために効果的な方策を提言する。 

 

 

３．調査フロー 

  

１ 先進事例等の研究

４ 調査報告書の作成

２ 広島モデルの提示

ⅰ地域人材コンソーシアム（仮称）構想実現の課題整理、仮説の検討
◇ 当該NPOアドバイザーへのヒアリングによる構想概要及び狙いの把握
◇ アドバイザーとの協議により、実施に向けて想定される効果・課題を抽出・整理

ⅰ 報告書の作成・成果品納品

ⅰ地域人材育成コンソーシアム（仮称）の実証及び検証 ① 実施計画策定と体制構築
◇ 事業スキーム案をもとに、実証事業の実施計画を策定（目標・指標設定・実施内容（研修テーマ含む）

・手法・協力体制・工程）について、具体化する。

ⅰ地域人材育成コンソーシアム（仮称）の実証及び検証 ② 実証事業の実施・検証
◇ 合同研修の開催（広島市内・1回・6時間・3コマ・講師3名・受講者30名）
◇ 企業間の出向等、事業スキームに基づき、実施する。
◇ 企業をはじめ実証事業への協力・参画機関には、「事前」「事後」のアンケートを実施し、GAPを測定。
◇ 調査結果を実施計画で設定した指標、GAP調査結果に基づき、検証。改善点・課題点を抽出する。

３ 他地域への展開の可能性の考察

◇ 他地域への応用可能性考察・導入メリットの定量化・普及に向けた課題・方策の整理

外部有識者（５者）
ヒアリング

◇ ヒアリング形式で
調査実施にあたって
専門的見地から
助言

調査報告会の開催

法制度等前提条件を整理し、アドバイザー協議により事業スキーム案策定

ⅱヒアリング調査①先進事例ヒアリング
◇ 他地域の先進的事例を調査・事例研究

により、成功要因等を抽出
◇ 調査先選定にあたっては、外部有識者

へのヒアリング等を通じて候補先を
作成する。

ⅱヒアリング調査②想定コンソーシアム
構成員及びサポート機関ヒアリング

◇ 広島地域の企業間出向事例等の把握
◇ ステークホルダー（企業・大学等・

人材ビジネス企業・ジョブカフェ等）
15件のヒアリング＋スキーム案への
意見交換を行い、課題と可能性を整理

素案をもとに
意見交換

ⅱ 広島モデルの提示
◇ 協力・参画企業等への結果報告及び結果を踏まえた改善案素案を提示し、意見を求める。
◇ アドバイザーとの協議により、改善案をもとに「広島モデル」を策定。

NPOアドバイザー

◇ 各業務段階での
指導・助言・協議
を依頼
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第２章 「地域人材コンソーシアム（仮称）」構想実現の 

事前の課題整理、仮説の検討 
 

１．アドバイザーとの事前協議  

 

（１） アドバイザーの委嘱 

 本調査業の実施にあたり、「地域人材育成コンソーシアム（仮称）」の提唱者である有田耕

一郎氏（特定非営利活動法人キャリアプロジェクト広島 代表理事）をアドバイザーに委嘱し、

業務全般の監修、助言を仰ぐこととした。 

 

■有田耕一郎アドバイザー 経歴 

大手商社勤務を経て、広島県安芸高田市に本社を置く㈱フリーエム代表取締役に就任。地

域密着型の企業経営を手がける傍ら、若者と地元中小企業をつなぐ中間支援組織特定非営利

活動法人キャリアプロジェクト広島を設立。代表理事に就任。地域人材育成コンソーシアム

（仮称）構想の提唱者である。 

 

 

（２） 地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本的な考え方 

 有田アドバイザーとの協議を踏まえて、本調査における地域人材育成コンソーシアム（仮

称）の基本的な考え方を以下のように整理した。 

 

①  地域人材育成コンソーシアム（仮称）の重要要件 

 

１） 地域人材育成コンソーシアム（仮称）は地域の人事部、各企業は事業部として機能す

る仕組みであること 

各企業の従業員は、地域産業全体の人材であるとの考え方に立った地域の雇用を支える

仕組み、人材を有効に活用するマネジメントの仕組みを構築する。 

   

 

 
(資料：経済産業省中国経済局) 
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２）特定地域を対象に展開される人材流動化、雇用維持の仕組みであること 

事業の最上位目的は「地域の雇用能力を高めること」にある。したがって、「職住一致」

に近い地域単位での展開が望まれる。これにより、対象となる従業員にとって「通勤地

域が変わる」「まったく縁のない人ばかりの職場に異動する」といった精神的な負担を下

げることができ、地域への産業人材の定着を促進することが可能になる。 

 

３）１単位を３０－４０社程度とし、顔の見える信頼関係構築可能な規模で構成すること 

同一地域で企業活動を行っていることへの経営者及び従業員間の信頼関係がコンソー

シアムの運用には不可欠な要素であり、構成員の顔の見える規模として概ね３０－４０

社程度が目安となる。 

 

 

２．論点整理及び仮説の検討   

 

（１）実証調査実施の基本方針 

 

① 実証調査の目的 

 実証調査の目的は、「特定地域内での企業間（経営者・従業員）の“顔の見える”信頼

関係」を軸として以下の項についての検証を行うこととする。 

１） 人材流動化の仕組みづくりの可能性と課題の抽出 

２） 従業員の企業の枠組みを越えた『地域内同僚意識』の醸成を目的とする合同研修の

有効性に関する可能性と課題の抽出 

 

② 実証調査の対象地域 

実証調査は、広島県安芸高田市において実施する。 

その主な理由は以下のとおり。 

１） 安芸高田市においては、市（行政）・市工業会（市内製造業者の連携組織）・市産業 

活動支援センター（市商工会と行政等が連携する中間支援組織）が共同で地域の雇 

用を守るための人材確保及び育成、活用を目的とする検討を進めており、関係機関 

の地域人材育成にかかる目的意識が共有されていること。 

２） 安芸高田市工業会において、同業・異業種に関わらず市内製造業企業間の連携によ

り、経営者と従業員の交流や事業展示会開催などに積極的に取り組んでいること。 

３） 職住一致を主とする地域であり、行政・企業・住民（従業員）の連携が図りやすい

こと。 

４） 安芸高田市工業会の加盟企業が４０社程度であり想定規模として最適であること。 

 

③ 実証調査【出向】事業の実施について 

実施時期については、関連業種の業況を踏まえ、企業の出向（送出・受入）ニーズに

あわせて調整する。 

   

④ 実証調査【合同研修】事業の実施について 

安芸高田市工業会を対象として実施する。実施にあたっては、広島市内金融機関が主

宰する企業間連携組織による合同研修等の運営手法について助言を得て検討する。 
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（２）実証調査結果の検証手法 

定量的な検証を行うための指標設定については、有田アドバイザーの提示する「地域

人材育成コンソーシアム（仮称）の想定メリット」を参考として設定する。 

 

１） 出向事業の想定メリット 

 労働力の過不足調整機能 

・業務閑繁期の人員調整 

・失業者層よりも安心感のある採用募集集団 

・雇用義務の軽減による若者採用の促進 

 社員の育成・キャリア形成促進機能 

・若手の人材育成（他分野の経験、切磋琢磨の機会提供） 

・人材の適性と業務にミスマッチがある場合の再チェレンジ機会の提供 

・固定化されがちな人間関係のリセット効果 

 地域社会の労働力移動促進機能 

・転籍の結果として成長産業への労働移動 

・ブラック企業のあぶりだし効果 

・地域の労働供給力向上に伴う地域産業全体の活性化 

 

２） 合同研修事業の想定メリット 

 企業を越えた地域職業人意識醸成機能 

・地域内での若手従業員間の仲間づくり、同期意識づくり 

・経営者と従業員がともに交流できる機会づくり 

 企業間の学び合い機能 

・異なる企業文化を認識し、学び合い、ともに成長する意識醸成、機会づくり 
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３．実証調査のスキーム（仮説） 

 

（１） 基本スキーム（仮説） 

本実証調査の基本的なスキーム（仮説）を以下のとおりとした。 

項 目 名 機 関 名 等 

１．基本となる地域設定等  

（１）対象地域 広島県安芸高田市地内 

（２）対象機関 安芸高田市工業会及び会員企業 

（３）関連機関 広島県安芸高田市 産業振興部商工観光課 

広島県安芸高田市 産業活動支援センター 

２．出向実証調査の対象  

（１）実施対象 安芸高田市工業会会員企業または会員企業のネットワークを

活かした企業間で調整する。 

（２）実施件数 １件程度とする。 

（３）実施期間 対象企業との調整により実施する。 

（４）出向調整プロセス 企業団体等へのヒアリング調査結果を踏まえ設定する。 

３．合同研修実証調査の対象  

（１）実施対象 安芸高田市工業会会員企業従業員、経営者 30名を対象とする。 

（２）実施期間 安芸高田市工業会との調整により実施する。 

（３）実施内容 ■開催数 

合同研修は１回（６時間）開催とする。 

■テーマ 

企業ヒアリング結果等を踏まえ、実際的なテーマを設定する。 

■講師 

上記テーマを踏まえ、講師３名を招聘する。 

 

■実証調査の基本的なスキームと調査業務の全体イメージ 
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第３章 先進的な事例のヒアリング調査 
 

１． 調査の概要 

 

（１）調査の目的 

本調査の実施にあたり、他地域の先進的事例を調査・事例研究により、成功要因等を抽出

する。 

 

 

（２） 調査先の選定 

 先進的な事例調査を実施するにあたり、以下の視点をもとにアドバイザー及び事務局と協

議の上、対象先を選定した。 
 

① 調査先選定の視点 

１）出向（送出・受入）、研修プログラム提供等コーディネート機能に関する類似事例 

中小企業間の出向及び再教育等に係る支援サービス及び人材育成及びキャリアデザ

イン等に関する研修プログラムを提供している類似事例 

 

２）特定地域で異業種の繁閑の差異などを活かした人材流動化を図っている類似事例 

特定地域を対象エリアとし、異業種（例：農業、製造業、サービス業等）の産業人材

を繁閑や人材の適性などにより出向により雇用維持、人材活用、地域産業振興を図って

いる類似事例 

 

② 調査先 

上記①の調査先選定の視点を踏まえ、以下の事例について訪問による調査を実施する

こととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１）出向（送出・受入）、研修プログ

ラム提供等コーディネート機能に関

する類似事例 

２）特定地域で異業種の繁閑の差異

などを活かした人材流動化を図って

いる類似事例 

公益財団法人産業雇用安定センター 

広島事務所 

（広島県広島市） 

総合建設業 

株式会社 大場組 

（山形県最上郡最上町） 

先進的な事例調査先 先進的な事例調査先 



 

 

8 

 

２．調査結果 

 

（１）公益財団法人 産業雇用安定センター 広島事務所 

 

①  組織の概要 

・設立 昭和６２年 （労働大臣の設立許可）（平成２５年 公益財団法人へ移行） 

・本部事務所所在地 東京都江東区亀戸２丁目１８番１０号 住友生命亀戸駅前ビル 

・地方事務所 全国４７都道府県に開設 

・基本財産出捐団体 一般社団法人日本造船工業会  一般社団法人日本鉄鋼連盟 

          電気事業連合会        一般社団法人全国銀行協会 

          一般社団法人日本自動車工業会 一般社団法人日本電気工業会 

          一般社団法人セメント協会   日本化学繊維協会 

          日本製紙連合会        日本紡績協会 

         一般社団法人日本民営鉄道協会 一般社団法人日本船主協会 

日本石炭協会（現 一般財団法人石炭エネルギーセンタ―） 

 

② 事業概要 

公益財団法人 産業雇用安定センターの中核的な事業は以下のとおりである。 
 

１）出向・移籍支援（情報提供・相談・あっせん）サービス 

   人材移動に関する各種の情報提供、相談・アドバイス事業の提供を実施する。 

 

 人材情報の収集 

企業訪問、個別企業、経営者協会などの経済団体、ハローワーク、賛助会員などのほ

か、各地で開催する出向等説明会など多様な入手経路により情報を収集する。 

 出向・移籍に関する相談対応 

   人材の受入または送出希望企業に対し、受入または送出の方法、手続き、出向・移籍

後の対応などさまざまな相談対応、助言を実施する。 

 人材の受入・送出希望企業による人材情報の登録 

職種、賃金などの出向・移籍の受入・送出の仲介・斡旋に必要な事項を、人材情報と

して登録してもらう。 

 企業間調整支援 

   出向における労働条件などの具体的事項は、直接企業間で交渉。同センターでは成立

事例の提供等を行う。 

受入企業に対しては、出向・移籍者の処遇や、新しい職場で社員との関係などを良好

に維持するポイント等について助言を行う。  

 受入・送出企業に対する人材情報の提供・紹介 

   登録された出向・移籍情報に対して、人材情報をデータベースから検索し、企業に速

やかに提供する。 

 出向・移籍対象者に対するキャリアカウンセリング等の実施 

 出向・移籍対象者に対し、キャリアカウンセリング、キャリアシート等の作成指導や

面接指導、不安感の払拭、新しい職場生活への適応などについて助言を実施する。 

 

２）セミナー開催（SANKOセミナー） 

   賛助会員や一般企業を対象とするセミナーを定期的に開催している。 

 

 企業間交流セミナー  

講演会と情報交換の場を提供。 
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 キャリアデザインセミナー 

   人材の活性化を支援。 

 人事労務管理セミナー 

   時代にマッチした最新のノウハウを提供。    

 再就職支援セミナー 

 早期再就職の成功を支援。  

 

【参考 公益財団法人 産業雇用安定センター公式サイト】 
 

③  訪問調査の概要 

 

１）企業間の出向・移籍支援事業 

 

 ハローワーク事業との違いは「在職者（在職中に登録後、離職した者を含む）」を対象と

している点である 

 同センター職員が面接に同行あるいは立ち合う点が特徴的である。 

 広島地域では、自動車業界の出向・移籍の動きが活発である。 

 出向・移籍支援事業は無償で実施している。 

 

２）セミナー事業 

 

 セミナーは有料であり、収益事業として位置づけている。 

 賛助会員および一般企業を対象に実施ている事業は以下のとおり。 

・企業間交流セミナー 

・事労務管理セミナー 

・ャリアデザインセミナー 

・就職支援セミナー 

 円滑な労働移動の実現や企業間の情報交換等を目的としている。 
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（２）総合建設業 株式会社大場組 山形県最上郡最上町 

～特定地域で異業種の繁閑の差異などを活かした人材流動化を図っている類似事例 

 

① 組織の概要 

・代表取締役 大場 利秋 氏 

・創業 昭和４６年 （昭和５３年総合建設業として株式会社大場組に改称） 

・本社所在地 山形県最上郡最上町大字志茂 277-6 

・資本金 ５０，０００千円 

 

・営業種目  

  建築工事 土木工事 

  土木・建築設計、監理 

  損害保険代理業 

産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処理業 

不動産取引業 

川の駅「ヤナ茶屋もがみ」 

アグリ事業部「もがみグリーンファーム」 

人材派遣事業 

 

・グループ企業 

株式会社オオバ            

株式会社最上クリーンセンター 

有限会社ダイケン 

大横川砕石株式会社 

株式会社ミヨシバイド 

株式会社最上あゆセンター 

医療法人 千宏会「ローズむらやま」  

社会福祉法人 千宏会「庭の里」 

健康福祉プラザ もがみ 

農業生産法人もがみグリーンファーム株式会社 

 

・従業員数 ８７名 （グループ企業を含む従業員数 約４００名 ） 

 

・協力会社 大友会３７社 最上町産地直売協議会「四季の香」 
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② 事業概要 

大場組本社のある山形県最上町は、人口約１万人の地方自治体であり、町内には同業建設

会社が約５０社あるものの、他に主たる産業がなく、雇用の場が限られている。 

同町は豪雪地帯であり、以前は冬季には遠隔地に出稼ぎに出ることが一般的であった。 

株式会社大場組の代表取締役大場利秋氏も自身が中学生の頃、父親が出稼ぎ先の北海道で

亡くなるという出来事に遭遇した。当時、町内では同様の境遇にある家庭が珍しくなく、こ

の頃から大場社長は「出稼ぎしなくても生活できるようになりたい」との住民の思いを叶え

る仕事をしたいと考えていた。この経験が、「最上町で一生働くことのできる仕事をつくる」

という同社の経営理念の背景にある。 

中山間地域の厳しい産業環境にありながら、人材や地域資源の有効活用、課題解決型ビジ

ネスの開発などにより、事業を他業種・複業化に成功。あわせて、従業員の適性や繁閑期の

差異を組み合わせた社内人材の流動化により、人材活用企業として成長を実現している。 

 

 

 

株式会社大場組の事業全体像 

  



 

 

12 

 

③ 訪問調査の概要 

■実施日時 平成 26年 1月 24日（金）9:00～12:00 

■実施場所 山形県最上郡最上町大字志茂 277-6（株式会社大場組）ほか同社グループ企業 

■取材対象者 大場利秋 株式会社大場組 代表取締役社長 

 

１）企業経営の転機 

大場組は、建設業として順調に業績を伸ばし、従業員も増え

ていたが、1990 年頃から町など公共団体の公共工事が減少し、

民間需要も急減した。大場社長は地域の雇用と活性化を図るた

め、新規事業の立ち上げを検討するようになった。 

 

２）産廃処理事業に参入 

 同社の複業化の取り組みは、１９９１年に産業廃棄物処理業

の許可を取得、産廃処理事業に参入したことにはじまる。１９

９４年に産業廃棄物処理場、１９９５年に中間処理リサイクル

プラントと焼却プラントをそれぞれ完成させた。 

 一方、循環型社会実現に寄与するため、同社のプラントで廃

水再利用による焼却炉の冷却化を図るクローズドシステム型

処理施設を採用。また、溶融スラグは建設資材（舗装合材の骨

材）として供給しており、山形県のリサイクル製品に認定されている。 

 ２００６年～２００８年は、東北大学多元物質科学研究所と産学共同実験を実施し、アス

ベスト溶融の安全処理についての成果を発表した。  

 

３）農業への参入 

大場社長は、産業廃棄物処理施設で発生する大量の熱源の利用に着目し、ハウス園芸栽培

を開始。社内にアグリ事業部を開設し、胡蝶蘭やマウンテンチェリー、中玉トマトなどの栽

培に取り組んだ。 

２００８年アグリ事業部を「農業生産法人もがみグリーンファーム」として法人化し、本

格的に農業に参入。同社社員の約８割が兼業農家であることから、基礎的な農業知識や技術

を修得していることを活かすことができると考えた。 

同法人では、高付加価値型農業の構築をめざして米、大豆、そばなどの転作作物の生産請

負・販売、ワーコム農法を取り入れた農作物の生産、耕作放棄地を利用した山菜栽培などの

生産活動を行うとともに、生産した農作物はグループ法人の福祉施設や宿泊施設の食材とし

て提供しているほか、地元企業と農商工連携による商品開発などに活用している。 

このほか、地元生産者の高齢化が進むなか、耕作放棄地発生抑止の観点から自治体や JA

から農作業の受託も行っている。 

 

４）福祉･医療事業 

 ２００２年からは、地域の高齢化に対応するため福祉事業に着手。社会福祉法人千宏会、

医療法人社団千宏会を開設し、県内外３カ所で高齢者福施設を拠点化、事業展開をはじめた。   

これらの施設では 

 個人のプライバシーを重視した全室個室制 

 園芸療法を取り入れたリハビリ（「庭の里」） 

 医療・福祉サービスとの連携 

 居宅介護支援事業所の開設（「ローズむらやま」） 

などの地域密着型介護事業に取り組んでいる。 
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５）地場産品の販売施設やコンビニ運営で多角化 

 温泉、スキー場、鮎釣の名所・最上小国川、紅葉の名所など同町には多くの観光地があり、

年間を通じて多くの観光入込みがあるにも関わらず、交流人口を活かした産業構造がなく、

収益事業を行う機会を損失していた。 

大場社長は、それまでの通過客を取り込み、観光事業を確立させることをめざし、２００

３年に「川の駅ヤナ茶屋もがみ」を開設した。同所ではグループの農業生産法人で栽培する

そば粉を用いて製造する最上早生十割そば、炭火塩焼き鮎などの名物料理を開発し、提供し

ているほか地元特産品の物品販売を行っている。 

 また、施設の開設に伴い、町の農産物の生産者に呼びかけ、産直団体「四季の香」を設立。

６５人の会員が同所の直売所に漬物や農作物を出荷し、販売している。 

さらに２００６年には業界初の古来大和造りの地場産もがみ杉を使用したコンビニエンス

ストアを開店し、「ヤナ茶屋もがみ」「産直施設」「コンビニエンスストア」が相乗効果を生み

出し、収益事業として成立している。 

２００７年には、「㈱最上あゆセンター」を設立し、鮎・鯉の養殖、加工、販売を手がけ、

鮎や鯉を使った特産品、食事メニューの開発に取り組み、ヤナ茶屋もがみや町内の旅館など

に提供している。 

 

  
 

６）地域の雇用維持、地域産業振興に貢献 

新事業への参入にあたっては、建設業の従業員が従事することを踏まえ、実施にあたって

は社内勉強会を重ね、試行錯誤を続けた。同社はこのほか園芸培土事業、砕石業なども行っ

ており、同一地域内での複業化を軸に成長を続けている。 

 複業化前の本業・建設部門は、売上の減少に直面していたが、複業化によりグループ全体

の従業員は約４００人に増え、地域の雇用維持、地域産業活性化に貢献している。 

 

７）地域人材育成に関する取り組み 

同社は、今後、さらに人材育成に力を入れていきたい。と考えているが、同社及びグルー

プ企業のみならず、町全体で出身者にかかわらず、広く優秀な人材を受け入れることの重要

性を訴えている。そのためには、行政をはじめ、地域のなかに働きたくなる職場が増えるこ

とが必要であり、そうした職場で毎年一定規模の採用が行われることで、若者の目標と町回

帰の目標が一致し、勉学に励むようになると思う。同社長は、「大場基金」による高校進学支

援を行っているほか、塾経営も手がけている。これらは、これまで経営状況が良くない時で

も継続してきた。人材こそが地域を救う鍵と考えているからである。 

社内の人材育成研修等には予算を惜しまないようにしており、時間も割いているので、他

社に比較して会議や研修は多いと自覚している。 

大場社長自身が週 3 回の会議（毎週水・木 曜日に部門長会議、毎週土曜日に幹部会議）

は創業以来欠かさず出席している。 
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ただし、業務の現場は全て従業員に任せている。そのため現場には全く行かない。従業員

管理を厳しくするよりも、従業員が目標をもって楽しく働くことが大事である。こうした取

り組みが評価され、平成２１年には山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業に選定された。 

 

８）複業化による人材確保と流動化について 

従業員の流動化に関して、建設部門から福祉部門へ移動させた例がある。大学で建築を学

んでいた従業員だったが、バブル崩壊によって建築の仕事が減ったため、福祉部門への異動

を打診した。結果、福祉部門への異動に同意してくれたが、後になって「福祉部門に異動し

て良かった」と言ってくれた。  

また、繁閑期に応じて、観光事業や農業と別部門の従業員を期間限定で配置転換する工夫

により、最適化を図っている。 

ただし、どの事業も、誰でもできる仕事ではない。当該部門の仕事への適性を判断した上

で人選し、合意を得た従業員を対象として実施している。人材流動化を円滑に進める上で最

も重要な要素は、従業員の能力と人柄である。年齢は考慮せず、適性のある人材に仕事を任

せている。 

グループ企業との間の人材流動化は出向形態となるが、その際、給与等待遇面については

出向先ではなく、自社で行う。これが本人にとっては、「帰る場所は本社」という安心感を与

える結果となっている。 

他企業からの人材の受け入れも対応している。主には、他企業の社員を教育目的で受け入

れるケース。ただし、ほとんどが受入期間が短く、本人にとって教育効果が実感できる前に

終了するケースが多い。 

 

９）地域人材コンソーシアム（仮称）について 

仕組みが生きるかどうかはコーディネート人材の力量や人柄にかかっている。コーディネ

ーターに必要なことは、地元が好きであることに尽きる。 

地域の雇用を守るという仕事は、地域や地域の企業を愛している人材でなくては務まらな

い。 
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３．調査結果からみた地域人材育成コンソーシアム（仮称）実証調査スキーム仮説の比較 

 

（１） 出向、研修プログラム提供等コーディネート機能に関するポイント整理 

 

公益財団法人産業雇用安定センターの仕組みが、全国規模で大手企業を含む対象設定を

行い、規模的メリットと効率的なマッチングサービスの提供が可能であるのに対し、本事

業が想定する地域人材コンソーシアムは、特定地域で活動する企業をはじめ、行政、支援

機関などの多層的で顔の見える信頼関係を基盤としており、質的なメリットと確実性の高

いマッチングサービス、さらには教育目的をもった人材交流としての機能を想定している。 

  以上のように、原則として「特定地域」に限定し、地縁的な要素を含む濃密な利害関係

を背景としていることから、そうした背景に基づく優位事項（相互の信頼関係の強さ、人

材育成要素の組み込みが可能になる点等）と懸念事項（業種や企業の選択幅が狭い、問題

発生時に仕組みそのものへの信頼が大きく欠損する可能性があること）が想定される。 

  

 

（２）特定地域で業種間の繁閑などを活かした人材流動化の仕組みに関するポイント整理 

 

株式会社大場組の仕組みは、自社及びグループ企業内での人材流動の仕組みとして構築

されている。このため、送出従業員、受入側双方において、相互の信頼関係、適性に基づ

く人選の的確性、メンタルケアを含む相談対応、給与等の待遇調整、成果に対する評価な

どを一元的に行うことが可能である。なによりも他社に転籍となる懸念が極小化されるた

め、送出従業員にとって、出向の仕組みに対する安心感が担保されている。 

しかし、反面、新事業への参入当初は、送出従業員のみならず、経営側にも事業ノウハ

ウが蓄積されていないケースもあり、導入に関する経費と時間のコストが発生すること、

各効果が直接的には自社内にとどまるため、地域の雇用環境や地域産業全般への波及は、

事業が想定する地域人材コンソーシアムに比べると限定された範囲に留まることも考え

られる。 

 

 

（３）先進事例ヒアリング調査を踏まえた地域人材育成コンソーシアム（仮称）実証調査仮

説への反映事項 

   

  事例の特徴と比較すると地域人材育成コンソーシアム（仮称）の特徴は、以下のように

整理できる。  

 特定地域で活動する企業、行政、支援 機関などの多層的で顔の見える信頼関係を基盤とす

る仕組みであること。 

 職住一致のメリットがあり地域内での確実なマッチングサービスを提供できること 

 人材育成機能を有すること 

 地域雇用能力の向上に資すること 

 

以上の実施効果と事業化の可能性検証を行う実証調査として設計することが求められ

ると考えられる。 
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公益財団法人産業雇用安定センター 

■企業間出向に関する送出・受入に関する

事業及び人材育成研修の提供を行う。 

■事業の中核をなす仕組みは「企業の送

出・受入ニーズ（職種・期間等）情報」と

当該人材による「人材情報」に関するデ

ータベースである。 

 

 

■事業はこの２つの情報をもとにマッチン

グ相談、紹介を行うことで成立している。 

 

 

 

■労働条件などの具体的事項は、直接企

業間で交渉する仕組みであり、同センタ

ーは成立事例の提供等を行う。 

■送り出し人材と受け入れ企業の面接に

は、同センター職員が希望に応じて同行

する。 

 全国規模で大手企業を含む対象 

 規模的メリット 

 効率的なマッチングサービス提供 

 全国一律の仕組みで運用可能 

地域人材コンソーシアム（仮称）仮説 

■企業間出向に関する送出・受入に関する

事業及び人材育成研修の提供を行う。 

■事業の中核をなす仕組みは、「同一地域

において顔の見える信頼関係を築いて

いる企業間連携及び産官連携の地域内

のゆるやかなネットワーク」とネットワーク

を有機的に結びつけるコーディネート活

動として想定される。 

■事業は信頼関係に基づく地域産業ネット

ワークとコーディネート活動をもとに、相

談、紹介、調整、研修などが一気通貫す

る仕組みとして機能することで成立する

ものと想定される。 

■労働条件などの具体的事項について

は、コンソーシアムが調整に関与し、円

滑な出向となるための橋渡しを行う。 

■送出・受入双方の企業に対する円滑な

出向プロセスの説明、指導、送出人材へ

の事業目的の説明、相談対応、出向前

から実施期間中、終了後の成果報告ま

での各段階に同行する。 

 特定地域で活動する企業、行政、支援 

機関などの多層的で顔の見える信頼

関係が基盤 

 職住一致のメリットがあり地域内での

確実なマッチングサービス 

 人材育成機能を有する 

 地域雇用能力の向上に資する 

株式会社大場組 

■自社事業の複業化により、従業員の流

動化による雇用環境を創出している。 

■送り出し従業員のみならず、経営側にも

事業ノウハウが蓄積されていないケース

もあり、その場合は繰り返し研修等を重

ねるほか、外部から指導人材を有期で

雇用するなどの工夫を行っている。 

■送出従業員も受入側も自社またはグル

ープ企業であることから、信頼関係、適

性に基づく人選、メンタルケア、待遇調

整、成果に対する評価などを一元的に行

うことが可能である。 

■送出従業員にとっては安心感がある。 

■多企業参画の仕組みに比べると人材の

多様性や地域産業全体への波及は限定

される。 

 

 

 自社及びグループ企業内での人材流

動であり、仕組みへの安心感が大きい 

 職住一致のメリットがあり地域内・自社

内でのマッチングサービス 

 自社の人材育成機能を有する 

 人材の多様性、地域産業全体への波

及は多参画方式に比べて限定的。 
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第４章 想定されるコンソーシアム構成員及びサポート機関への 

ヒアリング調査   

 

１． 調査の概要 

 

（１）調査の目的 

企業、大学、中小企業支援機関、雇用に関する支援機関、地域金融機関など約１５団体

を対象として、広島地域の企業間出向事例の把握と地域人材育成コンソーシアム（仮称）及

び実証調査のスキームに対する意向、ニーズの把握を目的とするヒアリング調査を実施した。 

 

（２）調査先の選定 

 企業等へのヒアリング調査を実施するにあたり、以下の視点をもとにアドバイザー及び事

務局と協議の上、対象先を選定した。 
 

① 調査先選定の視点 

１）特定地域等において、地域人材育成コンソーシアム（仮称）の構成員または支援機関

としての参画が期待される企業団体等 

 ２）特定地域内企業で就業する従業員 

 ３）企業間の出向（送出・受入）の実績を有しており、その効果と課題についての取材が

可能な企業団体（経営者） 

 ４）社会人や企業人を対象とする研修または再教育プログラムを提供している大学等 

 ５）就職及び転職等の支援を行っている公的機関 

６）中小企業活動の人材確保及び育成に関する支援を行っている公的機関 

 

② 調査先 

上記①の調査先選定の視点を踏まえ、次頁掲載一覧表のとおり１８企業団体等を対象

として実施した。 

 

③ 調査手法 

 ヒアリング調査は、訪問による経営者、該当事業責任者などへのインタビュー形式で

実施した。 

 なお、従業員については、対象者に精神的な負担がなく、発言しやすい環境で実施す

る必要があったため、グループインタビュー形式で実施した。 

  

④ 主な調査項目 

 出向（送出し・受入れ）についての意向 

・過去の企業出向について 

・出向人材に期待する技能・経験・人柄等 

・流動性が高まることが経営上望ましい部署等の有無・その部署 

・円滑で持続可能な出向の仕組みづくりのために必要と思うこと（懸念事項） 

・待遇面での共通ルール等に関する懸念事項 

 合同研修等に対する意向 

 地域人材育成コンソーシアム（仮称） 実証事業に関するご意見等   
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■企業団体等ヒアリング調査実施先一覧 
NO 企業名 属性 所在地 実施日 

1 安芸高田市 行政 安芸高田市 10月 25日 

2 広島信用金庫可部支店 金融機関 広島市 11月 1日 

3 広島信用金庫本店 金融機関 広島市 11月 5日 

4 株式会社フリーエム 企業 安芸高田市 広島市 11月 18日 

5 ひろしましごと館 ひろしま JOBプラザ 支援機関 広島市 11月 18日 

6 大和重工株式会社 企業 広島市 11月 20日 

7 安芸高田市工業会 連携機関 安芸高田市 11月 21日 

8 安芸高田市産業活動支援センター 支援機関 安芸高田市 11月 21日 

9 坂本重工株式会社 ※ 企業 安芸高田市 11月 28日 

10 スターライト工業株式会社 ※ 企業 安芸高田市 11月 28日 

11 ビューティサポー株式会社 ※ 企業 安芸高田市 11月 28日 

12 西川ゴム工業株式会社 ※ 企業 安芸高田市 11月 28日 

13 株式会社モルテン美土里 ※ 企業 安芸高田市 11月 28日 

14 広島スチールセンター 企業 東広島市 11月 29日 

15 友鉄工業株式会社 企業 広島市 12月 5日 

16 カワシマ興産株式会社 企業 広島市 12月 5日 

17 広島市産業振興センター 支援機関 広島市 12月 12日 

18 広島大学 大学 広島市 12月 20日 

※：グループインタビューにより実施 
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２ 調査結果の概要   

 
 

経営支援 就業支援

a.送出

・若手の場合は人材育成目的、ベテランの場合は取引先との関係強化目的
・人間関係構築の面でメリットがある
・技術流出の懸念はあるが、制度の共有による気づきや改善には期待
・閑散期が重なるので異業種なら可能

・情報漏洩対策が必要 ・IT業界が多い

b.受入

・工場作業員（繁忙期や欠員発生時の人員補充）ニーズが主体
・中小企業は技術や自社の収益モデルを公開したくない意向が強いのではないか
・同業種は繁閑期が重なる。異業種なら可能
・今後オリンピック特需による建設ラッシュ時に可能性あり
・若年層への指導的人材の出向に期待
・取引先の技術に追い付くためにIT業界との出向関係を希望
・異業種への出向の場合、利害関係が薄いのでかえって人材育成効果が高まることを期待。

・情報漏洩対策が必要 ・自動車業界が多い

a.送出

・有資格者で相手先の役に立つ人材（製造業）であれば、本人のプライドと出向先の信頼の両方を
守ることができる
・ステップアップや環境の変化に前向きな人材

・企業は優れて人材ほど囲い込みたい
と思っている

・出向意欲が高い、出向の目的意識が
明確な人材

b.受入

・すぐに工場で作業対応できる人材（特別な技術は不要。協調性が重要）
・従来適性に難があり退職していたような人材への環境変化の機会提供として
・知識を有するベテラン人材（指導役となる人材）
・取引先と同等の知識、技術を有する人材
・高度な技術を有し、チームとの相性がいい人材

a.送出 ・経営者等から本人に直接説明を行うこと（個別面談） ・情報収集が可能

b.受入 ・受け入れにあたって事前に送り出し人材と面談し、不安を取り除く対応 ・情報収集が可能

a.送出

b.受入

a.送出

・取引先に協力を仰ぎ複数社へ出向
・安全管理の知識を有するベテラン社員を出向、拍手で送りだしたことで本人も前向き
・グループ会社内で実施

b.受入

・高齢の管理職を若手中心の職場に受け入れたが柔軟性に欠けうまくいかなかった
・出向料を支払い地方銀行から経理として継続的に受け入れ
・グループ会社内で実施

<２>合同研修に関して

・ぜひ実施してほしい
・ある程度企業規模を揃えてほしい
・既に自社で実施している研修への参加であれば可能
・地域の同僚づくりの場として期待　合同入社式も希望

・グループ内での合同研修、中小企業を
対象とした合同研修は実施されている
・接客技術、陳列技術など専門スキル
向上のための研修ニーズが高い

・専門性の高い研修よりもジェネラルな知見
を学ぶ講座の方が人気
・単なる学びの場ではなく、人的交流の場、
コーディネーターとの結びつきの場としての
機能を持たせるべき
・受講者のニーズ把握が重要
・内定者の学業に支障を与えない日程

<3>共通ルール、懸念事項

・人件費の負担割合
・技術や情報の流出、漏洩
・長期出向が移籍に繋がることへの懸念
・同一地域は一度失敗すると尾を引く
・通勤による負担等
・企業間の意向調整
・出向に対する従業員の抵抗感

・コーディネーターの人物像の明確化が
必要

・コーディネーターの選定が重要（コーディ
ネーターという名称の変更についても検討
が必要）
・内定者の学業への支障を懸念（学生は試
験よりも内定先を重視する傾向）
・地域産業活力の向上に関して懸念

1-5.過去の出向
実績

・同一地域で実施しても、地域の産業活力
は向上しないのではないか
・新しい枠組みを作るよりも、既存のものを
上手く組み合わせて活用することが大事

1-1.出向の意向

1-2.対象となる人
物像

1-3.自社での支
援

1-4.コンソーシア
ム

・コーディネーターの選定・コーディネーターの選定（希望は、参加
企業内の人物、その地域や各社のこと
を把握している人物）

・情報（人員の過不足）
・手続きを行う機関

<１>出向に関して

支援機関
大学企業等
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３．主要項目別の整理 

 

（１） 地域人材育成コンソーシアム（仮称）における出向の仕組みについて 

 

① 仕組み全般 

 

金融機関 

 地域での出向の仕組みは以前から必要性を感じていた。 

 現在の「出向」のイメージを変える必要がある。 

 当初は社長間の信頼関係で進めるとしても、参加することのインセンティブが作れるか

が重要。 

 一定期間従業員の学びの期間として他社に出向してもらうという取り組みはあり得る。 

 中小企業は技術や収益構造を他社に見せることを嫌がる。そのリスクを排除できる仕組

みを実証し、成功事例を見せることで安心感が広がると思う。 

 取引先への出向ケースでは、濃密な人間関係を作り、業務上のコミュニケーションや実

務的な理解の共有など、円滑にできることなど、両社にとってのメリットが具体的。 

 

支援機関 

 解雇に至らずに人材を流動化できる枠組みができれば就業者にとってもメリットはある。 

 当所における相談業務を通じて考えると、自身の技術取得に対するプライドが高い人が

多く出向対象となった場合、相当の精神的な苦痛を受ける。 

  コンソーシアムで実施する出向と従前の出向が異なる目的で行うことへの意識の共有が  

事前に行われていることが最も大切ではないか。 

 出向で最も心配するのは事故による怪我。事故が起これば一度に信頼関係が損なわれて

しまう。地域が同じだけに話がめぐるのも早いので、こうした事態は絶対に避けるべき。

これが持続可能な事業とする大きな成功要因。 

  企業間でお互いの人材ニーズがどのような状況、内容かを常に把握しておくことが重要 

 中小企業の場合、人材が限られ、優れた人材ほど出しにくいという状況が想定される。 

 企業の情報漏洩対策が徹底されていることが実施の重要要件になる。 

 外部人材の守秘義務への理解が必要。出向形態でそれが可能なのか。 

 指導的立場につく後継者の育成機会として出向制度を活用することは有効ではないか。 

 コンソーシアムが出向期間以外でも継続的に企業をサポートできる提案があるとよい。 

 

企業 

 出向における情報流出が懸念事項。 

 出向により両社の業務改善や制度改善の気づきの機会となることも期待できる。 

 出向期間満了後、他社での業務成果を会社で共有する機会を設けている。 

 長期間の出向は人材流出に結びつく懸念が有り、実施していない。 

 人員の余剰・不足の情報をストックしている機関であってほしい。 

 人材の需給を反映した的確な調整や手続きを代行できる機関は地域の中小企業にとって

大きな意味がある。 

 出向を送り出す際には経営者がその意味をしっかり説明し、この出向が本人のためにな

ることに納得してもらう努力が必要。 

 教育的意味合いから出向は前向きに考えているが、同業者では技術や情報の流出が懸念

される。現段階では異業種間での出向ニーズしかない。 

 異業種間の出向であれば、普段お互いの間に存在するビジネス要素がなくなり、本当に

良いものを教えてもらえる可能性があると期待している。 

 取引相手である自動車メーカーと同じレベルの IT 技術が求められるため IT 業界との出
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向には強い意欲を示している。 

 

行政 

 雇用流動化・出向については、送出しと受入についての人材のマッチングが課題。 

 この問題解消に調整機能をもったコーディネート機関が必要と感じている。 

 地域としてはありがたい仕組みであるが、いかにして地域人材育成コンソーシアムの事

業継続性を担保するかが重要になる。 

 仕組みが先走ることなく、人間関係を深めるなかで信頼関係に裏打ちされた機関にして

いくべきではないか。 

 仕組みが出来上がる過程でのリーガルチェックをきちんとしておくことも必要。 

 

従業員 

 企業風土、文化の差は大きく、慣れるまでが不安である。 

 受入先で戦力になると完全移籍になるのではないかという心配が生じる。 

 安芸高田市工業会の会員企業内での交流が、企業間のつながりを深めており、その企業

間であれば前向きな出向がありうるのではないか。 

 本工業会は企業間の人材交流の一環として活動しており、親和性は高い。 

 本社工場から他地域の事業所に転勤になるだけで、「飛ばされた」という意識が生じてし

まう。なかには転勤辞令を拒み、辞める人もある。 

 協力企業に応援に行くなどの目的、必然性があれば納得できるが、従来の出向では不安

しか感じない。また、その不安に応える仕組みがない。 

 こうした不安は若手従業員ほどその傾向が強い。 

 成功するケースは「他社を勉強したい」といった好奇心の強い人材の場合ではないか。 

 待遇面を含めて同規模間の企業でないと条件面に差が生じてしまい、難しいのではない

か。どうしても受入先と自社の比較をしてしまう 

 評価が高く条件がよければ、人によっては転籍を望むケースが有るのではないか。それ

を認めると企業間の信頼関係に影響すると思う。 

 

 

②過去に実施した出向について 

 

企業 

 人間力、コミュニケーション力をもった人材でないと受け入側にとって負担になってし

まう。 

 出向の対象者を選ぶ上では、通勤等での負担がないことなど該当者にかかる負担が大

きくないことを前提に、有資格者など異業種でも技能を発揮しやすい人材を選定して

きた。 

 従業員から出向の承諾を得るには、個別面談で直接説明を行い、理解を得るようにし

ている。 
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③地域人材育成コンソーシアムの利用可能性【送出について】 

 

企業 

 若手人材の場合は育成を目的として利用したい。他社に出向することで、自社だけでは

積むことのできないさまざまな業務経験、異なる企業風土のなかで仕事を行うことで、

産業人材としての再教育を行えることが魅力である。 

 中高年の従業員を想定する場合は、取引先との関係強化を目的として利用したい。川下

工程の取引先に出向することで、受入先で「ローコスト経営のためできれば切り取って

ほしい」と考えている業務についてオペレーション等を習得し、自社業務に持ち帰る切

り取りを狙う。 

 本人の適性を発揮できる会社に移行させてあげる仕組みであることが重要。 

 異業種間の出向や研修制度を取り入れることによって、社員の欲求（仕事でのスキルア

ップ、私生活の充足）を地域で満たし、早期離職を食い止められる可能性に期待してい

る。 

 出向という不安定な立場への不安感を解消するためには、出向の期間、目的、役割を明

確にする必要がある（しっかりとした仕組みや共通ルールが安心感に繋がる）。 

 

 

④地域人材育成コンソーシアムの利用可能性【受入について】 

 

企業 

 業務繁忙期の人員補充が利用目的となる。期間は半年程度。一年で需要が大きくなる

のは下半期。 

 受入側として懸念するのは、ビジネスモデルや収益構造に対する情報漏洩。こうした

事項は多くの中小企業では営業領域に限定されるのではないか。 

 出向は繁忙期―閑散期が噛み合う異業種で展開することが現実的である。 

 同業間の場合、繁忙―閑散のマッチングが難しい上、出向による技術流出の懸念があ

る。 

 

支援機関 

 会員企業をよく知っている経営指導員がコーディネーターにふさわしいのではないか。 

 既存の人材・組織を上手く活用して母体となってもらうことが現実的。 

 広島市全域ではモデルエリアとしては大規模だと思うが、広島市商工会議所西区商工

センターなどは、想定される規模として適当ではないか。 

 企業間の連携はそれぞれ行われているが、経営者対象のものが多く、従業員を対象と

した連携は拡充する必要を感じており、そうした面では期待している。 

 出向や合同研修の仕組みにかぎらず、コンソーシアムを通じて企業間情報や知識の共

有を図ることで、連携の効果が上がると思う。 

 

 

⑤ 地域人材育成コンソーシアムの出向機能について 給与・待遇 

 

企業 

 人件費の考え方としては送出し側との調整が必要。需要と供給の程度や企業規模の差

が大きいと負担割合に影響する。 

 教育目的出向、指導目的の出向と捉えた仕組みにすることで両社のメリットが明確に

なり、人件費負担の考え方も従来の出向とは変わってくるではないか。 
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（３）人材育成研修について 

 

金融機関 

 企業規模による研修ニーズを把握、整理した上で、多様性のある人材育成研修を実施す

ることで企業の実態にあった研修としている。 

 会社従業員家族とともに参加できる催しも行うなど、研修にとどまらず、一体感のある

取り組みが人気。 

 

企業 

 内定者研修は現在、社外研修を利用している。 

 入社 2、3年目の若手人材には、技術短大の長期研修に参加してもらっている（費用は会

社負担）。業界主催の勉強会には従業員も積極的に参加しており、同期会も行われるなど

活発に横のつながりが形成されている。 

 

支援機関 

 内定者研修は、受講生の受講意識によって成果が大きく変わるので、「内定先でどのよう

な仕事に従事するのか」について、各自のイメージを明らかにするプログラムの設定が

重要になる。 

 

従業員 

 社外研修に参加しているが、社内にフィードバックを行う機会がない。 

 リーダー研修は管理職に昇進する際に実施されるものと認識している。 

 新入社員研修は単独で実施している。内容は本社で決定し、一括して実施される。 

 他社の研修講師として招かれることがある。 

 

大学 

 再教育の機会は広島大学でも多数開設しており、企業人向講座（技術講座）もあり、多

数の企業から受講生を受け入れ、修了認定証を交付している。 

 講義は理解深耕のために必要な回数を実施する必要があるが、中小企業がそれだけの回

数に従業員を参加させることができるかどうかは難しいのではないか。 

 特に中小企業は景気動向により参加・不参加に影響が及ぶことが多い。 

 技術研修は設備が必要になるので場の選定が課題になる。 

 どういう人材を育成したいのか、対象人材と企業を明確にする必要がある。 

 同じ中小企業でも、研修ニーズは企業によって全く違うのが実情である。 

 学生にとっての内定先は、大学の授業や試験よりも大事な存在である。 

 人材流動化の仕組みと研修がどのようにつながっているのか、明確にすべき。 
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（４）地域共同体のなかでの企業間連携 

 

企業 

 地域共同体で連携するメリットとしては、企業間の信頼関係、つながりづくり。し

かし、不測の事態があった場合、同一地域だからかえって「しこり」になることも

懸念される。 

 指導的な出向の受入れ。川上工程の切り取りを行いたい場合はありうる。自社では

工程の 1部門を完全に外注し、自社工場内作業として切り取ってもらっている。 

 社員が本音で話せる場、機会づくり、地域コミュニティの場づくりの必要性を実感

している。 

 一人でストレスを抱え込み早期離職してしまう若手や、相談相手の少ない管理職の

精神的な支えとして、地域の同僚をつくりたいと考えている。 

 同僚がいると仕事の早期成長が見込めることを経験し、人材育成の面でもメリット

がある。 

 突然の出向に対して社員が抵抗感を示すことが懸念されることから、まずお互いに

出会える場づくり、例えば合同入社式のような・・が必要 

 現段階での出向は同業種間がイメージしやすい。 

 将来的には一流のサービスを提供している大手企業との出向を行いたいが、地域の

中小企業にも優れた経営者はおり、社員が、地域の優れた経営者の話を聞くことで、

地域の中での自分たちの立ち位置、自分たちの仕事の価値を見出すことができるの

ではないか。 
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４．調査結果からみた重要要因の整理 

 

 ヒアリング調査結果から、以下の期待事項を反映し、懸念事項の解消をめざした実証調査

スキームとすることが必要になることが明らかになった。 

 

（１） 地域人材育成コンソーシアム（仮称）に対する期待事項 

 繁忙期や欠員発生時に同一地域で、信頼できる人材を補充できることに期待。 

 若手の場合は人材育成効果が期待できる。 

 ベテランの場合は取引先との関係強化が期待できる。 

 出向を期待する人材像 

・自社の若年層に対する指導的人材 

・知識を有するベテラン人材（指導役となる人材） 

・取引先と同等の知識、技術を有する人材 

・高度な技術を有し、自社の従業員に溶け込める人材 

・ITに強い専門人材 

 取引のある企業間での出向は、人間関係構築の面で将来的な企業間交流、企業間連携の

結びつきをより強くするメリットが期待できる。 

 他企業の成功モデルを共有でき、自社の改善点への気づきとなる効果が期待できる。 

 同一地域内における人員の過不足状況をリアルタイムで把握できる機能に期待。 

 合同研修は地域の同僚づくりの場として期待。合同入社式も希望する。 

 

 

（２） 地域人材育成コンソーシアム（仮称）に対する懸念事項 

 出向に対する従業員の抵抗感、精神的負担 

 技術流出、情報漏洩の懸念が根強い。 

 繁閑期が重なること、技術流出、情報漏洩リスクによる影響がより深刻になることから

業種によっては同業種間での出向についてはハードルが高い。 

 異業種への出向の場合、利害関係が薄いのでかえって人材育成効果が高まることを期待。 

 有資格者など受け入れ先のどの業務で貢献できる人材なのかを目利きするコーディネー

ターの存在と情報共有が課題。 

 企業規模の差異による待遇等条件面、人材面でのミスマッチの発生が懸念される。 

 長期出向が移籍に繋がることへの懸念。 

 同一地域だけに、トラブル発生時には尾を引きやすい。 

 

 

（３）調査結果にみる地域人材育成コンソーシアム（仮称）利用にあたり、各企業で実施す 

べきと考えていること 

 出向送り出し時に経営者が本人に直接説明を行うこと 

 出向受け入れ時に経営者が事前に送出人材と面談し、不安を取り除くこと 

 既に自社で実施している研修参加が可能 
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第５章 外部有識者へのヒアリング調査  

 

１． 調査の概要  

 

（１）調査の目的 

地域人材育成コンソーシアム（仮称）の事業可能性や懸念事項及び実証調査の結果に対

する重要要因について、専門的知見を有する外部アドバイザー５名程度から助言を得るこ

とで、事業実現性の向上を図る。 

 

（２）外部アドバイザーの選定 

 専門的知見を有する外部アドバイザーは、以下の視点をもとに、調査アドバイザー、事務

局と協議の上、選任した。 
 

① 選任基準 

１） 全国的な雇用政策や関連するトレンド、産業人材の流動化や育成に関する専門的知見

を有する人材 

２） 広島地域における産業人材育成に関する専門的知見を有する人材 

３） 法曹家 

 

 

② 外部アドバイザー 

上記①の選任基準を踏まえ、下記表のとおり５名の外部アドバイザーを委嘱した。 

区 分 氏 名 所 属 

１） 全国的な雇用政策や関連するトレン

ド、産業人材の流動化や育成に関する

専門的知見を有する人材 

海老原 嗣生氏 株式会社ニッチモ 

代表取締役 

雇用ジャーナリスト 

経済産業研究所 コア研究員 

川渕 香代子氏 一般財団法人人材サービス

産業協議会 

２） 広島地域における産業人材育成に関 

する専門的知見を有する人材 

柏原 萬良氏 夢現大学主宰 

太刀上正則氏 有限会社ブラフマ 

代表取締役 

３） 法曹家 

 

和田 裕氏 和ノ法律事務所 

東京第ニ弁護士会所属 
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２．調査結果  

 

（１）地域人材育成コンソーシアム（仮称）の事業可能性や懸念事項に関する助言 

 

① 地域人材育成コンソーシアムにおける基本スキーム（出向）に対する助言 

 繁閑ギャップによる出向ニーズに応える上でコンソーシアムに求められる活動 

・企業別での人材余剰が生じやすい／不足しやすい 工程の把握 

・上記情報の企業間共有 

 若手従業員の出向には慎重であるべき。理由は以下のとおり。 

・総じて若手ほど企業への帰属意識が強く、出向への受容能力が未熟であるため。 

・技術や経験の蓄積が少ない。 

 出向と人材育成プログラムを組み合わせる仕組みが有効。 

・主体的な意思の伴わない出向は企業・従業委員双方に効果が見込めない。 

 出向対象者に人材育成機会としてのメリットを明確に提示する 

・インセンティブを明示する。 

・対象者には会社としての意思をきちんと伝えることが重要。 

 

② 地域人材育成コンソーシアムの中間支援機能に対する助言 

 運営にあたる中間支援組織が重要 

・出向の重要成功要因は〈人間関係〉であり、若手人材を対象とする場合は、 

コンソーシアムでの再教育プログラム修了後に出向させるなどの工夫がいる。 

・コンソーシアムには行政関与が必要。地域産業戦略との連携が重要。 

 相談機能、コンサルティング機能の充実 

・コンソーシアムの「駆け込み寺機能」を充実させることで、地域の産業人材にと

っての安心感が増し、それが広がることで共感性の高い仕組みになる。 

 

③ 地域人材育成コンソーシアムのコーディネート人材像に対する助言 

 企業と人材の接着剤となる力をもった人材であること 

・「この人が言うなら」と信頼される人格と実績を有し、コミュニケーション能力

の高い人材。 

・困ったときの相談相手として信頼される存在。 

 

④ 合同研修について 

 人材育成におけるメンターの重要性 

・オープンイノベーションの時代には多様な職能を有し、変化に対応できる柔軟な

人材が求められる。 

・こうした人材の育成にはプログラムの提供に加え、継続的に気づきの機会を提供

するメンターが関与することが重要。 

 

⑤ 出向の待遇について 

 「出向先」「出向元」の負担割合の基準を設定し、調整する。 
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（２）実証調査の結果に対する重要要因分析に関する助言 

 

① 実証調査における地域人材育成コンソーシアム（仮称）の目的妥当性 

 今回は人材育成機会としての出向の有効性が確認された。 

 実証調査の実施状況から下記の目的にも応用できると判断される。 

・繁閑期に伴う人材配置調整機能 

・景気の影響に伴う人材配置調整機能 

・就業環境のミスマッチ解消のための人材配置機能 

 就業環境のミスマッチ解消については、「（勤務先として）この企業はどうですか？」と

提案する視点も重要である。 

 中小企業では、規模の点などから自社内で適性にあった部署に配置転換できないケース

も多い。 

 

② コンソーシアム事業の上位目的 

 地域の雇用維持力を向上させるための仕組みづくり。 

 個人のキャリアパス、スキルアップに繋がる仕組みづくり 

 地方には地元で働き続けたいと考える人がたくさんおり、そのニーズに応え職住一致の

環境をつくることは大切な地域振興策である。 

 

③ 実証調査における出向プロセスの検証 

 受入態勢がしっかりしていることが肝心 

 限られた労働力を活用していかなくてはならないことから、従業員を地域共通の「人財」

と考え、丁寧なプロセスで実施する仕組みをつくる必要がある。 

 時間をかけて出向の意義を丁寧に説明するプロセスが必要であり、実証調査でもその効

果がモチベーション維持につながっている。 

 今後は、出向元に戻ってくることを前提としたケアを行う体制づくりが必要である。 

  

④ 出向目的の共有 

 コンソーシアムは、事前に送出企業、受入企業双方の目的に合致した出向なのか明確に

し、両者の間でしっかりと協議、調整する仕組みが必要。 

 制度本格化の前に、出向先の業界別にみた得られる効果などの傾向を詳細に把握してお

くことが重要になる。 

 

⑤ 有資格者以外のスキルや企業の特徴を可視化する仕組み 

 地域人材育成コンソーシアム（仮称）において、地元企業による地域人材の活用を促進

するため、従業員のキャリアや各種資格及びスキル、受講した研修内容等を可視化する

「地域版 JOBカード（仮称）」のような制度の導入を検討する。 

 地域人材育成コンソーシアム（仮称）において、企業実習的な要素をもつ教育機会とし

ての本出向制度を理解してもらい、利用意識を醸成するため、各受入企業が出向従業員

に提供できる教育要素を可視化する「実習プログラムカード（仮称）」制度の導入を検討

する。 

 同業種だと人材の能力や企業での業務内容を理解しやすいが、異業種では非常に難しい。 

 この会社ではこういうとが学べます、この人ならこういう資格がある、ということを目

利きしてくれるコーディネーターが必要。隠れた適性の発見にもなる。 
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⑥ コーディネーターの役割 

 出向にかかるコーディネート業務に加え、送出従業員のメンタル面も含めたケアを提供

できることが望ましい。 

 フットワークの良い人材で、法律問題（雇用問題や給与問題など）にもある程度知見を

有しており、現場対応できる人材が理想的。 

 人材のスキルの見立てや出向後のケアも必要。 

 

⑦ 貴重な人材ほど出向させられないケースへの対応 

 兼務出向という形態で解消できる。週内で出向元、出向先で勤務日を分けて働くスタイ

ル。「戻る場所がある」という安心感もある。契約の仕方によって、色々なパターンに対

応できる。 

 

⑧ 給与待遇面への関与 

 出向時の給料については、例えば研修目的のように受入側が得るものが少ない場合、逆

に出向で来る人材から知識を教わる場合によって変わっていい。 

 出向目的やメリットに応じて個別に話し合って決める仕組みが一番いい。 

 

⑨ 情報漏洩対策 

 実証調査では社長間の信頼関係があり情報漏洩対策について）想定しなかった。 

 独自技術を持っている地方の中小企業は極僅か。そこまで慎重になる必要はないのいで

はないか。 

 中小企業の場合は技術よりも給与面の他言に注意が必要。 

 

⑩ 出向による教育的効果 

 当初、出向対象者が成長して自社に戻ることを想定していたが、実証調査結果からは、

出向対象者が相手企業の人材を教育し、相手企業側の若手が成長したという結果が現れ

ている。送出と受入双方の教育効果が期待できると考えられる。 

 

⑪ 出向の定義・名称の見直し 

 出向への従業員のネガティブイメージを解消することが重要と言える。 

 なぜ自分だけ出向か、といった意識に陥らない仕組みづくりが必要。例えば、一定年齢

の社員は一度出向することを規定化することなど。 

 入社後 5 年程度で 2 年程度出向することをルール化し、他社の刺激を与えて再教育機会

とし、社内に戻す。出向元企業、受入企業ともに外部人材が加わるとで組織の活性化も

期待できる 

 以上の働き方が、若者にとって魅力的なキャリアデザインの仕組みとなれば、地域の中

小企業に就職する魅力のひとつとなるのではないか。 

 ネガティブイメージを解消のため「出向」に変わる名称を検討する必要を感じる。 

 

⑫ 合同研修と出向の仕組みの連動性 

 調査により、出向には経営者のみならず、従業員間の顔の見える関係が極めて重要であ

ることが把握された。 

 本コンソーシアムでは、出向の仕組みに加えて、合同研修や新入社員合同入社式等地域

で同じ入口を設定することで同期意識、仲間意識を醸成することができ、こうした長い

期間をかけて信頼関係を築く取り組みがあって、出向のハードルが下がってくる相乗性

が期待できる。 
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⑬ コンソーシアム間の連携、ネットワーク化 

 特定地域で閉じた仕組みになり、ミスマッチが解消できない可能性が懸念される。 

 地元から出ていきたくないという人材が増え、かえって地域産業が活性化しない、ある

いは、企業が欲しい人材が地域内にはいないといった事案が発生しないか。 

 隣町にはやりたい仕事があるが、属している地域内（コンソ内）にはない、という事態

は起こり得る。 

 地域コンソーシアムを広域的なネットワークとして機能させる仕組みが必要になる。 

 

⑭ 派遣ビジネスとコンソーシアムの連携可能性 

 基本的な事業スキームは派遣会社のオペレーションに近い。人材を探してマッチングを

させて、派遣後は定期的にフォローをしていく（メンタル面、出向先の企業内の相談員

には言えないことはあるので、相談窓口は最低でも 2つは必要） 

 派遣はスタッフ管理を通して永続的に賃金をもらえるが、コンソは入り口を作るだけで

あり、両社は全く別の仕組み。協力できる要素はある。 

 派遣会社にとって魅力のあるビジネスモデルではないが、地域貢献や今後のビジネスに

繋がっていくということを考える企業にとってはメリットも有る。 

 出向件数に応じた課金システムになると、出向を増やすことが事業目的化する危険があ

る。 

 コンソーシアムに地元出身の派遣業界 OBを加えるといった展開が現実的ではないか 
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（３） 地域人材育成コンソーシアム（仮称）に対する法的側面からの助言 

 

① コンソーシアムの出向調整機能にかかる一般労働者派遣事業許可申請の取り扱い原則 

 出向に関するスキームは、支援機関の関与の有無に関係なく、「出向対象者と送出企業と

の雇用契約が効力を有している状態のままで受入企業に出向する」前提であるかぎりは、

支援機関に一般労働者派遣事業に係る許可申請及びそれに伴う認可を受ける必要はない

（以上 a 案）。 

 ただし、いったん送出企業から地域人材育成コンソーシアムに転籍させた上で、受入企

業に人材を提供するような形態であれば、支援機関は一般労働者派遣事業に係る許認可

手続きを踏まなくてはならない（以上 b 案）。 

 なお、送出企業と受入企業の業務を兼務する「兼務出向」は契約内容、対象者の承諾の

範囲において実施するかぎりにおいては問題ない。 

 

② コンソーシアムの出向調整機能 a案の場合のコンソの関与のあり方 

 a 案の場合、出向手続きは送出企業から当該従業員への受入企業への出向についての説

明後、当事者からの承諾を得て実施される。したがって、当該の出向に関して本人と送

出企業の間で取り交わす書面に、「出向にあたっての研修及び調整等については、コンソ

ーシアムの提供するプログラムを受けること」などの記載を明記しておく必要がある。 

 あわせて B 社との出向手続き書面にも、当該従業員に「コンソーシアムの提供するプロ

グラムを受けること」、また、B 社に対しては「対象者の業務状況について随時確認を行

うこと」を明記し、それぞれ承諾を受けておくことが望ましい。 

 

③ コンソーシアムが会員の送出・受入ニーズ収集・提供活動を行うことについて 

 コンソーシアムが会員企業のニーズ・シーズ等、サービスを提供する上で知り得た情報

について、会員に対して公開する情報と秘匿する情報を特定した上で、情報の取り扱い

に関する秘守義務遵守を書面に明記し、同内容について会員企業の許諾を受けておくこ

とが必要である。 

 

④ コンソーシアムが出向対象従業員の出向サポートやメンタルケアの提供について 

 企業に対しては上記３の書面の個別事項として記載する。一方、コンソーシアムと対象

者間で個人情報保護に関する規約を結んでおくことが望ましい。 

 特にメンタルケアについては、個人のプライバシーに触れることが想定されるので、事

前に説明し、許諾を前提として実施することが重要である。 

 

⑤ コンソーシアムによる企業間の出向調整のうち当該従業員の給与待遇等について 

 a 案の場合、出向契約は、企業間で行うことから、原則として給与・待遇、労働条件は A

社と同じであることが前提になる。したがって、これらについて企業間で条件面の調整

が必要になる場合は、当該従業員の利益を損なうことのないよう調整することとなる。 

 給与、勤務時間等は当然として、厳密に言えば、就業環境の変化についても同等である

ことが原則としては求められる。実際には例えば工場で従事する作業が多少異なったり、

設備等の違いが生じたりすることが多いと想定される。したがって、こうした就業現場

に関する異同については、出向前に対象となる従業員に説明を行い、理解を得たことを

書面化し、取換しておくこと求められる。 

 

⑥ 出向期間中・後におけるコンソーシアムの関与について 

 コンソーシアムとして、期間中に対象従業員へのカウンセリング業務や受入先への勤務

状況の訪問確認などを行うことが想定される。この場合、前述２で取り交わす規約記載

を前提とし、その目的の範囲内で従業員への相談対応、受入企業への訪問確認、聴きと
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り調査、また、出向後に成果を踏まえた報告会等を実施することについて、承諾をとっ

ておくことが望ましい。報告会については、下記７の守秘義務にもとづいて行うこと。 

 

⑦ 労働災害等の事故発生時、出向に伴う情報漏洩発生時のコンソーシアムの責任 

 労働災害等の事故発生時については、契約が送出・受入企業の相対契約（a 案）となっ

ている限りにおいては、コンソーシアムの法的な責任は発生しないものの、発生時を想

定して会員企業との合意形成に基づき、責任の所在を明記しておくことが望ましい。 

 情報漏洩が出向を要因として発生したと判断される場合を想定すると、事前に当該従業

員に対する秘守義務の遵守をはじめとする就業規則の遵守についての重要性を説明した

上で意思確認を行う。その上で、受入企業と従業員の間で、就業規則や守秘義務の遵守

に関する書面を取り交わしておくことが必要。 

 また、情報漏洩発生を想定し、送出・受入企業双方に対し、情報漏洩が発生した場合に

ついても、発生時を想定して会員企業との合意形成に基づき、責任の所在を明記してお

くことが望ましい。 

 

⑧ 規約と個別事案としての書面取り交わしについて 

 会員や会員企業従業員に対して提示する基本的事項を明記した規約の整備・公開を行う

ことに加えて、実際の出向時には前述項目を記載した上で利害関係者に具体案件別に、

重要事項説明書や承諾書等について準備、取り交わしておくことが望ましい。 
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３．調査結果からみた重要要因の整理 

調査結果から地域人材育成コンソーシアムについて、以下のとおり重要項目を整理した。 

 

① 地域人材育成コンソーシアム（仮称）の設立理念 

 地域の雇用維持力を向上させるための仕組みを提供し、地域雇用能力の向上を図る。 

 地域内企業の従業員にとって、これまでなかったキャリアパス、スキルアップの機会と

仕組みを提供する。 

 

② 地域人材育成コンソーシアム（仮称）の設立目的 

 出向及び合同研修を通じた地域産業人材の育成、再教育 

 地域内企業の従業員の同期意識、連帯意識の醸成 

 地域内企業間の繁閑期の相違や業況の違いに着目した人材活用の共通基盤づくり 

 企業内での適性及び就業環境のミスマッチを解消し、技能を発揮できる環境づくり 

 

③ 地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本機能 

 出向コーディネート事業 

・従業員の再教育型 

・企業連携による人員余剰・不足解消の人材マッチング型 

・適性にあったミスマッチ解消型 

・出向にかかる基本的な調整及び出向プロセスの全過程におけるコーディネート 

・出向にかかる給与待遇面の調整支援 

 企業人材ネットワーク事業 

・合同入社式等の企画開催 

・合同研修の企画開催 

 地域人材活用コンサルティング事業 

・企業（経営者）、従業員を対象とする相談対応 

・出向決定後、実施までの間の心構えや守秘義務遵守などに関する事前研修開催 

・地域人材活用に関する提案 

 キャリアデザイン支援事業 

・地域人材（従業員）の技能や経験内容を可視化する地方版 JOBカードの設計・運用 

・地域内企業の業務の特徴（学びのポイント）を可視化する情報カードの設計・運用 

 地域人材活用情報の収集・発信事業 

・行政、産業支援機関等と連携した情報収集及び管理・提供 

・企業における人材余剰が生じやすい／不足しやすい分野、工程等の把握 

 コンソーシアム間をつなぐ広域連携事業 

・情報交流 共同研究 

・相互利用 

 

④ 地域人材育成コンソーシアム（仮称）におけるコーディネーターの人材像 

 積極的に地域人材活用に関する活動に従事できるマインドを有する人材 

 コーディネート能力に長け、困った時に頼りにされる人材 

 地域産業や地域内企業を熟知し、経営者や従業員、行政等と幅広い人脈を有してる人材 

 法律に関する一定の知見を有しており、現場の雇用問題や待遇面の問題に自身で対応で

きる能力を有する人材 

 送出従業員の技能を見極める目利き能力と情報発信能力を有する人材 

 送出従業員のメンタル面も含めた支援や相談対応を行うことのできる人材 
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第６章 地域人材コンソーシアム（仮称）の実証及び検証  

 

１． 出向 

 

（１）目的 

・企業間の信頼関係に基づく出向を実施することでの成果と課題の検証 

・受入側の人材ニーズ起点の出向ケースによる送・受双方のメリット・デメリットの検証 

・出向対象者及び送・受双方の従業員における事前・中間・事後での意識の変化検証 

 

（２）実施概要 

送出企業 広島スチールセンター株式会社 

代表取締役社長 長谷川豊蔵    

東広島市西条吉行東２丁目１−１１ 

主な事業内容〈金属切削加工〉 

受入企業 株式会社 フリーエム 

代表取締役社長 有田耕一郎    

安芸高田市八千代町下根 2138番地 4. 

主な事業内容〈鋼板・鋼材加工販売〉 

両社の関係 ○取引関係にあることに加え、両社長の個人的な信頼関係が篤い。 

出向の経緯 ○受入企業における欠員補充   

〈一定の業務経験を有する即戦力を希望〉 

○送出し企業における人選    

〈希望人材にあった６０代ベテラン人材を選出〉 

出向の期間 ３週間    

（２０１３年１２月２日～１２月２６日） 

実証調査の 

検証ポイント 

① 通勤、連携可能な広島圏域での出向の仕組みの実現可能性 

② 共通する技術・資格を有する人材が、他社の職場で技術を発揮できるか 

③ 出向における「学びあい効果」など「人材育成」効果創出の要因 

④ 送出・受入企業に生じるメリット・デメリット 

⑤ 送出従業員・受入企業従業員それぞれに生じる変化の内容、程度 

⑥  仮説に基づき設定した出向プロセスと実施効果の相関性 
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２． 出向の経緯 

 

（１） 出向（送出）の依頼 

 

受入企業より送出企業に依頼があり、勤務条件、業務内容、体制などに関して経営者間

で調整を行った。 

両企業は以前からの取引関係にあることから経営者間での信頼関係が構築されており、

調整は円滑に進められた。 

また、送出企業は、東広島市の企業であるものの、通勤可能な距離であったことから送

出従業員への負担も少ないと判断された。 

なお、相互の人事交流を円滑に進める上で、従業員間での給与待遇面については、秘匿

事項とすることとなった。 
 

・受入企業の主な依頼理由 

「職場の若返りが進み、熟練者が不足している。経験、知見ともに指導的な立場に

ある人材を受け入れることで、今後の教育的効果を見込んだ可能性を試したい。」 

「送り出し企業は５Ｓ等の安全管理、職場環境改善活動に熱心に取り組んできた企

業であり、従業員にとって刺激になる。」 
 

・送出企業の主な協力理由 

「受入企業との良好な取引関係、経営者間の信頼関係が背景にあったこと、地域 

人材育成コンソーシアム（仮称）構想の趣旨に共感したことから、協力するこ

とにした。」 

「製造業における中小企業にとって、業況の変化により生じる人員余剰・不足の

克服は各社共通の課題である。地域人材育成コンソーシアム（仮称）の仕組み

は、今後の企業活動において必要な仕組みである。」 

「実証調査のスキームには、従来の出向と異なり、“学びあい要素”や“企業間

の人材交流による組織活性化”といった効果の創出を図るプロセスが組み込ま

れており、人材育成機会としての可能性を感じた。」 
 

 

（２） 出向前段階 

 

① 送り出し企業における人選ポイント 

・安全管理ができ、受入企業の業務についてすぐに役立つ技能を修得していること。 

・受入企業の企業文化に順応できる柔軟性と協調性に優れていること。 

・両社における給与水準の差があまり大きくないこと。 

・ベテラン人材。（業務の責任者であり経験豊富な人材が出向することで、他の従業員 

の緊張感が高まり、後継人材が成長する機会になるのでは、という副次的効果を期 

待した。） 

 

② 送出従業員への出向の説明 

・送出従業員には、送出企業の経営者が直接実証調査の事業趣旨を説明し、理解と協

力を求めた。 

・「はじめに本調査の趣旨について説明を受けたことで、業務のミッションが明確に

なり、目的意識が明確になった」（送出従業員） 

・「送出従業員には、事業の趣旨を直接伝えるべきと考えた。従来の出向とは異なる

ねらいがあり、その意味が本人に伝わっていないと効果が見込めないと考えた」（送
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出企業社長） 

 

③ 送り出し企業における職場での説明 

・受入企業からの要請及び調査目的に基づき、当該従業員を 3週間出向してもらう旨

を社長が社員集会で説明を行った。 

・「実証調査の意義を含めて説明し、社員の代表として出向してもらう旨を話したと

ころ、ほかの従業員が拍手で送り出してくれた。」（送出企業社長） 

・「職場で社長が「代表」と説明し、拍手をもらったことで改めて役割を自覚した」 

（送出従業員）。 

 

④ 受入企業社長と出向者の顔合わせ（11月 29日） 

・受入企業社長が送出企業を訪問し、受入にあたっての目的や業務の内容、受入体制、

送出従業員への期待等について説明した上で意見交換を行った。 

・「業務内容は職場の仕事内容と同様であり、心配していない。受け入れ企業におけ

る人間関係がうまくいくかについては若干不安がある。」（送出従業員） 

 

 
 

（３） 出向開始（12月 2日） 

 

・出向初日の始業前の朝礼において、受入企業経営者が、同社従業員に対し、出向受入

の経緯を説明した上で、送出従業員の紹介を行った。 

・朝礼には送出企業経営者も同席し、送出従業員の人となりや経験について紹介した。 

・送出従業員は朝礼での顔合わせ後、朝のラジオ体操に参加。 

・現場の担当責任者となる部長と挨拶した上で、同部長から業務において使用する機械

の操作法や業務手順等について説明を受け、早速ダウンシャーリング工程に従事した。 

・作業着は送り出し企業の制服を着用した。 
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（４） 出向期間中の受入企業の状況確認（12月 17日） 

 

受入企業の従業員を対象とするグループインタビューを実施した。 

 

・受入れ従業員の話 

 「送出従業員（以下 Kさん）は自分の父と同年代だが、とても気さくで率先して挨拶

をしてくれ、声もかけてくれるなど、はじめから好印象をもった。なにより人柄が

すばらしい。」 

 「Kさんの仕事ぶりをみて、『この人は腕の立つ人だ』とすぐにわかった。以後は仕事

の仕方や業務上の知識を吸収したいと考え、たびたび教えを請うようになった。細

やかに指導してもらえることが大変うれしく、業務でも役に立っている。」 

 「特に安全管理の考え方について大変勉強になっている。具体的でわかりやすく、従

来当たり前と思っていたことが、K さんの助言を通じてさらに工夫・改善すべき点

があると知った。」 

 「自身も Kさんの企業に出向し、さらに他社の安全管理の仕組みや業務を経験してみ

たい気持ちが湧いてきた。それによって自社の良さも改めてわかるような気がす

る。」 

 

・送出従業員の話 

 「出向当初もっとも気をつけたのは人間関係づくり。人間関係が円滑にならないと業

務にも悪い影響が出ると考えた。自分からあいさつをすること、笑顔で話かけるこ

と、偉そうな言動をとらないことには特に気をつけた。受入企業は職場の雰囲気が

和やかで、従業員がみな快く接してくれたので、すぐに打ち解けることができ、仕

事に集中できている。」 

 「安全管理面では気づきがあったので、求められるのに応じて具体的な改善点をお話

している。」 

 「自社に比較して、材料を大切に扱っていることに気づいた。業務を通じて勉強にな

ることが多くあり、自社に帰ってほかの従業員にもフィードバックしたい。」 

 「今後、受入企業の方を自社への出向で受入れることがあれば、より具体的に安全管

理を学んでもらえると思う。一方で、材料をいかに大切に扱っているかなど、自社

の若手従業員に伝えてほしい。」 
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（５） 出向終了後（12月 26日） 

 

・送出従業員の話 

   「出向を通じた教育効果という点では３週間では短いと感じた。もう少し期間があ 

れば、もっと有効な改善指導ができたと思う。」 

   「受入企業は若い従業員が多く、まじめに学ぶ姿勢をもつ人が多かった。自分のよう

に指導できる人材があっていると感じた。」 

 「受入企業では、経営者の方、管理者の方、従業員の方、いずれもとてもよくしてい

ただいたので、仕事に集中できた。当初、人間関係が一番不安だった。早く職場に

馴染めたので、そうしたストレスは感じなかった。」 

 「通勤時間は自家用車で片道１時間。特に負担感はなかったが、片道 1 時間が上限と

思う。」 

 「今回の出向は、はじめに目的を伝えられていたことでモチベーションを維持するこ

とができた。そうした目的でなく従来のような『出向』を命じられていたら、ショ

ックを受けるし、がっくりくるのではないか。今回の出向は、業務従事以外にも教

育的な側面で自身が貢献できていることが実感できたので、やりがいや学びのある

機会だった。ただ、一般には『出向』といわれると負のイメージが強いと思う。」 

 

・送り出し経営者 

 「安全管理面の指導的人材を人選したことが受入先で効果を発揮したことに満足して

いる。」 

 「今回のように双方が同業種の場合、繁忙期が重なりやすい。その場合、送出側のメ

リットがなにかを明確にしていくことが実現性を高める。」 

 「受入企業から出向を希望される人材は、送出企業にとっては自社の職場にいてもら

わない困る人材である。これを両社にとって WIN×WIN にできる仕組みにしてい

くことが課題ではないか。」 

 「両社の信頼関係があることから、送出従業員の人選にあたっては、受入企業の人的

ニーズを充足できる人材を選ぶ必要性を感じた。」 

 「出向が受入先への転籍、転職につながらないためのルール化も必要ではないか。コ

ンソーシアムが中間に入って運用することが必要ではないか。」 

 「異業種間の出向の場合、どのスキルや経験が異業種でどのように役立つかイメージ

しにくいのではないか。コンソーシアム及びコーディネーターが目利き人のような

機能を果たし、提案するような活動も期待されることから、コーディネーターには

地域産業と地域の企業の状況を熟知していることが求められる。」 
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３．出向実証調査結果の検証 

 

実証調査の 

検証ポイント 

①通勤、連携可能な広島圏域での出向の仕組みの実現可能性 

②共通する技術・資格を有する人材が、他社の職場で技術を発揮できるか 

③出向における「学びあい効果」など「人材育成」効果創出の要因 

④送出・受入企業に生じるメリット・デメリット 

⑤送出従業員・受入企業従業員それぞれに生じる変化の内容、程度 

⑥仮説に基づき設定した出向プロセスと実施効果の相関性 

 

  

① 検証項目 通勤、連携可能な広島圏域での出向の仕組みの実現可能性 

 

今回の実証調査は、送出企業（東広島市）から受入企業（安芸高田市）まで概ね自家

用車で片道１時間圏内での実施となった。今回の送出従業員の感想では「通勤に関する

負担感はなかった」と回答している。ただし、「これが片道１．５時間になると負担を感

じると思う」とも回答しており、片道１時間はひとつの目安と考え、引きつづき事案を

増やして検討を行うことが必要である。 

特に冬期に降雪のある地域では、降雪の有無によって負担感は大きく異なると考えら

れ、また、出向期間によっても変動すると思われる。 

  

 

② 検証項目 共通する技術・資格を有する人材が、他社の職場で技術を発揮できるか 

 

 今回の実証調査では、送出企業と受入企業が同業種であり、工程も欠員者の担当工程

と同じ作業を受け持つ従業員を選定していたことから、業務上の問題は発生しなかった。 

 しかしながら、異業種間で実施する場合には、異なる業務に活用できるスキルの見極

めや業務に順応するために、一定の期間を要することも想定されるため、引き続き検証

を行うことが必要である。 

 また、送出従業員が「人間関係がよく、早期に職場に馴染んだので仕事に集中できた」

と話しているように、同業種、異業種に関わらず出向開始時に職場の人間関係が円滑に

運ぶ環境づくりが技能発揮の前提条件となると考えられる。 

 

 

③ 検証項目 出向における「学びあい効果」など「人材育成」効果創出の要因 

 

 実証調査実施前には、出向従業員が受入企業における業務従事を通じて学びの効果が

得られることを想定していた。実証調査では、受入企業の要望により、指導的人材とな

りうる従業員が出向したこともあり、送出従業員の教育効果以上に受入企業従業員にお

ける教育効果が得られることが明らかになった。 

 このことから、出向の枠組みを活かした教育効果は、実施前の各企業の教育面での目

的をより具体的に抽出し、事前調整を行うことで多様な効果を生み出す可能性があると

いえる。 

一方、実証調査のねらいと意義を事前に送出従業員、受入企業従業員双方に説明が行

われ、意識が共有されていたことが、教育効果創出の背景として重要な意味をもってい

たと考えられる。このことから、出向前の準備段階での目的の明確化、関係者との目的

共有機会の確保、出向プロセスへの成果報告会の組込み等が、教育効果を生み出すため

に必要なアイテムといえる。 
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④ 検証項目 送出・受入企業に生じるメリット・デメリット 

 

前述③で検証した教育効果以外のメリットとしては、受入企業においては、質の高い人材

を安心して確保できたというメリットがあった。 

また、外部人材が加入することで、教育効果以前の刺激を与え、組織の活性化がもたらさ

れたことが効果としてあげられる。 

送出企業においては、指導的人材が一定期間不在となることで、残った若手従業員の責任

感が醸成されるという効果が認められた。 

一方、課題事項としては、給与待遇面での負担について、明確なルールが設定されていな

かったため、今後の円滑な出向を進める上で整備とコンソーシアムによる調整対応を望む声

が両社から指摘された。 

このほか、送出企業からは「同業種であることから繁閑期も受入企業と一致する。このた

め、送出には明確なメリットの提示が必要ではないか」との意見があった。 

これらから、出向の目的に応じた双方の想定メリットと費用の目安などについて、利用前

に確認できる仕組みが必要といえる。 

 

  

⑤ 検証項目 送出従業員・受入企業従業員それぞれに生じる変化の内容、程度 

 

従業員相互にもたらした変化については、送出従業員においては、業務を通じて他社従業

員から指導を請われる場面が多く、終了後も「もう少し長い期間であればもっと指導できる

ことがあった」と回答しているように、ものづくり職業人としての責任と自覚が一層高まる

という変化が確認された。 

一方、送出企業経営者の話では、「送出従業員の不在期間に若手従業員の責任感が増した」

との報告があり、副次的な変化も生じていたことが明らかになった。 

受入企業においては、若手従業員を中心に送出従業員の有する経験や知見に積極的に学ぶ

ことで自身の技能が向上することが実感され、より積極的な業務意欲醸成に寄与する効果が

生まれた。 

さらに実証調査のような趣旨の出向であれば、機会があれば経験したいとの意欲も表明さ

れ、本事業のスキームが従来の「出向」イメージを変えていく可能性を示したともいえる。 

 

 

⑥ 検証項目 仮説に基づき設定した出向プロセスと実施効果の相関性 

 

実証調査においては、実施前に行った企業ヒアリング結果などを反映して、事前プロセス

から送出・受入双方の企業経営者に直接関与してもらい、送出従業員及び受入企業従業員の

マインドセットと受入体制の整備に力を入れて実施した。これは、多くの企業から「出向は

当該の人材に大きな精神的苦痛を与えることが多い」という懸念事項が示されたことによる。 

いわば、負の要素の抑制をねらいとしての対応だったが、実際にはそのねらいを超えて、

目的意識の明確化とその後押しのための環境づくりが、モチベーションの高まりというより

積極的な要素を形成した。これは送出従業員のみならず、受入企業従業員にも共通しており、

事前に目的意識を共有すること、さらにそのプロセスに経営者が関与することが、実施効果

創出において極めて重要な意味をもっていたことが明らかになった。 

また、出向期間中の意見交換機会、終了後の成果報告機会を組み込むなど、職場改善や人

材育成効果をほかの従業員も共感できる仕組みの整備が、リピート利用を促進する上で重要

な意味をもつと推察される。 
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■出向実証調査結果 検証表 

 送出企業 受入企業 

① 通勤、連携可能な広島圏

域での出向の仕組みの実

現可能性 

■片道１時間を目安とし、事

案を増やして検討する。 

■冬期降雪の有無、出向期間

等での負担感の変動幅を

整理しておくことが有効。 

－ 

② 共通する技術・資格を有

する人材が、他社の職場

で技術を発揮できるか 

■同業種間出向では事前調整が的確に実施されることで問

題が発生する可能性は低い。 

■異業種間では、業務の違いなどから技能発揮まで一定の期

間を要することも想定され、検証が必要。 

■同業種、異業種に関わらず出向開始時の職場の雰囲気づく

りが技能発揮の前提条件となる。 

③ 出向における「学びあい

効果」など「人材育成」

効果創出の要因 

■送出・受入双方の従業員に教育効果が得られることが明ら

かになった。 

■実施前に教育目的を明確にし、事前調整を行うことでさら

に多様な効果を生み出す可能性がある。 

■出向前の準備段階での目的の明確化、関係者の目的共有機

会確保、出向プロセスへの成果報告会等組込みが、教育効

果創出を図る上で重要といえる。 

④ 送出・受入企業に生じる

メリット・デメリット 

■指導的人材が一定期間不

在となることで、残った若

手従業員の責任感が醸成

された。 

■同業種の場合、受入企業と

繁閑期も一致するため、送

出メリットの提示が必要。 

■質の高い人材を安心して

確保できた。 

■外部人材が加入すること

で、教育効果以前に刺激を

与え、組織の活性化がもた

らされた。 

■給与待遇面での負担について、明確なルールが設定されて

いなかったため、円滑な出向を進める上では、待遇面の調

ルールの整備とコンソーシアムによる調整対応が必要。 

⑤ 送出従業員・受入企業従

業員それぞれに生じる変

化の内容、程度 

■業務を通じて受入企業従

業員から指導を請われ、職

業人としての責任と自覚

が一層高まった。 

■従業員を中心に送出従業

員の有する経験や知見に

積極的に学ぶことで自身

の技能が向上することが

実感され、より積極的な業

務意欲醸成に寄与する効

果が生まれた。 

■本事業のスキームが従来

の「出向」イメージを変え

ていく可能性を示した。 

⑥ 仮説に基づき設定した出

向プロセスと実施効果の

相関性 

■送出・受入双方の従業員に共通して、事前に目的意識を共

有すること、さらにそのプロセスに経営者が関与すること

が、実施効果創出において極めて重要な意味をもっていた

ことが明らかになった。 

■出向期間中の意見交換機会、終了後の成果報告機会を組み

込むなど、職場改善や人材育成効果をほかの従業員も共感

できる仕組みの整備が、リピート利用を促進する上で重要

な意味をもつと推察される。 
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４．合同研修 

 

（１）目的 

・特定地域における企業従業員及び経営者の参加前後での仲間意識の変化等の検証 

・特定地域における企業相互の理解深耕機会としての意義の検証 

・特定地域における企業経営者と従業員の交流機会がもたらす効果の検証 

 

（２） 研修概要 

名称 地域産業を担う 若手人材×経営者 合同研修会 

主催 中国経済産業局 

協力 安芸高田市工業会 安芸高田市産業活動支援センター 安芸高田市 

開催趣旨 安芸高田市内の事業者様の内定者を含む若手社員が、経営者の皆様とともに、「地

域における事業所の役割」や「会社や勤務先でいきいき働くために必要なこと」

などをテーマに、語り合う研修を開催し、就業先を超えた地域内の同期意識、仕

事へのモチベーション向上機会とする。 

研修参加対象 安芸高田市内の企業で働く若手従業員と経営者ほか 30名 

研修会場 安芸高田市 クリスタルアージョ 402研修会議室 

研修の特徴 １．働くことをテーマに経営者と若手が語り合い、共有しロイヤリティを高める。 

２．同じ地域で働く仲間意識を共有し、チームビルディングを図る。 

３．グループワークを通じてコミュニケーション能力の向上を図る。 

４．組織人としての意識を醸成する。 

５．企業を超えた連帯意識を育て地元企業間の連携強化・地域振興に寄与する。 

 

（３） 研修プログラム 

時間 研修プログラム 講師等 

10：00 研修オリエンテーション 事務局 

 10：30 

（90分） 

レクチャー1 

 『安芸高田市における企業経営環境の改善と 

   雇用の安定のための研究』 調査報告  

県立広島大学  

 地域連携センター准教授 

 西川 洋行 氏 

12：00 昼食 休憩  

13：0０ 

（5０分） 

 

地域人材育成コンソーシアムによる地域産業活性化 

 推進方策調査 報告会  ① 調査結果の概要  

調査受託機関 

 ㈱シーズ総合政策研究所 

  ② 地域人材育成コンソーシアム（仮）構想の狙い 

             

同調査アドバイザー 

 有田 耕一郎 氏 

14：00 

（60分） 

レクチャー２ 

『新入社員・若手社員に会社が期待すること（仮題）』 

講師 海老原 嗣生  

 ㈱ニッチモ 代表取締役 

15：00 

（120分） 

ワールドカフェ 若手人材×経営者で語り合おう！ 

「地域で会社でいきいきと働き続けるために必要なこと」 

   思いを語り、改善プランを考える」 

講師 竹本 寛美 氏  

      同 副代表理事 

17：00 講師講評 各講師 

17：15 記念撮影 終了  
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（４）参加状況 

№ 会社/団体名 部署 役職 

1 安芸高田市観光協会     

2 安芸高田市役所 商工観光課 係長 

3 安芸高田市役所 商工観光課   

4 田中電機工業株式会社 安芸高田工場 副工場長 

5 田中電機工業株式会社 安芸高田工場 内定者 

6 広島県庁 
商工労働局雇用

労働政策課 
主査 

7 坂本重工株式会社 吉田工場 専務取締役 

8 坂本重工株式会社 吉田工場 工場長 

9 坂本重工株式会社 吉田工場   

10 坂本重工株式会社 吉田工場   

11 坂本重工株式会社 吉田工場   

12 住野工業株式会社 高宮工場 取締役製造部長 

13 住野工業株式会社 高宮工場 
 

14 
広島スチールセンター株式会

社 
東広島市 代表取締役社長 

15 
広島スチールセンター株式会

社 
東広島市 課長 

16 
広島スチールセンター株式会

社 
東広島市 課長代理 

17 
広島スチールセンター株式会

社 
東広島市   

18 
広島スチールセンター株式会

社 
東広島市   

19 株式会社フリーエム 本社（八千代町） 代表取締役社長 

20 株式会社フリーエム 本社（八千代町）   

21 株式会社フリーエム 本社（八千代町）   

22 株式会社フリーエム 本社（八千代町）   

23 株式会社フリーエム 本社（八千代町）   

24 株式会社マルシン 本社（吉田町） 専務取締役 

25 株式会社マルシン 本社（吉田町）   

26 ファクシス株式会社 本社（吉田町） 代表取締役社長 

27 川根柚子協同組合 高宮町 企画営業部長 

28 株式会社藤本工業 本社（吉田町）   

29 株式会社藤本工業 本社（吉田町）   

30 広島信用金庫 可部支店  係長 

※当日降雪による交通機関の乱れ等による欠席があり、参加者は２８名であった。 
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（５）合同研修に関する実証の様子 

 
① 『安芸高田市における企業経営環境の改善と雇用の安定のための研究』 

広島県立大学 地域連携センター 准教授 西川洋行 先生 

 

 
 

■本調査を実施した背景―現在の日本の経済状況― 

経済の発展により、現在の日本の平均所得は世界でもトップクラスになった。消費

者が商品に求めるレベルも高くなり、安いだけのモノは売れなくなった。顧客のニー

ズが量から質へ変化した（知識経済への移行）ことにともない、企業には、市場シェ

アや製造能力よりも企画力や開発力が求められるようになった。 

つまり、これまで求められてきたモノをつくる生産性ではなく、何かを創り出すた

めのアイデアを生み出す生産性（＝知識の生産性）が新たに求められるようになった。 

 また、先進国で社員の生活を安定させられるだけの収益を得るためにも、商品に知

的な付加価値をつけて、高価格（＝高い利益率）で売り出す必要がある。 

 このような経済状況の変化に対応するためには、雇用の安定を維持しながら，企業

を取り巻く経営環境を改善していくための支援策が必要である。そこで、どのような

支援策が必要なのかを明らかにするため、現在の経営状況と経営環境の把握が必要だ

と考え、本調査を実施した。 

 

■調査の内容 

（１）予備調査 

目的：本調査で聞くべき内容の絞り込み 

方法：経営者への面談によるヒアリング調査 

内容：内部環境、経済環境、海外展開、現状、今後の展望、地元との付き合い方 

雇用と採用 

 

（２）本調査 

目 的：安芸高田市の企業における現状把握 

方 法：① 紙面によるアンケート 

    ② 経営者への面談によるヒアリング調査 

対 象：① 工業会加盟企業、非加盟企業である程度の規模の企業 計 60 社 

    ② 工業会加盟企業中から選抜した１２社 

回答率：① 60％（回答企業 36 社） 

    ② （１２社全てにヒアリング実施） 
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（調査結果） 

○回答企業の業種は多岐にわたる。 

3 分の 1 が自動車関連製造業。その他、金属、機械、流通、土木、医療・福祉など。 

○回答企業の企業規模も多岐にわたる。 

10 人以下の企業が 9％。一方で、100 名以上の企業が 16％。 

○企業により現在の業績は異なる。 

３割が好調だと回答した一方で、不調だと回答した企業が 4 割。 

また、予想以上に伸びていると回答した企業は 6％。 

○業界によっても現在の業績は異なる。 

4 割強が好調だと回答した一方で、不調だと回答した業界が 4 割。 

自動車関連業界では業界全体、各企業別ともに 6 割が好調だと回答している。 

農業や食品関業界では業界全体としては不調だと回答する一方で、自社は好調だと

回答する企業が少なからず存在し、その理由としては，他社にはない独自の強みを

有していることが挙げられる。 

○業績が好調な要因は、付加価値と信頼。 

独自の技術力や開発力が認められ、付加価値の高い製品として他社よりも高価格で

販売できていることが要因だと考える。（製造業界） 

加工食品業界では軒並みブームに乗ったがその後は売上が下がっている。そのよう

な状況下でも好調なのは、ブーム中も品質維持を一番に考えた結果、そのことが信

頼に繋がり現在も顧客が獲得できている。（食品業界） 

○業績が不調な要因は、技術力・開発力の低さ。 

他者に勝る技術力や開発力がないので、値引き競争を受け入れるしかない。値下げ

に応じ続けている結果、利益が得られない現状にある。（自動車業界） 

○今後の事業方針では、攻めの姿勢が目立つ。 

「新規顧客の開拓」と回答した企業が圧倒的に多い。一方で、「海外進出」という

回答は少ない。 

○アウトソーシングを行う理由は、企業によって異なる。 

経営状況の変化に対応する（評価すべき）取り組みとしては、自社工場の生産だけ

では追い付かないが工場増設はリスクが高いためアウトソーシングを行っている

企業がある。 

一方で、非常にリスクが高く今後改善が必要な取り組みとして、自社の技術では取

引先からの発注に対応できないのでアウトソーシングを行っている企業がある。ア

ウトソーシング先が取引先と直接取引を開始した場合、自社への発注がなくなる可

能性がある。 

○アウトソーシング先の選定条件としては、値段と信用（専門性）を重視している傾

向。 

○海外展開先としては、ASEAN 諸国が多い傾向。 

国別では中国が最も多く、その他、台湾やメキシコという回答。 

○新規事業の選定方針では、守りの姿勢が目立つ。 

最も多い回答は、「現在の技術（従業員のスキル）や強みが活用できる事業」で、

次いで多かったのが「相乗効果が期待できる事業」つまり比較的近い分野での事業

である。 

「異なる業界の新規顧客を狙っている」という回答は２社だけ。新たな市場での顧

客の新規開拓という非常にチャレンジングな姿勢が評価できるが，少数派である。 
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○中長期的展望においても、守りの姿勢が目立つ。 

最も多い回答は、「現在の主力事業が引き続き主力で、評価されること」で 36 社中

32 社が回答している。次いで多いのが「新規事業」であるが、具体的な内容とし

ては、現在の自社の技術が活用できる分野での新規事業である。また、「新規事業」

と回答した理由として、現在伸びていない事業で粘るよりは新規事業に取り組んだ

方がいいという意見もある。 

○業績が伸びている企業がある一方で、伸び悩んでいる企業もある。 

現在の中核事業が伸び悩んでいるという回答が 2 社ある。工業会全体として、底上

げを図るような取り組みを考える必要があるかもしれない。 

○将来に向けた取り組みとしては、設備投資と採用活動という回答が多い。 

 採用活動としては、中途採用が多いが定期的な新卒採用を行っている企業もある。 

 地元優先採用に関しては、「安芸高田市内でしか募集活動を行っていないので、地

元の人材の採用が多い」という回答が最も多い。 

○研修は、自社での研修が多く、公的な研修などは活用されていない。座学と現場で

の教育（OJT）が最も多く、市役所主催の研修を活用している企業は 2 社。 

○真面目にコツコツ働いて、職場では積極的に動く社員が求められている。グローバ

ル人材を求める企業は少ない。 

○安芸高田市は、経済的合理性の高い地域である。 

 回答結果から、安芸高田市は中国道が通っていて、広島市内への交通の便も非常に

よく、企業活動を行う際のメリットが多い地域であることが分かった。 

○25 社が、経済状況に関わらず安芸高田市から出ていくことは考えていない。 

地元の社員が多いため、安芸高田市外での経営は困難だと考えている企業が多い。 

 

（提案） 

○企業の業績や規模に応じた複数の選択肢を持つ支援策が必要。支援は主に人材面を

中心とし，経営者教育に踏み込む必要がある。また，人材の流動化を視野に入れ，

地域もしくは工業会として雇用の安定供給を目指すべきではないかと思う。 

○地域活性化のために、地域や中小企業に特化した地域版 MBA のようなプログラム

があるといいと思う。期待できる効果として、①地域のマネージャー育成、②地域

の従業員のモチベーション向上。 

個々の企業ではなく、地域全体としての取り組みが、地域活性化に繋がると思う。 
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② 新入社員・若手社員に会社が期待すること 

   海老原 嗣生氏  雇用ジャーナリスト 株式会社ニッチモ 代表取締役 

 

 
  

 「最近の若者は・・・」という語り口で否定的に示される言説には科学的な根拠がない。

頭ごなしに若者を否定する傾向は昔からあり、そうした固定観念にとらわれる必要はない。 

その上で、「自分にとって働くことの目的とはなにか？」を常に自問し、仕事の本質と向き

合うことこそが大切である。 

※このほか、さまざまなケースを想定した質問が講師から受講者に提示され、受講生の回

答に基づく自己分析や会話を通じた講義が進められた。 
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③ ワールドカフェ 若手人材と経営者で語り合おう！ 

地域で 会社で いきいきと働き続けるために必要なこと 

竹本寛美 氏 特定非営利活動法人 キャリアプロジェクト広島 副代表理事 

  

   
 

竹本講師による進行によりワールドカフェ形式で「いきいきと働くために」をテーマとし

て、グループディスカッションを行った。 

受講者は、各テーブルを巡回しながら属性や所属企業を超えて、「安芸高田市でともに働く

者」として積極的な意見交換を行った。 
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 ■ワールドカフェの様子 

 

   
 

   
 
■ワールドカフェ 各テーブルで語られた意見 
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（６）合同研修に関する実証調査結果の検証 

 

【アンケート調査】 

■実施日時：平成 26年 2月 8日（土） 

■実施場所：クリスタルアージョ（安芸高田市吉田町吉田 761） 

■実施方法：アンケート用紙への記入 

■アンケート回収率 

配布数 回収数 回収率 

28 19 67.0％ 

 

■集計結果 

 

１）回答者区分 [図 1] 

・無記入の回答は、「不明」としている。 

 

[図 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

若手人材 

31.6% 

経営者 

42.1% 

不明 

26.3% 

回答者区分 
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36.8% 

5.3% 

42.1% 

15.8% 

本講座の情報源（全体）  

[1] 工業会からの案内 [2] 新聞記事・チラシを見て 

[3] 会社から進められて [4] 友人・知人に勧められて 

２）受講前アンケート 

 

問 1本講座の情報源 

 

１．全体データ [図 2-1] 

・最も多い情報源は「会社から勧められて」（42.1％）、次いで多いのが「工業会からの案内」

（36.8％）である。 

 

２．区分別データ [図 2-2] 

・「工業会からの案内」により本講座の情報を得た経営者が、若手人材に本講座を勧めたこ 

とが推測される。 

 

[図 2-1] 

 
 

 

[図 2-2]  
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50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

本講座の情報源（区分別） 

友人・知人に勧められて 

会社から勧められて 

新聞記事・チラシを見て 

工業会からの案内 
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問 2 特に期待しているプログラム 

 

１．全体データ [図 3-1] 

・7割が「講師やゲストのレクチャー」と回答している。 

・一方、「グループワーク（受講生同士のワールドカフェ）」や「参加者・講師との交流」 

に期待しているという回答は、ともに 2割以下である。 

 

．区分別データ [図 3-2] 

・区分別データでも同様の結果が出ている。特に若手人材では、「グループワーク（受講者間

のワールドカフェ）」への期待回答がない。 

 

[図 3-1] 

 

 

 

[図 3-2] 

 

 

 

  

70.8% 

12.5% 

16.7% 

特に期待しているプログラム（全体データ） 

※複数回答 

[1] 講師やゲストのレク

チャー 

[2] グループワーク（受

講者同士のワールドカ

フェ） 

[3] 参加者・講師との交

流 
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66.7% 66.7% 
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特に期待しているプログラム（区分別データ） 

※複数回答 

参加者・講師との交流 

グループワーク（受講者

同士のワールドカフェ） 

講師やゲストのレク

チャー 
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問 3 研修を通じて学びたいこと 

 

１．全体データ [図 4-1] 

・「地域でいきいきと働くための仕事との向き合い方」（35.3％）が最も多く、次いで多いの 

が「安芸高田市内の企業活動の実態（可能性と課題）」（26.5％）である。 

 

２．区分別データ [図 4-2] 

・若手人材では大半の参加者が「地域でいきいきと働くための仕事との向き合い方」と回 

答している一方で、経営者の関心分野は多岐に渡っている点が特徴的である。経営者で 

最も多い回答は、「安芸高田市内の企業活動の実態（可能性と課題）」である。 

 

[図 4-1] 

 

 

[図 4-2] 
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本研修を通じて特に学びたいこと（区分別データ） 

※複数回答 
参加者間の交流から生まれ

る新しいアイデアや考え方 

グループカフェ（グループ

での意見交換）を通じてお

互いの考えを知ること 

地域でいきいきと働くため

の仕事との向き合い方 

地域人材育成コンソーシア

ムの考え方や手法 

安芸高田市内の企業活動の

実態（可能性と課題） 

26.5% 

11.8% 35.3% 

5.9% 

20.6% 

本研修を通じて特に学びたいこと（全体データ） 

※複数回答  

[1] 安芸高田市内の企業活動の実態

（可能性と課題） 

[2] 地域人材育成コンソーシアムの考

え方や手法 

[3] 地域でいきいきと働くための仕事

との向き合い方 

[4] グループカフェ（グループでの意

見交換）を通じてお互いの考えを知

ること 
[5] 参加者間の交流から生まれる新し

いアイデアや考え方 
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問 4 安芸高田市内の他企業への関心の有無・程度 

 

１．全体データ  [図 5-1] 

・8割以上が「とても関心がある」又は「どちらかといえば関心がある」と回答している。 

 

２．個別データ [図 5-2] 

・経営者は約 9割が「とても関心がある」と回答し(87%)、若手人材との関心の程度には大 

きな違いがある。 

 

[図 5-1] 

 
 

[図 5-2] 
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[2] どちらかといえば関

心がある 

[3] どちらかといえば関

心はない 

[4] 関心はない 

[5] わからない 

16.7% 

87.5% 50.0% 

12.5% 

80.0% 

16.7% 

20.0% 16.7% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の有無・程度 
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問 5 安芸高田市内の他企業への関心の内容 

 

１．全体データ [図 6-1] 

・「経営者の考え方」（26.8％）が最も多く、次いで多いのが「作業の内容や手順など業務に 

関すること」（19.5％）である。 

 

２．区分別データ [図 6-2] 

・経営者では「経営者の考え方」（29.2％）という回答が最も多い一方、若手人材では「作業

の内容や手順など業務に関すること」（37.5％）が最も多くなっている。 

 

[図 6-1] 

 

 

 

[図 6-2] 
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29.2% 33.3% 

37.5% 
16.7% 11.1% 

12.5% 16.7% 

12.5% 

22.2% 

16.7% 

12.5% 

8.3% 

22.2% 

25.0% 

11.1% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の内容（区分別データ） 

※複数回答 無回答 

雇用条件 

社内の会議や業務改善活

動に関すること 

販路の拡大など営業・

マーケティングに関する

こと 
安全管理など業務実施に

おけるルールに関するこ

と 
作業の内容や手順など業

務に関すること 

経営者の考え方 

26.8% 

19.5% 

12.2% 

12.2% 

9.8% 

12.2% 

7.3% 

安芸高田市内の他企業への関心の内容（全体データ） 

※複数回答  

[1] 経営者の考え方 

[2] 作業の内容や手順など業務に関

すること 

[3] 安全管理など業務実施における

ルールに関すること 

[4] 販路の拡大など営業・マーケ

ティングに関すること 

[5] 社内の会議や業務改善活動に関

すること 

[6] 雇用条件 

[7] 無回答 
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３）受講後アンケート 

 

問1 研修の満足度 

 

１．全体データ [図 7-1] 

・約 7割の受講者が「とても満足した」又は「満足した」と回答しており、「まあまあ満足し

た」をあわせると満足度は 100％とであった。 

・「とても満足した」又は「満足した」と回答した理由としては、「色々な方と話をするこ 

とで、自分がわかったような気がする」、「若手と経営者が集まって話をすることができ 

た」など、普段交流することがない人たちと交流ができたという回答が多い。 

・「あまり満足していない」又は「不満」という回答はなかった。 

 

２．区分別データ [図 7-2] 

・若手人材より経営者にとってより満足度の高い研修であったことが分かる。 

・若手人材においても程度の差があるものの満足回答が 10割を占めており、一定以上の満足

度が得られている。 

 

[図 7-1] 

 

 

[図 7-2] 

 

50.0% 

22.2% 

27.8% 

研修の満足度 

[1] とても満足し

た 

[2] 満足した 

[3] まあまあ満足

した 

[4] あまり満足し

ていない 

[5] 不満 

33.3% 

62.5% 

40.0% 

33.3% 

12.5% 

20.0% 

33.3% 12.5% 40.0% 

12.5% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

研修の満足度 

無回答 

不満 

あまり満足していない 

まあまあ満足した 

満足した 

とても満足した 
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問 2 特によかったプログラム 

 

１．全体データ [図 8-1] 

・約半数が「海老原講師の講義」(48%)と回答している。次いでワールカフェが 26％となっ

ている。 

 

．区分別データ [図 8-2] 

・区分別データでも同様の結果であるが、若手人材（30.0％）では経営者（15.4％）に比較

してワールドカフェの評価が高くなっている。 

 

[図 8-1] 

 
 

[図 8-2] 

 

 

 

  

22.9% 

48.6% 

25.7% 

2.9% 

特によかったプログラム（全体データ） 

※複数回答 

[1] 西川講師の講義 

[2] 海老原講師の講義 

[3] ワールドカフェ 

意見交換 

[4] 無回答 

10.0% 

30.8% 25.0% 

60.0% 

46.2% 
41.7% 

30.0% 15.4% 33.3% 

7.7% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

特によかったプログラム（区分別データ） 

※複数回答 

無回答 

ワールドカフェ 意

見交換 

海老原講師の講義 

西川講師の講義 
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問 3 安芸高田市内の他企業への関心の高まり 

 

１．全体データ [図 9-1] 

・半数以上が「とても高まった」と回答し(53%)、「どちちらかというと高まった」と合わ 

せると、8割以上になる。 

・「まったく変わらない」という回答はなく、程度の違いはあるが、研修を通じて全受講者 

が刺激を受けたという結果が出ている。 

 

２．区分別データ [図 9-2] 

・回答した若手人材全員の関心が高まっている点が特徴的である。 

 

 [図 9-2] 

 
 

[図 9-2] 

 
  

52.6% 

31.6% 

10.5% 
5.3% 

安芸高田市内の他企業への関心の高まり（全体データ） 

[1] とても高まった 

[2] どちらかといえば高

まった 

[3] あまり変わらない 

[4] まったく変わらない

（0%) 

[5] 無回答 

50.0% 
62.5% 

40.0% 

50.0% 
12.5% 

40.0% 

12.5% 

20.0% 
12.5% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の高まり（区分別データ） 

無回答 

あまり変わらない 

どちらかといえば高まった 

とても高まった 
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問 4 安芸高田市内の他企業への関心の内容 

 

１．全体データ [図 10-1] 

・受講前と同様に、「経営者の考え方」が最も多い(39%)。 

・受講前よりも関心が高まった内容としては、「社内の会議や業務改善活動に関すること」 

(受講前 10%から 13%)がる。 

 

．区分別データ [図 10-2] 

・若手人材では受講後に「無回答」がなくなり、受講前には回答がなかった「社内の会議 

や業務改善活動に関すること」への関心が高まっている点が特徴的である。 

 

[図 10-1] 

 
 

[図 10-2] 

 

38.7% 

9.7% 
9.7% 

6.5% 

12.9% 

6.5% 

6.5% 
9.7% 

安芸高田市内の他企業への関心の内容（全体データ） 

※複数回答 [1] 経営者の考え方 

[2] 作業の内容や手順など業務に関す

ること 

[3] 安全管理など業務実施における

ルールに関すること 

[4] 販路の拡大など営業・マーケティ

ングに関すること 

[5] 社内の会議や業務改善活動に関す

ること 

[6] 雇用条件 

[7] そのほか 

[8] 無回答 

42.9% 
33.3% 

44.4% 

28.6% 

6.7% 

14.3% 

6.7% 
11.1% 

13.3% 

14.3% 

6.7% 
22.2% 

6.7% 

11.1% 
13.3% 

13.3% 11.1% 
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20.0%
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40.0%
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70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の内容（区分別データ） 

※複数回答 無回答 

そのほか 

雇用条件 

社内の会議や業務改善活動に関す

ること 
販路の拡大など営業・マーケティ

ングに関すること 
安全管理など業務実施における

ルールに関すること 
作業の内容や手順など業務に関す

ること 
経営者の考え方 
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問 5 意見・感想 

・「長時間の研修会なのに時間が短く感じた。」 

・「より多くの方に参加してほしい。」 

・「すばらしい機会を設けていただき感謝している。」 

・「とても勉強になっった。」 

などの自由記述回答があった。 

  

 

    ■終了後の集合写真 
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５．合同研修実証調査結果の分析 事前－事後での GAP分析 

 

（１）研修プログラムへの受講前の期待と受講後の感想にみる変化 

   【若手人材で「経営者を交えたワールドカフェ」への満足度が期待に対し 30.0％上昇】

  

・「ワールドカフェ」において受講前後の変化がみられた。 

・若手人材においては、受講前では「ワールドカフェ」に期待するとの回答は 0.0％であっ

たが、受講後には 30.0％が特に良かったプログラムとして同プログラムあげている。 

 

 

 
 

 

 

  

83.3% 
66.7% 66.7% 

16.7% 16.7% 

16.7% 16.7% 16.7% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

特に期待しているプログラム（事前アンケート） 

※複数回答 

参加者・講師との交

流 

グループワーク（受

講者同士のワールド

カフェ） 

講師やゲストのレク

チャー 

10.0% 

30.8% 25.0% 

60.0% 

46.2% 
41.7% 

30.0% 15.4% 33.3% 

7.7% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

特によかったプログラム（事後アンケート） 

※複数回答 

無回答 

ワールドカフェ 意

見交換 

海老原講師の講義 

西川講師の講義 
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50.0% 
62.5% 

40.0% 

50.0% 
12.5% 

40.0% 

12.5% 
20.0% 12.5% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の高まり 

（事後アンケート） 

無回答 

あまり変わらない 

どちらかといえば高

まった 

とても高まった 

16.7% 

87.5% 50.0% 

12.5% 

80.0% 

16.7% 

20.0% 16.7% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の有無・程度 

（事前アンケート） わからない 

関心はない 

どちらかといえば関

心はない 

どちらかといえば関

心がある 

とても関心がある 

（２）安芸高田市内の他企業への関心の有無・程度に対する受講前と受講後の変化 

   【若手人材の全回答者が安芸高田市内の他企業への関心が高まったと回答】  

 

・若手人材において、受講前に「とても関心がある」（16.7％）、「どちらかといえば関心があ

る」（50.0％）の回答合計は 66.7％であった。これを踏まえて受講後の関心の変化を尋ね

た設問では、「とても高まった」「どちらかといえば高まった」がそれぞれ 50.0％であり、

合計で 100.0％と受講により、すべての回答者が安芸高田市内の他企業への関心が高まっ

たと回答している点が注目される。 
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（３）安芸高田市内の他企業への関心の内容に対する受講前と受講後の変化 

   【若手人材において「経営者の考え方」が事後に 30.4％増。】 

【事前の「雇用条件」（12.5％）「無回答（25.0％）」が事後にはいずれも 0.0％に。】  

 

・若手人材において、受講後に関心が大きく高まった項目は「経営者の考え方」で 12.5％か

ら 42.9％へと 30％以上の増加となった。 

・一方、同じく若手人材において事前アンケートで回答のあった「雇用条件」（12.5％）「無

回答（25.0％）」が事後にはいずれも 0.0％になっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）GAPにみる傾向のまとめ 

 若手人材においては、企業間、従業員・経営者間の合同研修を受講した結果、ほとんど

の受講者が市内他企業への関心が高まった。 

 関心が高まった内容は「経営者の考え方」が 30.4％増加し、逆に「雇用条件」「無回答」

の合計 37.5％は 0.0％になった。 

 以上から合同研修の開催は、地域内の企業に対する関心を高めることに一定の効果があ

ることが明らかになった。  
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若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の内容（事前アンケート） 

※複数回答 
無回答 

雇用条件 

社内の会議や業務改善活

動に関すること 
販路の拡大など営業・マー

ケティングに関すること 
安全管理など業務実施に

おけるルールに関すること 
作業の内容や手順など業

務に関すること 
経営者の考え方 
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33.3% 

44.4% 

28.6% 

6.7% 

14.3% 
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11.1% 13.3% 

14.3% 
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11.1% 13.3% 

13.3% 11.1% 
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20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

若手人材 経営者 不明 

安芸高田市内の他企業への関心の内容（事後アンケート） 

※複数回答 無回答 

そのほか 

雇用条件 

社内の会議や業務改善活動に

関すること 
販路の拡大など営業・マーケ

ティングに関すること 
安全管理など業務実施における

ルールに関すること 
作業の内容や手順など業務に

関すること 
経営者の考え方 
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第７章 広島モデルの提示及び他地域への応用可能性 
 

１．広島モデルの可能性 

 

（１）地域人材育成コンソーシアム（仮称）に対する事業化ニーズ 

 

 本調査結果から、広島地域においては、以下のような事業化のニーズが明らかになった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）広島地域における地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本要素 

 

次に事業ニーズを踏まえ、実証調査の結果及び分析結果、各アドバイザーからの提言を整

理すると、広島地域における地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本要素は下記の４項

目を柱として整理できる。 

なお、本調査における仮説から実証調査、調査結果検証を踏まえた本項の提言に至る検討

の流れは次頁掲載フロー図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島地域における事業ニーズ 

①従業員（仕事面） 

「他社の手法等を自

社の職場で学び・取り

入れたい意欲」 と 

「自社習得したスキル

を地域内共有する地

域貢献意欲」 の両立 

③経営者（活用育成） 

「信頼できる優秀な人

材を一定期間確保し

たい」 と 

「他社での就業経験を

通じて人材を育成した

い」の両立 

②従業員（生活面） 

「地域で暮らし続けた

い」と 

「就業の場を確保した

い」 の両立 

 

 

④経営者（地域雇用） 

「業況や繁閑に伴う人

員の過不足を調整し

たい」と 

「地域人材の域外流

出は抑止したい」 

の両立 

⑤行政（雇用基盤の確立  地域産業振興） 

「地域内企業の振興、税収を確保したい」と「地域の雇用能力の向上を図りたい」の両立 

広島地域における地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本要素 

① 地域内企業間の

繁閑期の相違や

業況の違いに着

目した人材活用

の共通基盤づく

り 

③ 出向、合同研修を

通じた地域産業

人材の育成、 

再教育機会の 

提供 

 

② 地域内企業の従

業員 の同期 意

識、連帯意識の

醸成  

 

 

④ 企業内での人事

上のミスマッチを解

消し、本来有する技

能を発揮できる環

境づくり 
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（３）地域人材育成コンソーシアム（仮称）に関するフロー図：【仮説に基づく調査スキーム-実証 ⇒検証⇒提言への流れ】 
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（４）広島地域における地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本スキーム 

 

広島地域における地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本要素を踏まえた基本スキー

ムを以下の通り提言する。 

 
① 全体像 
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② 広島版地域人材育成コンソーシアム（仮称）の人材育成・活用指針 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 広島版地域人材育成コンソーシアム（仮称）の主な事業 

 

地域人材育成コンソーシアム（仮称）の人材育成・活用指針に基づき、同組織で取り組む

主な事業を以下のとおり提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 出向支援コーディネート機能 

・従業員の再教育型 

・企業連携による人員余剰・不足解消の 

人材マッチング型 

・適性にあったミスマッチ解消型 

・出向にかかる基本的な調整及び出向プロセ 

スの全過程におけるコーディネート 

・出向にかかる給与待遇面の調整支援 

  

 合同研修等 地域人材交流機会創出機能 

・合同入社式等の企画開催 

・合同研修の企画開催 

 

 

 

 

 

１ 地域内企業の繁閑期や業況の違いに着目した人材活用の制度設計 共通ルールづくり 

２ 地域内企業の従業員の同期意識、連帯意識を醸成する人材交流機会の提供 

３ 出向・合同研修を通じた地域産業人材の育成、再教育機会の提供 

 

４ 企業内での適性及び就業環境のミスマッチを解消し、技能を発揮できる環境づくり 

 地域人材活用情報の収集・発信事業 

・行政、産業支援機関等と連携した情報収集

及び管理・提供 

・企業における人材余剰が生じやすい／不足

しやすい分野、工程等の把握 

  

 地域人材活用コンサルティング事業 

・企業（経営者）従業員対象の相談対応 

・出向決定後、実施までの間の心構えや 

守秘義務遵守などに関する事前研修開催 

・地域人材活用に関する提案情報の収集・ 

発信事業 

  

 キャリアデザイン支援事業 

・地域人材（従業員）の技能や経験内容を可

視化する『地域版 JOBカード（仮称）』の設

計・運用 

・地域内企業の業務の特徴（学びのポイント）

を可視化する『教育プログラムカード（仮

称）』の設計・運用 

  

 コンソーシアム間をつなぐ広域連携事業 

・情報交流 共同研究 

・人材と企業の広域的なマッチング支援 
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④ 重要施策に関する提言 

 

１）送出・受入企業間の給与条件の調整にかかる提言 

  ～国助成制度等による格差是正の手法～ 

 地域の中小企業間での出向にあたって、企業側が大きな利用阻害要因として懸念している事

項に送出・受入企業間の給与条件の格差がある。 

 本調査外部アドバイザーの弁護士からは、出向における給与は在籍企業の条件と同一とすべ

き旨の指摘があることから、両社に給与格差がある場合はなんらかの方策により格差を解消

しなくてはならない。 

 給与格差分を企業が負担することになると、制度利用にあたっての阻害要因となることも懸

念される。 

 給与格差是正に関する解決手法として、国が給与格差相当額を助成することのできる制度等

を開設することが望ましい。 

 

２）「出向」にかかる負のイメージの改善にかかる提言 

 ～「出向」にかわる新たな名称の設定～ 

 本調査結果から、調査対象従業員のほとんどが「出向」に負のイメージがもっているが、出

向従業員においては実施後に、イメージが大きく変わったとしている。 

 以上から、本制度の特徴である『同一地域内』『教育的要素』を訴求する「出向」とは異なる

名称を用いることが求められる。 

 例えば『大人の（若手人材の）ための地域人材インターンシップ制度』のような親しみやす

い名称を公募することなどが考えられる。 

 

３）地域人材の業務経験やスキル、受入企業の教育的要素の可視化 

  ～「地域版 JOBカード（仮称）「企業実習プログラムカード（仮称）」の導入～ 

 地域人材育成コンソーシアム（仮称）において、地元企業による地域人材の活用を促進する

ため、従業員のキャリアや各種資格及びスキル、受講した研修内容等を可視化する「地域版

JOBカード（仮称）」のような制度の導入を検討する。 

 地域人材育成コンソーシアム（仮称）において、企業実習的な要素をもつ教育機会としての

本出向制度を理解してもらい、利用意識を醸成するため、各受入企業が出向従業員に提供で

きる教育要素を可視化する「実習プログラムカード（仮称）」制度の導入を検討する。 

  

４）合同研修等を通じた地域内同期意識づくり 

  ～定期的なネットワークづくりの支援～ 

 合同入社式や合同研修で形成される地域内同期意識の萌芽をさらに醸成していくためには、

仕事を離れて、自主的に集まり語らう機運の醸成や場の提供など、きめ細かいサポートが求

められる。 

 行政や構成企業とも連携し、自治体事業を活用したネットワークづくりなども検討する。 

 

５）地域人材育成コンソーシアム（仮称）におけるコーディネーターの人材像 

 積極的に地域人材活用に関する活動に従事できるマインドを有する人材 

 コーディネート能力に長け、困った時に頼りにされる人材 

 地域産業や地域内企業を熟知し、経営者や従業員、行政等と幅広い人脈を有してる人材 

 法律に関する一定の知見を有しており、現場の雇用問題や待遇面の問題に自身で対応できる

能力を有する人材 

 送出従業員の技能を見極める目利き能力と情報発信能力を有する人材 

 送出従業員のメンタル面も含めた支援や相談対応を行うことのできる人材 
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２．他地域への応用可能性 

 

（１）他地域への応用における留意事項 

   

地域人材育成コンソーシアム（仮称）の基本スキームは、実施地域に共通して展開可能な

事項と実施地域の状況に応じて検討が行われるべき事項があると考えられる。 

以下はその概念を模式化した図である。 

 

■地域人材育成コンソーシアム共通モデルの概念図 

 

 
 

 

① 基本理念 基本コンセプト 

  基本理念及び基本コンセプトについては、広島地域固有のものでなく、地域人材育成

コンソーシアムの仕組み自体の考え方であることから、他地域での展開にあっても原則

的には共有されるべきものと考える。 

  また、基本理念が共通していなくては、各コンソーシアム間のネットワーク形成を行

う上で支障をきたすことも懸念される。 

 

② 事業対象 

   広島地域においては、特定地域を対象に事業を行うこととしているが、この特定地域

とは「共同体＝コミュニティ」の概念に基づくものである。したがって、大都市などに

おいては、必ずしも地理的な設定に限らず、共通の目的や理念に基づいて形成され、信

頼関係の上に活動が展開されている企業群に置き換えて設定することも可能といえる。 

 

 ③ コンソーシアム体制 

   他地域展開にあって、各地域の実態を反映して組織化されることが求められる項目で

ある。産学官連携を基本としながら、地域産業振興の経緯や企業支援活動、企業連携活

動の実績などを踏まえ、実態にあったプレーヤーを構成することが成功要因となる。 
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④ 事業の基本指針 

  基本指針は、本コンソーシアムを検討するに至った背景、ニーズを整理して設定して

いるが、地域産業構造や特徴などにより重み付けが変わってくると思われる。具体的な

構成事業もその重み付けにより内容に地域性が反映されるべきものと考える。 

 

 

（２）導入メリットの定量化 

   地域人材育成コンソーシアムの導入メリットは、４つの「事業の基本指針」ごとに達

成されるものであり、その定量化にあたっても当該の４指針を定量的に測定する指標の

設定によって可視化することが可能になる。 

   それぞれの指標の一例を下記に示す。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 地域内企業の繁閑期や業況の違いに着目した人材活用の制度設計・共通ルールづくり 

指標の例  

異業種間の出向件数 

対象地域（または企業コミュニティ）における解雇によらない人材流動件数 

２ 地域内企業の従業員の同期意識、連帯意識を醸成する人材交流機会の提供 

指標の例  

地域内企業の従業員による交流機会の回数 参加者数 

地域内企業の従業員による交流機会参加者の満足度 

３ 出向及び合同研修を通じた地域産業人材の育成、再教育機会の提供 

指標の例  

出向等の経験による人材育成効果があったと感じる企業の割合 

出向受入により改善された業務上の課題の件数 

 

４ 

指標の例  

従業員の就業環境に対する満足度 

対象地域（または企業コミュニティ）における解雇によらない人材流動件数 

企業内での適性及び就業環境のミスマッチを解消し、技能を発揮できる環境づくり 
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■他地域への導入に向けたチェックシート（案） 

チェック項目 状況 関連機関 

1.出向及び合同研修を通じた地域産業人材の育成、再教育機会の提供 【必須】 

① 出向支援コーディネート機能     

□ 従業員への再教育へのニーズ 
 

 

 

□ 人員余剰/不足解消の人材マッチングのニーズ 
 

 

 

□ 職場と人材のミスマッチ解消のニーズ 
  

 

 

□ 出向調整等にかかるコーディネーターの確保育成 
 

 

 

□ 出向にかかる条件面等の調整ルールの整備・合意 
 

 

 

2.地域内企業の従業員の同期意識、連帯意識を醸成する人材交流機会の提供 【必須】 

① 合同研修等 地域人材交流機会創出機能   

□ 企業間での従業員交流機会づくりへのニーズ 
 

 

 

□ 合同研修や合同入社式開催に関するニーズ 
 

 

 

3. 地域内企業の繁閑期の相違や業況の違いに着目した人材活用の共通基盤づくり 【必須】 

① 地域人材活用情報の収集・発信事業   

□ 人材、企業活動情報の収集、提供への協力体制 
 

 

 

□ 企業間の繁閑状況等に関する状況把握の程度 
 

 

 

4. 企業内での適性及び就業環境のミスマッチを解消し、技能を発揮できる環境づくり 

① 地域人材活用コンサルティング機能   

□ 企業（経営者）従業員対象の相談対応体制 
 

 

 

□ 出向従業員への事前研修の提供体制 
 

 

 

□ 地域人材活用に関して提案を行う体制 
 

 

 

② キャリアデザイン支援事業   

□ 『地域版 JOBカード（仮称）』の導入 
 

 

 

□ 『教育プログラムカード（仮称）』の導入 
 

 

 

5.そのほか 

① コンソーシアム間をつなぐ広域連携事業   

□ 広域的な情報交流 共同研究 
 

 

 

□ 人材と企業の広域的なマッチング支援 
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３．普及方策に関する提言 

 

（１）「出向」のマイナスイメージの転換 新たなネーミング 

 

  実証調査においては、出向した従業員及び受け入れた企業の従業員から、実施前の「出

向」イメージが大きく変わったことが報告されている。 

  そこで、本事業の普及の第一には、「出向」に替わる名称を検討することが求められる。 

  ネーミング・プロデュースの手法については、事業プロモーションとあわせた公募方式

など参加型手法を用いることで、事業の特徴やねらいを普及する機会として展開すること

も想定される。 

 

（２）大人のインターンシップの実施 

   

  本事業のうち「出向」事業の従来との違いは、体験することでもっとも深く理解できる。

そこで、社会人向けのインターンシップとして短期間でのお試し実施を行うことで、企業

の利用促進を図る。 

 

（３）はたらくカフェ（仮称）の設置 

所属企業を越えて、地域の同期意識を育むため、合同研修開催とあわせ、地域内に従業

員のつながりを継続的なものに育てるカフェのように気軽に集まり、さまざまな会話やワ

ークショップを体験できる場作りを行う。 

 

（４）地域版 JOBカードの魅力化 

提案事項である地域版の JOBカードをワークショップ形式で楽しみながら作成する機会

を設定するとともに、カード携帯による地域限定のインセンティブ（地域通貨のような使

用法）の設定を検討する。 

 

  以上のような社会人向けの取り組みと合わせて、大学生、高校生への普及啓発を図って

いくことも重要である。 


