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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) 



 要約編-4 

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の視点 

・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・キャリア形成の視点 

・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 

 社会としての労働力移動の視点 

・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の醸成 

・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 

 企業間の学び合い効果の創出 

・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 
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２．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   

   

   

  



 

 

要約編-11 

 

■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（銀行）
・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（製造業）
・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（製造業）
・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（銀行）
・同業種は繁閑期が重なる。異業種なら可能（製造業　サービス業）
・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（建設業）
・若年層への指導的人材の出向に期待（製造業）
・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（製造業）
・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（製造業）

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（製造業）
・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（製造業）
・グループ会社内で実施（製造業）

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（製造業）
・グループ会社内で実施（製造業）

<２>合同研修に関して

・ぜひ実施してほしい（多数）
・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（金融機関）
・地域の同僚づくりの場として期待　合同入社式も希望（サービス業）

・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（製造業）
・長期出向が移籍に繋がることへの懸念（製造業）
・同一地域は一度失敗すると尾を引く（製造業）
・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>出向に関して

支援機関
大学企業等

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
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３．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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■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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２．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％ 

 

① 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。  

 

  

12.5% 
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%

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 

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% 

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 

 

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。 

広島地域における事業ニーズ 

① 従業員  

「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 

「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 

「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 

「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 

「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 合同研修等で企

業を越えた従業員の

絆を醸成＋就業年数

設定による教育型出

向の地域ルール化＝

「出向」のネガティ

ブイメージの解消 

③ 地域の企業の人

材ニーズ／シーズ、

繁忙／閑散等を組み

合せた実施支援、共

通ルールを運用する

「地域産業の人事部

的機能」の構築 

② 顔の見える確か

な人材情報・目利

き・信頼関係を築き、

安心して利用できる

「コーディネート人

材」の確保  

 

④  人材のスキルを

可視化・証明する「地

域 JOBカード（仮称）」

制度の設計・導入が

必要（人材能力の可

視化／企業別研修内

容の可視化） 
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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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（３）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。 
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