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はじめに

湯沢で見つける、わたしの暮らし

湯沢市で暮らし始めてから一年が過ぎ、今ではここがまるで自分の

故郷であるかのような居心地の良さを覚えます。

インターンシップに従事してからこれまで、多くの学生が湯沢の市

内企業を訪れ、さまざまな挑戦を事業者さまと共に乗り越えていく

姿を多く見てきました。彼らと伴走しながら、いつしか社会事業を

持ちたいとぼんやり考えていた私自身の夢が、大好きな県南文化の

「お茶っこ」をベースにしたお茶時間の提供へと具体化されたこと

は自分にとって大きな成長の一つだと思っています。

湯沢には、山遊びから起業までなんでも自分の知恵や力を使って成

し遂げようとするかっこいい人たちがたくさんいます。そんなまち

の魅力を一番近くで教えてくれたのは、みちのくreMakers合同会社

代表の豊留侑莉佳さんです。豊留さんの夢がこれからも多くの人と

の繋がりのもと、実現されることを強く願っています。

加藤美空／国際教養大学3年生

湯沢市地域おこしインターンシップ（2021.01~03）
みちのくreMakers合同会社インターンシップ（2021.04~2022.3）
活動内容：湯沢市内におけるインターンシップ受入企業の開拓・学生のマッチング

19名

インターン生

10社

受入企業

14件

プロジェクト



事業参画型インターンシップについて

湯沢市事業参画型インターンシップは

2018年の受入れからスタートし、学生・

企業の2者だけでなくコーディネーター

を始めとしたたくさんのサポーターがい

ます。企業のこれからを考え、企業・学

生の両者が全力でインターンシップにコ

ミットできるよう、多方面からサポート

するプロジェクトとなっています。

従来の体験型インターンシップと異な

り、事業参画型インターンシップは、1

か月の短期から4カ月以上の長期のプロ

ジェクトに分かれます。採用をゴールに

置かず、市内事業者の新規展開創出を共

につくるエンジン機能として導入しま

す。結果として、新卒や中途採用のイ

メージが湧き、新規採用を決めた事例も

生まれています。

事業参画型インターンシップに参加

する学生の多くは、県内大学に通う県

外の学生です。大学進学を機に秋田県

に足を踏み入れた彼らにとって、産

業・歴史・自然といった様々な資源が

豊富な地域は魅力に映り、大学期間中

に何かしらの形で貢献したいと考えて

います。

事業参画型インターンシップでは、

そうした熱意ある学生と、企業と地域

の未来を見据えて新しいチャレンジを

したいと考える市内経営者をインター

ンシッププロジェクトで結ぶことで、

本気のチャレンジをする場を生みだし

ています。

人が育ち、地域が育ち、仕事が生ま

れる。成長や挑戦が、自立的に生まれ

続ける組織・地域を目指しています。

湯

沢

市

役

所

企業 学生

外部関係者
インターンシップ専門家・事業評価者・大学機関

コーディネーター

事業参画型インターンシップ

フィードバック、事業評価

伴走支援

補助金

委託

人が育つ企業・人を育てられる地域・採用力の向上
・新規事業のタネから将来的な雇用の創出へ

事業参画型インターンシップについて

企業にとってどんなプログラム？

試してみたい仮説や事業案を持ちつつも、日

々の業務に追われその一歩を踏み出せない。

5年後、10年後の組織のあり方を考え、社内

に変革を起こしたいと考えている企業へ。

純粋なやる気と活力を持った学生を期間限定

の社会人として迎え、人材育成のノウハウを

蓄積しながら次の一手への仮説検証に踏み出

す実践型インターンシップです。

地域で生きること・働くことに関心はある

が、具体的なイメージを掴めていない。深め

たい・挑戦したいテーマがあり、今ある生活

を飛び出して経験と実績を積んでおきたい学

生へ。

企業のプロジェクトと地域の暮らしに溶け込

み、地域での暮らしや働き方について実感を

もって考える滞在型インターンシップです。

学生にとってどんなプログラム？

湯沢市を支える地場産業が、学生を外部人材

として受け入れ、既存の事業に新しい風を起

こす。大学のないまち湯沢市で、プロジェク

トに魅力を感じた学生が一定期間地域で暮ら

し、地域に学ぶ。

湯沢地域は、企業の決意と学生の熱意が生み

出す挑戦の舞台です。

地域にとってどんな意味がある？

大学のないまちだからこそ、学生に地域に一

定期間滞在してもらう長期実践型インターン

シップを推進しています。人口ピラミッドか

ら大きく抜けている20代前半の人材が街を

歩き、地域の人々と交流する機会が生れるこ

とを大切にしています。

なぜ滞在型にこだわるのか？

04 05



有限会社皆瀬村活性化センターは、皆瀬村エリ

アの遊休地活用による農業生産体制の活性化やア

グリビジネス創出の支援を目的に発足した企業で

す。農業や飲食部門、加工品販売、キャンプ場運

営といった多岐にわたる業務を展開しています。

管理施設の１つであるとことん山キャンプ場は

、キャンプテントが設置できるスペースと、コテ

ージ、バンガローを有している一見どこにでもあ

るキャンプ場ですが、露天温泉が併設されている

日本では珍しい特徴を持っています。日本屈指の

豪雪地帯であることを活かした冬の季節には、雪

中キャンプを楽しむニッチな客層からも指示を得

ています。

新型コロナ感染拡大後は、密を避けた空間への

ニーズの高まりと、リーズナブルな価格帯が功を

奏し、キャンプ場自体の売り上げはアップ。10年

後には東北でNO1のキャンプ場を目指すべく、フ

ァミリー層のアクティビティ開発やブランディン

グを仕掛けていくタイミングでした。

夏休み中にプロジェクトリーダーとしての経験

を積みたいと考えていた、国際教養大学2年生（当

時）の岡野友香さん。キャンプ場の仕掛け人・佐

藤淳さんの構想を聞き、今までに経験したことが

無いことができると確信。キャンプ場のコンテン

ツ開発と広報を担うインターンシップに跳びこみ

ました。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

受入企業コメント

皆瀬村活性化センター総務

佐藤淳さん

いろいろな世代が交じりあっている社

会と新しい世代の考え方を柔軟に受け入

れる会社を作りたいと思っていました。

大学生世代は地域にとって突出して少

ない世代であり、岡野さんのような優秀

な学生に来ていただくことが地域にとっ

てどのような効果をもたらすのか、継続

して取り組みたいと思っています。

令和３年度受け入れ事例｜有限会社皆瀬村活性化センター

とことん山キャンプ場の事業内容と顧客の理解

コンテンツ素材の収集とコーディネーション

顧客アンケート集計とコンテンツ制作

キャンプ場の現状把握を行うため、業務現場に入り

込むところからスタート。より良いコンテンツをつ

くるためお客様アンケートも実施しました。

お客様の意見やヨソモノ視点を生かして考えた、

Webコンテンツ内容を佐藤さんに提案。Web制作業

者との打合せも担いながらコンテンツづくりに着手

していきました。

岡野さんのこだわりポイント・露天風呂のコンテン

ツ改善も完了！お客様の立場に立ち続け、終了日ギ

リギリまで残りのコンテンツも改善提案していきま

した。

東北NO.1を目指すキャンプ場のブランド力をアップせよ！

ファミリー向けWebコンテンツ開発と広報インターンシップ
完成した
Webは
コチラ→
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秋田県と言えば、お漬物の“いぶりがっこ”。その名

産である“いぶりがっこ”を、初めて商業化した老舗

・株式会社雄勝野きむらやが、ここ秋田県湯沢市

で3代にわたり素朴な漬物づくりを続けています。

添加物を使用しない昔ながらの素朴な味の漬物を

つくる3代目・木村社長が仕掛けたい挑戦は、一般

的には魅力には映らない“素朴さ”や”田舎くささ”

を、“田舎ならでは”の価値に変える地域商社の設

立です。そのために、今年の3月にデザイン部門を

社内に設置。まずは自社の販促物や広報事業を確

立させていきながら、そのノウハウをまだ日の当

てられていない地域資源に拡張していくために、

1か月の短期インターンシップを受け入れました。

※22ページ参照

その後、大学生のような外部の若者に継続的に広

報部隊として企業に関わってもらう体制をつくる

ため、さらに踏み込んだ4カ月以上の長期インター

ンシップに挑戦。木村社長と一緒に素朴・田舎く

さいを、秋田らしい・田舎らしいに変えていく仕

組みを仕掛けていこうと、インターンシップ生の

井上翔太くん（国際教養大学3年）と麻生哲郎くん

（東北大学4年）といった全く異なるバックグラウ

ンドを持つ学生2名と一緒にインターンシップに取

り組みました。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

受入企業コメント

株式会社雄勝野きむらや

木村吉伸社長

他の伝統産業に比べれば、漬物はまだ新

興産業です。そう考えたとき、もっと商

品の幅を広げたい、発信力をつけていき

たいという分野には、これからも学生の

感性を借りていきたいと思っています。

とても漠然としたテーマだったと思いま

すが、現場をしっかり体験しながら2人で

想像以上の形に仕上げてくれました。

令和３年度受け入れ事例｜株式会社雄勝野きむらや

まちをreBrandingする“地域商社”をつくりたい！

元祖漬物屋をはじめ院内地域のファンづくりを担うインターン

院内エリアの探索から地域理解を深める

ランディングページ制作に向けた準備

売り上げ増加を加速させるための広告運用を実践へ

先にマッチングした井上くんは、インターンシップを機

に初めて湯沢を来訪。雄勝野きむらやの世界観を理解す

るために、院内の歴史を徹底的にリサーチしました。

麻生くんも加わり、2人体制に。井上くんは英語力を生か

してコンテンツの英訳を、麻生くんはランディングペー

ジ制作から広告運用をそれぞれ進めていきました。

麻生くんが中心となり、広告運用を本格化していきまし

た。インターンシップ終了時には、課題であるCPAを下

げ、延べ46／4,865人の購入者獲得に至りました。

完成した
Webは
コチラ→
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事業参画型インターンシップを導入したい経営者さまへ

事業参画型インターンシップの導入では、目的や目指す成果に応じたプロジェクト設

計と受け入れ準備が必要となります。それぞれのインターンシップの位置づけや、アル

バイト・正社員との違い、実施までの流れなどをご紹介します。

企業の現状

分類
長期型インターンシップ 短期型インターンシップ

長期型 短期型 見学型

期間 4カ月～ 1か月 1〜2週間

内容
課題解決

プロジェクトマネジメント
課題解決

業務見学・座学

業務体験

社内位置づけ プロジェクトリーダー プロジェクトスタッフ 研修生

学生への期待 プロジェクトの成功 課題への貢献 貪欲な学習意欲

受け入れ側の目的
業務生産性の向上

課題の解決

業務生産性の向上

組織文化への影響

社会貢献

採用活動の一環

企業・業界の広報

人材育成目標

問題発見・解決能力

自律的キャリアデザイン

起業家的行動特性獲得

プロジェクトマネジメント

問題発見・解決能力

企画提案能力

自律的キャリアデザイン

職業意識醸成

仕事への理解

刺激（問題意識）

学生の教育効果

社会人基礎力

＋

リーダーシップ

社会人基礎力

＋

学びの実践

自己適正・志向の理解

働くこと・業界の理解

明日の利益のために検証したい
仮説を持ちつつも日々の業務に
追われて検証できずにいる。

学生の所感
を知りたい

事業参画型インターンシップ
湯沢市若者しごと支援事業補助金制度

企業ミートアップツアー
湯沢市

支援メニュー
※別途ご相談ください

事業参画型インターンシップで見込める効果

学生 企業 地域

• やりたいことが見つ
からない

• 自分らしさや働き方
がイメージできない

• やりたいことや身に
着けたいスキルを得
るためのステップが
イメージできない

• 10年後の組織を考え
ると人材戦略を考え
ないといけない

• 会社の将来に向けて
検証したい仮説があ
るが既存の体制では
難しい

• 紡ぎ手、担い手不足

• コミュニティの縮小

課
題

深めたいテーマを入り
口に、地域企業のプロ
ジェクをを行いながら
、暮らしに飛び込むイ
ンターンシップを提供
する

明日・5年後・10年後の
利益を見据えて、目標
設定や達成に向けたス
テップを細分化し、期
間限定の仮説検証機会
を提供する

湯沢市を知らない学生
との接点を通じて地元
企業の認知や第三者視
点からの地元地域の魅
力を知る機会を提供す
る

ア
プ
ロ
ー
チ

効
果

自己形成を支える
経験の不足

会社の将来を見据えた
人材戦略と、そのため
の仮説検証機会の損失

地域社会と
個人の隔たり

「プロジェクト参画＝
仕事と暮らしを行き来
すること」で、自己同
一性、自己肯定感を高
めて生き方の軸を作る

仮説検証機会を通して
人材活用・育成ノウハ
ウの蓄積と新規事業チ
ャレンジに向けた素材
を得る

学生をハブに企業・地
域と個人の関係を再構
築することで地域のフ
ァンを獲得する

事業参画型インターンシップを導入したい経営者さまへ
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インターンシップ アルバイト 正社員

導入経費 70万円▶︎30万円 48万円〜60万円 150万円〜180万円

滞在費 30万 バイト自己負担 正社員自己負担

期待されていること
仮説検証の実行
経営者の右腕
事業の成功

特定業務への貢献
特定業務への貢献
新規事業の提案

事業実行

見込まれる効果

人材育成風土の醸成
課題解決

地域の関係人口創出
利益創出

特定業務の効率化 特定業務の推進

適した業務 新規事業の仮説検証
雑務

体系化された業務
責任を伴う業務

新規事業

インターンシップは、正社員よりも導入費用が安く、かつ期間限定の正社員として雇用されるためアルバ

イトよりも権限を与えられます。インターンシップの導入は、新規事業のエンジンとなる人材を期間限定

で獲得し、企業のその後につなげていくことにつながります。

湯沢市事業参画型インターンシップでは、実

際に学生を受け入れる際にかかる費用のほかに

も、導入に当たっての費用やインターンシップ

に向けて学生・企業両者と面談し、期間中にコ

ーディネートするための費用など、様々な面で

費用がかかります。

湯沢市内の企業であれば事業参画型インター

ンシップ導入検証のための一部は、「湯沢市若

者しごと支援事業補助金制度」として予算化さ

れています。初めての導入を検討されている方

は、湯沢市商工課までお問い合わせください。

支払い主体 若者しご

と支援事

業補助金

対象

費目の詳細
コーディ

ネーター

受入れ

企業
参加学生

インターンシッ

プコーディネー

ト費用

× ○ × ○

①インターンシップ導入ダイアログ費
a. 導入ヒアリング
b. プロジェクト設計
c. 学生募集要項作成

②プロジェクト・コーディネート費
a. マッチング
b. プロジェクト及び学生モニタリング

インターンシッ

プ面接にかかる

交通費

（面接含む）

△ △ × ×

原則、zoomや電話で面接を実施します。現地

にて面接を実施したい場合は受入れ企業にて

学生の交通費をご負担ください。

学生居住地域か

ら現地までの

交通費

（往路分）

× × ○ ×

遠隔地の学生が、インターンシップ開始に当

たり、在住地域からインターンシップ実施地

域までの移動にかかる交通費。

期間中の宿泊費 × ○ △ 〇
原則、受け入れ企業が「活動支援金」として

負担します。「活動支援金」は、インターン

シップ生の交通費、宿泊費、生活費補填等に

充当すべく、1人受入れに当たり5万円/月（税

込）の「活動支援金」をご負担ください。

「活動支援金」で足りない場合は、受入れ企

業と学生のどちらが追加負担をするのかを

コーディネーターと受入れ企業で事前に協議

し、学生負担の場合は学生募集の段階での共

有が必要です。ただし、受入れ企業が負担を

する方が、学生は参加しやすくなります。

期間中の生活費 × ○ △ 〇

期間中の滞在場

所からインター

ンシップ先まで

の交通費

× ○ △ 〇

インターン

シップ保険
× ○ × ×

学生はインターンシップ期間中、インターン

シップ保険に加入します。手続きはコーディ

ネーターが行いますが、保険料は原則受入れ

企業が負担します。

インターンシッ

プ生受け入れ期

間中の事業経費

× ○ × 〇

湯沢市インターンシップは、受け入れ企業の

本業の中で実施される想定となりますので、

事業の経費に関しては受け入れ企業負担とな

ります。

現地から学生の

居住地域までの

交通費

（復路分）

△ △ ○ ×

原則、学生が負担。（受け入れ企業・コー

ディネーターで用意できる場合は交通費をご

負担ください。）

○：主たる負担者
△：協議の上、負
担する主体
×：負担しない

インターンシップとアルバイト、正社員の違い事業参画型インターンシップ導入に掛かる費用

湯沢市内で初めて事業参画型インターンシップを導入される事業者さまは

若者しごと支援事業補助金を活用ください！

事業参画型インターンシップを導入したい経営者さまへ

より詳しい事例紹介は報告会へ

本事業では、受入企業と学生をゲストに呼

び、実際のプロジェクト成果について発表いた

だく報告会を毎年開催しています。市のHP、広

報、SNS等でお知らせしておりますので、ぜひ

一度足を運んでください。

- 補助金・報告会に関するお問い合わせ先–

湯沢市役所産業振興部商工課地場産業班

T: 0183-73-2153

※別途ご相談ください
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＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／ ＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／

湯沢市岩崎に蔵を構える高茂合名会社は、現在7代

目の高橋泰さんが常務取締役をつとめる老舗の味

噌醤油醸造元。地域内における世代間交流の減少

を目の当たりにした7代目は、地域の歴史や文化を

形に残すためアーティストと共同でアートギャラ

リーを作成する新事業「INDUSTRY LOVES ART」

を起こしました。そんなときに、県内で課題解決

型のインターンシップを探していた国際教養大学2

年（参加当時）の石川さんが高橋さんの事業につ

いて知り、高橋さんのもとでインターンシップを

したいと志願し、5カ月間のインターンシップが始

まりました。

内容

石川さんの参画で浮き彫りになったのは、地域で

行動を起こす人間が、地域と目を合わせて全体を

巻き込むことの重要性でした。社内コミュニケー

ション促進にも切り込んだことから「関係性の近

い地域や組織にとって、関係性の改善（組織開発

）には第三者の存在や、それがトップダウンでな

く同じ目線で入り込むことが有効であると改めて

気づかされました。学生の立場だからこそできる

課題解決が存在するとわかりました」と企業の学

びに繋がりました。

プロジェクト実施前は、若くて経験の少ない人を

採用することに対して疑念を感じていた高橋常務

でしたが、5カ月間を経て、そういった人材が社内

にいることの大切さを実感し、石川さんの行なっ

ていた業務を担当する人材を正社員として新たに

迎えます。一方の石川さんは、5カ月間で、地域と

企業の架け橋となる存在の重要性を確認し、経験

を踏まえ留学で更なる学びを積みました。

最初の週は、石孫本店の理解や醸造業の理解を進

めた2人。その中で見えてきた石孫本店の魅力や、

愛されている理由を意識しながら、体験ツアーの

試行を進めていきました。また、知識の少ない状

態で社長や専務、従業員の方々に話を質問をした

り会話を進めたことで、外の人、つまりお客さん

が何を疑問に思っているかや、どう案内すればお

客さんに喜んでいただけるかが明らかになりまし

た。

仮説検証を繰り返し、地域企業のリアルを肌で感

じた学生たちは、それぞれ秋田県内での活動を始

めます。一方、1カ月のインターンシップ終了後、

新規体験事業のスキームができた石孫本店はその

後、新しく新事業を専任で受け持つ社員を迎え、

インターンシップの成果をもとにリニューアルオ

ープンに向けて準備を進め、インターンシップ終

了の2カ月後に無事オープンを迎えました。

古くから味噌醤油を作り続ける石孫本店には、そ

の唯一無二の蔵の様子を一目見ようと絶えず訪問

客が足を運んでいました。訪問客の増加を受け、

石孫本店の魅力を十分に伝えきれないと感じた石

川社長は、直売店舗と体験スペースの新設に着

手。新しく販売・運営オペレーションを確立する

必要を感じていました。前山さんと二神さんは、

将来的に地域で働くことを視野に入れ、そのため

に大学生のうちにスキルと経験を身につけたいと

考えていた国際教養大学生。石川社長との出会い

を経て、新設スペースの販売・体験のオペレーシ

ョンを考えるインターンシップに参画しました。

内容

地域と企業の架け橋になる5カ月間（2018.09 高茂合名会社)

①地域の情報収集・通常業務

②住民へのインタビュー

③社内コミュニケーションの促進

④地域イベントの企画運営

蔵のリニューアルオープンに向けた1カ月（2020.03 有限会社石孫本店）

①石孫本店に関するリサーチ

②第1回プレ蔵ツアー企画と実施

③期間中の仮説検証

④マニュアルの完成と引継ぎ

これまでの受け入れ事例

長期 短期
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＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／ ＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／

さくらんぼを高所得者層に向けた高級果物として

自社ブランドで販売する加敬農園。海外でも通用

する品質であるさくらんぼを、まずはアジア圏を

超えてドバイの皇族に食べてもらうことで、自ず

とアジア圏も射程圏に入るいう戦略を持っていま

した。榎さんは、秋田県の農作物を海外に輸出す

ることで、将来海外と地域の橋渡し役になること

を目指す国際教養大学生。そのためのスキルや経

験を積んでいきたい榎さんと、海外展開の足掛か

りを掴みたい加藤社長は意気投合し、面談を経て

、1カ月のインターンシップの受入れが開始しまし

た。

内容

まず榎さんは、海外進出を常に意識しながら業界

理解と企業理解を進めていきました。JETRO訪問

や本からの情報収集を経て気づいたのは、加敬農

園の収量データの整理の必要性です。そこからは

プロジェクト内容を変更し、収量データの整理を

進めました。また、海外進出の際に必要となって

くるPR資料も、自身の留学経験を活かし作成し

ました。

1カ月のインターンシップを通じてリアルなビジネ

スの課題を目の当たりにし、将来関わりたい職業

が見えてきた榎さん。その実現に向け動き出しつ

つも、加敬農園の営業の具体化を続行しました。

榎さんが加敬農園の魅力を積極的に発信した結

果、大手百貨店への出荷が現実的になってきまし

た。社長のビジョンであるドバイへの出荷に一歩

近づいた榎さんと加敬農園は、今後も活動を続け

ていきます。

これまで野田さんは相手に自分の意見や考えを伝

えることに苦手意識を感じていましたが、日々の

お客様へのヒアリングや若狭専務・お母さんたち

とコミュニケーションをとるうちに、思いを言語

化することに楽しさを感じられるようになりまし

た。その結果、故郷を懐かしく思ってもらえるよ

うな折り込みと、無添加で体に優しいお菓子のイ

メージを届けられるポスターを最終成果物として

設定しました。

野田さんはインターン生としてのタスクをこなし

ながら、自身の気づきや学び、若狭専務の思いを

わかりやすくまとめたノートを作成しました。そ

れを毎日のお茶っこのみの時間にお店のお母さん

たちに読んでもらうことで、従業員の方々とイン

ターン生双方への刺激が生まれ、そして働く人た

ちの思いや社内の雰囲気に一体感が出たと専務も

おっしゃいます。

昔から和菓子を作り続けてきたまちのお菓子屋わ

かさ菓子店。誰かへのお礼に、湯沢に帰ってきた

親戚のために、とまちの人たちが足を運ぶ店内に

は、暮らしに寄り添うお菓子作りが続けられてい

ます。少子高齢化により地域の繋がりも薄れつつ

ある現状に、若狭専務は「わかさ菓子店を地域の

コミュニケーションハブにする」という夢を持っ

ています。地域に根差す事業者だからこそ、人と

の繋がりを再構築できるという想いに共感したイ

ンターン生の野田さん。地域に根ざしたものづく

りを発展途上国で実現したいと考えていた野田さ

んと共にインターンシップは始まりました。

内容

海外進出のための1歩を踏み出す1カ月（2020.03 三関加敬農園） まちのお菓子屋の価値を可視化する1カ月（2021.08 わかさ菓子店）

①農作業と農園に関するリサーチ

②JETRO訪問とゴール再設定

③収量データとPR資料の作成

④成果報告と引継ぎ

①地域・企業理解

②お客様への聞き込みと言語化

③魅力発信のための広報媒体制作

④広報媒体の完成と引継ぎ

短期短期
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＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／ ＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／

山梨県北部の小さな観光地に生まれ育った小林さ

んは、幼い頃から地域で新しい取り組みに挑戦し

てきた父の背中を見て育ち、地域課題に関心を持

つようになりました。地域で働くことに興味があ

りつつも、実際に活動したことのなかった小林さ

ん。就職活動を延期し、秋田県内で地域に入り

活動できるインターンシップをしようと決意。イ

ンターンシップ制度を通じて、湯沢市の企業の挑

戦と学生の成長を後押しをする、地域おこし協力

隊の豊留侑莉佳さんと出会います。この事業でな

ら、地域での仕組み作りを第一線で経験できると

思い、インターンシップが始まりました。

内容

小林さんが参画したことで、学生視点に立ったイ

ンターンシップ説明会や学生のサポートメニュー

といった、学生の受入体制が整備されていきまし

た。結果、インターン生が安心して参加できると

いうプログラムの強みが生まれ、多くの学生に湯

沢市のプログラムを認知してもらうことに繋がり

ました。

小林さんが半年間、湯沢市と学生を繋ぐ架け橋に

なったことで、豊留さんは学生の存在の重要性を

確認しました。その後、小林さんが募集をかけ、

面談を経て決まった後任の学生が小林さんからの

バトンを引継ぎ、地域おこしインターンシップ生

として半年間活動しました。

期間中は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で休業期間中だった旅館に協力をいただき、地域

住民の方々と交流をしながら滞在。自身の体験か

ら、インターンシップ生が気軽に足を運んで滞在

できるインターン・ハウスの必要性を提案しまし

た。また、学生視点に立ったプロジェクト掲載媒

体の制作にも取り掛かりました。

二神さんからの提案を受け、2021年1月からイン

ターンハウスの整備が始まりました。現在、イン

ターンハウスは、二神さんからバトンを受け取っ

た3代目の地域おこしインターン生によって、運用

方法や利用規約が整理され、地域の方々との積極

的な交流機会の創出の拠点として利用されていま

す。

大学の所属サークルの先輩に連れられ参加したイ

ンターンシップ説明会で、地域プロジェクト参加

の機会を知った二神さん。1カ月のプロジェクト参

画後、まだ自身が将来的に何をしたいのか分から

ないながら、自分の地元・地域を想って活動する

地域プレイヤーたちの取り組みに関心を持つよう

になり、セカンド・インターンシップとして先輩

が担っていた半年間のプロジェクトを引き継ぐこ

とを決意。参加者だった自分の立ち位置を活かし

て、湯沢市内でインターンシッププログラムを企

画運営する地域おこし協力隊の右腕として活動し

ました。

内容
①インターンシップ企画

②インターンシップ採用活動

③インターンシップ伴走支援

④次年度提案と引継ぎ

地域のプレイヤーの右腕となる半年間（2019.10 湯沢市地域おこし協力隊） 2ndインターンシップに挑んだ半年間（2020.04 湯沢市地域おこし協力隊）

①インターンシップ企画

②インターンシップ採用活動

③インターンシップ伴走支援

④次年度提案と引継ぎ

長期 長期
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＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／ ＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／

湯沢の伝統産業である「川連漆器」の製造・販売

を手掛ける株式会社佐藤商事。天然素材で製造さ

れていることが評価され、海外での販路拡大は見

えてきているものの、日本国内では展示会での出

店に限られている状態でした。佐藤社長の想いと

して、子育て世代の方々や子供が伝統工芸品に

触れる機会を増やしたいという想いがあり、日本

国内の人々のライフスタイルに応じた商品開発と

販売戦略を構築していく社会人インターンシップ

プロジェクトに踏み出しました。

内容

プロジェクトには、新型コロナウイルス感染拡大

の影響で働き方が変わり、時間に余裕が生まれた

都市部社会人３名が、「伝統産業」というキーワ

ードに惹かれ集まりました。社会人のスキルを活

かしながら４か月間、オンラインでの活動を続け

、メンバーそれぞれが販売戦略を立案しました。

≫提案内容

①KAWATSURスタイル商品ラインアップ

②オンライン体験イベントとサブスクリプション

③地元・湯沢市内の需要・消費喚起

企画提案を受けて、佐藤社長はそれぞれの企画を

実現するべく、コーディネーターと協議。②オン

ライン体験イベントとサブスクリプションをベー

スにしたプロジェクトを、学生インターンシップ

を通じて実行に移すことになりました。現在は、

プロジェクトの実現に向けて、学生のマッチング

に取り組んでいます。

プロジェクトには、「マーケティング」を通じて

次なるキャリアステップを求める３名の社会人が

参画。高橋社長の理念や構想、慶熟製法にかける

想いをくみ取りながら、４か月間、提案内容を考

えました。

≫提案内容

①理趣のオンライン・コミュニティづくり

②雑貨部門のブランディング案

③理趣のWeb、SNSデータ収集と解析結果

プロジェクト終了後、各アイデアは現状ではリ

ソース的に実現が難しいという結果に至りまし

た。コロナ禍で現場に足を踏み入れることができ

ない、リモート環境で実施する社会人インターン

シップの難しさが見えました。一方で、メンバー

の中には、ライターとしての自身のスキルを活か

して、別プロジェクトに関わるといった新しい関

係性も生まれる結果となりました。

３代に渡り、アパレルショップの経営を展開して

きた株式会社理趣。昨今のアパレル産業を取り巻

く環境・顧客ニーズの変化から、アパレルという

外側だけでなく、内側から「ヒトを輝かせる」こ

とができる事業創出のため、新たに食品部門に着

手。独自開発技術「慶熟製法」を用いたコーヒー

を筆頭に、身体が慶ぶ食品をSNSを中心としたデジ

タル・マーケティングに乗せて展開していくため

の戦略を、社会人インターンシップを活用して考

えました。

内容

漆器を日本の食卓に還すための販売戦略（2020.10 株式会社佐藤商事） 新規事業のデジタル・マーケティング戦略（2020.10 株式会社理趣）

①川連漆器の特徴・魅力をの言語化

②次世代に向けた販売戦略の企画と立案

①「慶熟製法」や理趣のビジョン理解

②マーケティング戦略アイデアの提案

長期 長期
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＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／ ＼期間中に生まれたコト！／ ＼終了後に生まれたコト！／

湯沢市下院内に本社を構える株式会社雄勝野きむ

らやは創業以来、地元産の野菜を使用した伝統的

な燻り干しと無添加にこだわる古来製法で湯沢の

漬物文化の味を守り続けています。現在の代表を

務める木村吉伸社長は、漬物を通して秋田の食文

化に光を当てていくブランドイメージをつくって

いきたいという構想を持っていました。

以前からPRという職業に関心のあった国際教養大

学1年生（当時）富田さんは、自身がいぶりがっこ

に馴染みがないことを強みにきむらやの魅力を言

語化して発信する広報部隊として1か月のインター

ンシップに参加しました。

内容

プロジェクト開始から富田さんが一番時間を費や

したことは、木村社長と従業員さんたちとの対話

でした。そうして得たたくさんの言葉をかみ砕

き、「きむらやならでは」と外者の富田さんが感

じる言葉を可視化。お漬物のPOPやポスターの制

作に加えて、HP内テキストの改装も行いました。

また、POPを制作するまでに留まらず、店内ディ

スプレイの改装にも着手。手書きで作成したお漬

物POPが店頭に並び、店内の雰囲気がガラリと変

わりました。

富田さんのインターンシップ参加を受けて生まれ

た一番の変化は、木村社長のインターンシップ受

入継続でした。木村社長は、富田さんが作成して

くれた成果物を基にWeb媒体を駆使し、顧客と直

接つながるような広報部隊をつくっていこうと、

長期のインターンシッププロジェクトに移行しま

した。

また、富田さんとはインターンシップ修了後もイ

ンスタグラムの運用をお願いするといった、継続

的な関わりも見られています。

渡邊さんの活躍によって、栗駒フーズのSNS周りに

はたくさんの変化が起きました。これまで様々な

SNSを運用していた井上さんですが、連携させるこ

とができず、せっかく作成したECサイトにユーザ

ーを繋げられていない現状でした。渡邊さんはそ

の問題の解消に努め、現在では各SNSからECサイ

トへの流入ができるようになっています。

さらに、Youtubeでは井上さんの自己紹介動画を自

ら作成し、どういった内容の動画が視聴者に好ま

れるのかを実践し、残してくれました。

渡邊さんは、プロデュースのその後、いかにSNSか

ら流れたユーザーにECサイトで購入してもらう

か？ということに頭を悩ませました。アンケート

の意見も取り入れ、これまでセット商品のみのラ

インアップを、バラ売りに切り替えるという提案

を行いました。

期間中に大きな売り上げに繋がるということはあ

りませんでしたが、インターンシップ修了後、お

客様からの注文が徐々に増えてきているという変

化が生まれています。

株式会社栗駒フーズは、全国で唯一地熱を利用し

た乳製品の製造と販売を手掛けています。その営

業の一翼を担う井上幸子さんは、ヨーグルトマイ

スターとしての顔を持ち商品開発も手掛けている

会社の中心人物。コロナ禍で地方の特産品のお取

り寄せ需要が高まっていることから、SNSやECサ

イトを活用し販売販路を拡大すべく、自身を販売

頭としてプロデュースしていくアイデアが発足。

食品ビジネスに関心を寄せていた国際教養大学2年

（当時）の渡邊果梨さんが加わり、井上さんを

Youtuberとしてプロデュースするインターンが始

まりました。

内容

素朴で正直な漬物づくりを発信する1か月（2021.3 株式会社雄勝野きむらや） “ヨーグルトマイスター”をプロデュースする1か月（2021.3 株式会社栗駒フーズ）

①地域・企業理解

②商品理解

③魅力発信のための広報媒体作成

④広報媒体の完成と引継ぎ

①実店舗に潜入

②アンケート集計

③Youtube動画の制作と提案

④SNS・ECサイトの整備

短期短期
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