
平成 29年度「復興・創生インターン」春期の開始について 

（スケジュールと受入企業・参加大学の決定についてのご案内） 

 平成 29 年度「復興・創生インターン」春期について、以下の通り開始しますので、ご案内

します。 

１．概要 

（１）「復興・創生インターン」は、学生の皆さんにとっては、単なる就業体験に留まらず、

被災地企業が抱えている経営課題に対し、経営者と協働して解決に取り組む実践型インタ

ーンシッププログラムであり、約１ヵ月間、学生同士、共同生活を送りながら就業体験を

経験することにより、キャリア観の醸成や課題解決能力の向上を図ることを目的としてい

ます。

また、発災を契機にボランティア等で被災地に訪れ、ＮＰＯ等を立ち上げ、地域に根付

いた団体等のコーディネートにより、復興に懸命に取り組む人々や地域で活躍する人々と

の交流など被災地域の魅力に触れることができます。 

さらに、１ヶ月間という長期の実践型インターンシップ・他の大学の志を同じくする者

同士の共同生活・熱い人々との出会いは、日常生活では得ることのできない、貴重なもの

になると考えます。 

このように、学生の皆さんは本インターンへ参加することにより、復興への貢献がで

き、かつ自己の成長を図ることができます。 

これらの経験により、インターンという形での復興への貢献、今後の職業・将来を考

える上での一助にしてもらうとともに、インターンをきっかけに、将来的には交流・定

住人口の拡大につながることを期待しています。 

（２） インターンシップ受入先の企業等の皆様にとっては、参加学生の受入れを通じ、日頃

取り組みたくても手を付けることができない課題の解決に学生と協働して取り組むとと

もに、学生という外部人材の受入れを契機に、業務プロセスの見直し、働きやすい職場

の実現及び生産性の向上を含めた経営改善等に取り組むことにより、人材獲得力及び育

成力を向上させ、人手不足の解消を図ることを目的としています。

２． 実施内容 

（１） 現地コーディネート団体

それぞれの地域において、ボランティア等震災を契機に地元に根付いた下記の各団体

が、学生のインターンシップと企業の受入れをコーディネートします。 

①  釜石ブロック         NPO法人 wiz・株式会社パソナ東北創生 

②  大船渡ブロック        NPO法人 wiz 

③  気仙沼ブロック（気仙沼市）  一般社団法人まるオフィス 

④  気仙沼ブロック（南三陸町）  株式会社 ESCCA・NPO法人底上げ 

⑤  石巻ブロック（石巻市）    合同会社巻組 

⑥  石巻ブロック（石巻市）    一般社団法人フィッシャーマンジャパン 
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⑦ 石巻ブロック（女川町）   特定非営利活動法人アスヘノキボウ・ 

一般社団法人ワカツク 

⑧ 福島・南相馬・浪江ブロック  一般社団法人 Bridge for Fukushima 

⑨ いわきブロック   特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan 

⑩ 郡山ブロック  特定非営利活動法人コースター 

（２） 現地活動予定

別添資料１のとおりです。初日にオリエンテーション、それ以降は企業ごとの課題に

対し、マーケティング調査やプロジェクト提案準備等に取り組みます。中間研修等を経

て、最終日、成果報告会を行います。随時、地元の方々との交流会を行うほか、常に企

業、学生に現地コーディネート団体が伴走します。 

３．受入企業及び参加学生（大学） 

受入企業：57社  

内訳：釜石ブロック６社、大船渡ブロック９社、気仙沼ブロック（気仙沼市）７社、気仙

沼ブロック（南三陸町）５社、石巻ブロック（石巻市）11社、石巻ブロック（女川

町）３社、福島・南相馬ブロック８社、いわきブロック４社、郡山ブロック４社 

※具体的な企業名は別添資料３の「受入企業」欄をご覧ください。

  参加学生（大学）：107名（59大学） 

  内訳：別添資料２のとおりです。そちらをご参照ください。 

※参加学生（大学）については、一部調整中のため、増減する可能性があります。詳細は株式会社パソ

ナにお問い合わせください。

４． 受入企業と参加大学のマッチング 

別添資料３のとおりです。そちらをご参照ください。 

５．取材対応 

  取材対応につきましては、別添資料１の「取材」欄のとおりです。そちらをご参照くださ

い。ただし、個別企業や市町村によりプログラムが異なりますので、詳細は下記の株式会社

パソナまでお問い合わせください。また、以下の注意事項を順守ください。 

・取材に当たっては、現地担当者の指示に必ず従ってください。

・取材される方は、社名入りの腕章を着用してください。

・日程、場所等については、変更・中止されることがありますので御了承ください。

・取材を希望される場合は取材対応準備及び上記予定変更の確認の為、取材前日（土日祝日

の場合はその前の平日）の正午までに可能な限り、株式会社パソナまでご連絡ください。 

【問い合わせ先】 

株式会社 パソナ・東京事務局   電話：０３－６２６２－６３４０（武田、高橋、和田） 

 FAX：０３－６２６２－６３４１ 

 Email: bansou-intern@pasona.co.jp

復興庁  電話：０３－６３２８－０２７４（山口、佐々木） 

FAX：０３－６３２８－０２９９ 



＜別添資料１＞春期スケジュール一覧※2月23日（金）時点

ブロック 日程 時間 主な項目 場所 取材

2/5（月） 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修） 陸前高田コミュニティホール中会議室 要事前相談

2/13(火) 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修） 大船渡テレワークセンター 要事前相談

2/16（金） 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修） マルゴト陸前高田オフィス内 要事前相談

2/19（月） 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修）・中間研修 陸前高田コミュニティホール小会議室A 要事前相談

2/5（月） 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修） 陸前高田コミュニティホール中会議室 要事前相談

2/13（火） 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修） 大船渡テレワークセンター 要事前相談

2/16（金） 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修） マルゴト陸前高田オフィス内 要事前相談

2/19（月） 13:00～17:30 オリエンテーション（事前研修）・中間研修 陸前高田コミュニティホール小会議室A 要事前相談

2/28（水） 13:00～16:00 中間研修 大船渡テレワークセンター 要事前相談

3/5（月） 13:00～16:00 中間研修 キャッセン大船渡コミュニティスペース 要事前相談

3/8（木） 13:00～18:00 修了研修・成果報告会（2社2名） 未定

3/14（水） 13:00～18:00 修了研修・成果報告会（3社4名） 未定 要事前相談

3/20（火） 13:00～18:00 修了研修・成果報告会（1社1名） 未定 要事前相談

3/23（金） 13:00～18:00 修了研修・成果報告会（6社9名） 未定 要事前相談

2/15（木） 14:00～17:00 オリエンテーション（事前研修） □ship（気仙沼海の市2F）（気仙沼市） 要事前相談

2/26（月） 15:00～18:00 中間研修 □ship（気仙沼海の市2F）（気仙沼市） 要事前相談

3/17（土） 13:30～15:30 成果報告会 調整中 要事前相談

3/17（土） 16:00～18:00 修了研修 調整中 要事前相談

2/10(土) 13:30～17:00 オリエンテーション（事前研修） まなびの里いりやど（南三陸町） 要事前相談

2/11(日) 8:00~17:00 町内研修 町内各地 要事前相談

2/13(火) 19:00~21:00 マーケティング講座 南三陸ポータルセンター（南三陸町） 要事前相談

2/26(月) 13:00～17:00 中間研修 南三陸ポータルセンター（南三陸町） 要事前相談

3/9(金) 18:00～21:30 成果報告会 南三陸ポータルセンター（南三陸町） 要事前相談

2/15（木) 15:00～17:00 石巻・女川合同オリエンテーション かほくホール（石巻市） 可能

2/19（月） 17:00～19:00 定例会 巻組（石巻市） 可能

2/21（水） 10:30～17:00 第１回石巻・女川合同研修 女川フューチャーセンターCamass（女川町） 可能

2/26（月） 17:00～19:00 定例会 巻組（石巻市） 可能

2/28（ 水） 13:00～17:00 第2回石巻・女川合同研修 かほくホール（石巻市） 可能

3/1（木） 18:00～20:00 ブランディング講座 巻組（石巻市） 未定

3/5（月） 17:00～19:00 定例会 巻組（石巻市） 可能

3/12（月） 10:00～17:00 石巻・女川合同発表準備 女川フューチャーセンターCamass（女川町） 可能

3/12（月） 17:00～19:00 定例会 巻組（石巻市）

3/14（水） 10:00〜15:00 石巻ブロック合同最終発表会 IRORI石巻（石巻市） 可能

3/15（木） 10:00～13:00 石巻・女川合同修了研修 かほくホール（石巻市） 可能

2/15（木） 15:00～17:00 石巻・女川合同オリエンテーション かほくホール（石巻市） 要事前相談

2/21（水） 10:30～17:00 第１回石巻・女川合同研修 女川フューチャーセンターCamass（女川町） 要事前相談

2/24（土） 終日 民泊体験 市内各所 要事前相談

2/28（水） 13:00～17:00 第2回石巻・女川合同研修 かほくホール（石巻市） 要事前相談

3/12（月） 10:00～17:00 石巻・女川合同発表準備 女川フューチャーセンターCamass（女川町） 要事前相談

3/14（水） 10:00〜15:00 石巻ブロック合同最終発表会 IRORI石巻（石巻市） 要事前相談

3/15（木） 10:00～13:00 石巻・女川合同修了研修 かほくホール（石巻市） 要事前相談

2/15（木) 15:00～17:00 石巻・女川合同オリエンテーション かほくホール（石巻市） 可能

2/2１（水） 10:30～17:00 第１回石巻・女川合同研修 女川フューチャーセンターCamass（女川町） 可能

2/28（水） 13:00～17:00 第2回石巻・女川合同研修 かほくホール（石巻市） 可能

3/12（月） 10:00～17:00 石巻・女川合同発表準備 女川フューチャーセンターCamass（女川町） 可能

3/14（水） 10:00～12:00 成果報告会 女川フューチャーセンターCamass（女川町） 可能

3/15（木） 10:00～13:00 石巻・女川合同修了研修 かほくホール（石巻市） 可能

石巻ブロック（女川町）
【地域ＣＤＮ機関】
ＮＰＯ法人アスヘノキボウ
【受入期間】
平成30年2月15日(木）～3月15日（木）
※企業によって一部期間が異なります。

釜石ブロック（釜石市）
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人wiz
株式会社パソナ東北創生
【受入期間】
【受入期間】 平成30年2月5日（月）～3月30日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

大船渡ブロック
（大船渡市、陸前高田市、住田町）
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人wiz
【受入期間】
【受入期間】 平成30年2月5日（月）～3月30日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

気仙沼ブロック（気仙沼市）
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　まるオフィス
【受入期間】
平成30年2月10日(土）～3月31日（日）
※現在面談している学生の希望期間になります。企業によって一
部期間が異なります。

気仙沼ブロック（南三陸町）
【地域ＣＤＮ機関】
株式会社ESCCA
NPO法人底上げ
【受入期間】
平成30年2月9日(金）～3月10日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

石巻ブロック（石巻市）
【地域ＣＤＮ機関】
合同会社　巻組
【受入期間】
平成30年2月15日(木）～3月15日（木）
※企業によって一部期間が異なります。

石巻ブロック（石巻市）
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　フィッシャーマン・ジャパン
【受入期間】
平成30年2月15日(木）～3月15日（木）

要事前相談

要事前相談



2/18（日） 14:00～(1泊） チームビルディング（事前研修） 安達郡大玉村・フォレストパークあだたら 要事前相談

2/19（月） 9:00～11:00 企業と学生の顔合わせ 福島市・松島屋旅館/南相馬浪江・浮舟文化会館 要事前相談

3/3（土）
〜4（日）

終日 中間リフレッシュ研修 須賀川市・藤沼湖自然公園 不可

3/15（木） 16:00～18:00 成果報告会（浪江組） まちなみまるしぇ（浪江町） 可能

3/16（金） 10:00～12:00 成果報告会(南相馬組、浪江町組) 浮舟文化会館（南相馬市） 可能

3/16（金） 15:00～17:00 成果報告会(福島市組) 松島屋旅館（福島市） 可能

3/17（土） 13:00～15:00 修了研修（福島組、南相馬組、浪江組） Bridge for Fukushima事務所（福島市） 要事前相談

2/26（月） 10:00～18:00 オリエンテーション（事前研修） TATAKIAGE Japanコワーキングスペース（いわき市） 可能

3/4(日） 10:00～16:00 いわきツアー（初期研修含む） TATAKIAGE Japanコワーキングスペース他 不可

3/9(金） 10:00～17:30 中間研修 TATAKIAGE Japanコワーキングスペース 可能

3/18（日） 10:00～16:00 沿岸・原発ツアー 第1原発～双葉郡など 可能

3/22（木） 18:00～22:00 成果報告会（浜魂スタイル） いわきPIT（いわき市） 可能

3/23（金） 10:00～15:00 修了研修 TATAKIAGE Japanコワーキングスペース 可能

2/20（火） 10:00～16:00 事前研修【確定】 福島コトひらく 要事前相談

2/26（月） 13:00～17:00 コミュニケーション研修（外部講師） 福島コトひらく 要事前相談

3/5（月） 13:00～17:00 中間研修 福島コトひらく 要事前相談

3/19（月） 終日 成果報告プレゼン作成研修 福島コトひらく 要事前相談

3/20（火） 10:00～12:00 成果報告会 福島コトひらく 要事前相談

3/20（火） 13:00～15:30 修了研修 福島コトひらく 要事前相談

福島・南相馬ブロック
（福島市・南相馬市）
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　Bridge for Fukushima
【受入期間】
平成30年2月18日(日）～3月17日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

郡山ブロック
（郡山市、平田村）
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人コースター
【受入期間】
平成30年2月9日(火）～3月24日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

いわきブロック（いわき市）
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　TATAKIAGE Japan
【受入期間】
平成30年2月26日(月）～3月23日（金）
※企業によって一部期間が異なります。



<別添資料２＞参加学生（大学）一覧（五十音順）
※参加学生（大学）については、一部調整中のため、増減する可能性があります。

大学名 参加人数

1 青森公立大学 1

2 宇都宮大学 1

3 石巻専修大学 1

4 桜美林大学 2

5 大阪学院大学 1

6 お茶の水女子大学 1

7 神奈川大学 1

8 金沢大学 2

9 関西学院大学 1

10 神田外語大学 2

11 関東学院大学 1

12 慶應義塾大学 1

13 高知工業高等専門学校 1

14 神戸学院大学 1

15 尚絅学院大学 1

16 城西国際大学 1

17 上智大学 5

18 下関市立大学 2

19 信州大学 1

20 摂南大学 1

21 専修大学 2

22 創価大学 2

23 大正大学 1

24 玉川大学 1

25 中央大学 3

26 筑波大学 3

27 津田塾大学 1

28 帝塚山大学 1

29 東海大学 1

30 東京大学 1

31 東北学院大学 3

32 東北芸術工科大学 14

33 東洋大学 5

34 徳島大学 4

35 長崎大学 1

36 名古屋学院大学 2

37 奈良女子大学 1

38 日本大学 2

39 梅光学院大学 1

40 広島市立大学 1

41 法政大学 1

42 宮城学院女子大学 1

43 宮城大学 1

44 武蔵大学 1

45 明治学院大学 1

46 明治大学 3

47 明星大学 2

48 山形大学 1

49 山口大学 1

50 琉球大学 1

51 立教大学 3

52 立教女子学院短期大学 1

53 立正大学 1

54 立命館大学 5

55 横浜市立大学 1

56 横浜国立大学 1

57 横浜商科大学 1

58 和光大学 1

59 早稲田大学 2

合計 107



＜別添資料３＞受入企業と参加学生（大学）のマッチング一覧 ※参加学生（大学）については、一部調整中のため、増減する可能性があります。

ブロック 受入企業 参加大学※（）内は人数

一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校 城西国際大学（１）、関東学院大学（１）

株式会社パソナ東北創生 明治大学（１）

有限会社ヤマキイチ商店 広島市立大学（１）、徳島大学（１）

有限会社丸和 下関市立大学（１）

NPO法人かまいしリンク 東北芸術工科大学（１）、摂南大学（１）、

株式会社浜千鳥 上智大学（１）、横浜商科大学（１）

アローリンクス株式会社 お茶の水女子大学（１）、神戸学院大学（１）、東洋大学（１）

サンコー食品株式会社 青森公立大学（１）

ロッツ株式会社(玉乃湯) 尚絅学院大学（１）、玉川大学（１）

一般社団法人SUMICA 金沢大学（１）、筑波大学（１）

株式会社金子ルーフ工業 立正大学（１）、創価大学（１）

株式会社キャッセン大船渡 徳島大学（１）

一般社団法人マルゴト陸前高田 東北芸術工科大学（１）、上智大学（１）

ロッツ株式会社（ReBorn デイサービス&フィットネス) 立命館大学（１）、神奈川大学（１）

ロッツ株式会社（とうごう薬局） 金沢大学（１）

株式会社菅原工業 琉球大学（１）

株式会社足利本店 上智大学（１）

株式会社八葉水産 調整中

pensea - ペンシー - 東北芸術工科大学（２）※一部調整中

株式会社岡本製氷冷凍工場 立教大学（１）、東海大学（１）

株式会社パートナーズ 中央大学（１）

一般社団法人まるオフィス 和光大学（１）

心結ぶカフェ むすびや 慶應義塾大学（１）、東北芸術工科大学（１）

南三陸町観光協会 明治大学（１）、大正大学（１）

株式会社カネキ吉田商店 長崎大学（１）、徳島大学（１）

有限会社山藤運輸 東北学院大学（１）

株式会社ヤマウチ 筑波大学（１）、横浜市立大学 （１）

一般社団法人ピースボートセンターいしのまき 信州大学（１）、東北芸術工科大学（１）

島津麴店 東北芸術工科大学（１）、東洋大学（１）

株式会社田伝むし 東北芸術工科大学（２）

一般社団法人イシノマキ・ファーム 専修大学（２）

合同会社 巻組 神田外語大学（１）、上智大学（１）

末永海産株式会社 明星大学（１）、山口大学（１）

任意団体石巻・川の上プロジェクト 立命館大学（１）、早稲田大学（１）

大興水産株式会社 法政大学（１）

一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン 東北芸術工科大学（１）、東洋大学（１）、東京大学（１）

FUNADE～結日丸～ 津田塾大学（１）、宮城大学（１）

一般社団法人はまのね 石巻専修大学（１）

株式会社オーテック 東北学院大学（１）、立教大学（１）

女川観光協会 名古屋学院大学（１）、立命館大学（１）、横浜国立大学（１）

三陸石鹸工房KURIYA(株式会社アイローカル) 東北学院大学（１）、早稲田大学（１）

女川ブロック（女川町）
【受入企業数】
３社
【地域ＣＤＮ機関】
ＮＰＯ法人アスヘノキボウ
【受入期間】
平成30年2月15日(木）～3月15日（木）
※企業によって一部期間が異なります。

釜石ブロック（釜石市）
【受入企業数】
６社
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人wiz
株式会社パソナ東北創生
【受入期間】 平成30年2月5日（月）～3月30日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

大船渡ブロック
（大船渡市、陸前高田市、住田町）
【受入企業数】
９社
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人wiz
【受入期間】 平成30年2月5日（月）～3月30日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

南三陸ブロック（南三陸町）
【受入企業数】
５社
【地域ＣＤＮ機関】
株式会社ESCCA
NPO法人底上げ
【受入期間】
平成30年2月9日(金）～3月10日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

石巻ブロック（石巻市）
【受入企業数】
６社
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　フィッシャーマン・ジャパン
【受入期間】
平成30年2月15日(木）～3月15日（木）

気仙沼ブロック
（気仙沼市）
【受入企業数】
７社
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　まるオフィス
【受入期間】
平成30年2月10日(土）～3月31日（日）
※現在面談している学生の希望期間になります。企業に
よって一部期間が異なります。

石巻ブロック（石巻市）
【受入企業数】
５社
【地域ＣＤＮ機関】
合同会社　巻組
【受入期間】
平成30年2月15日(木）～3月15日（木）
※企業によって一部期間が異なります。



松島屋旅舘 桜美林大学（１）、下関市立大学（１）、高知工業高等専門学校（１）

株式会社小高ワーカーズベース 関西学院大学（１）、上智大学（１）

HARIO ランプワークファクトリー小高 宮城学院女子大学（１）、東洋大学（１）

一般社団法人あすびと福島 山形大学（１）、徳島大学（１）

浪江町まちなみまるしぇ協議会 日本大学（１）、奈良女子大学（１）、創価大学（１）

NPO法人いいざかサポーターズクラブ 大阪学院大学（１）、神田外語大学（１）

有限会社松月堂 名古屋学院大学（１）

双葉屋旅館 東北芸術工科大学（１）

ichi 立教大学（１）、明星大学（１）

いわきユナイト株式会社 梅光学院大学（１）、武蔵大学（１）、東洋大学（１）

浜風きらら株式会社 中央大学（１）、筑波大学（１）、日本大学（１）

社会福祉法人誠友会 中央大学（１）、明治学院大学（１）

株式会社アルストロメリア　 桜美林大学（１）、立命館大学（１）、東北芸術工科大学（１）

株式会社いろはデザイン 帝塚山大学（１）、東北芸術工科大学（２）

株式会社道の駅ひらた 明治大学（１）、立教女子学院短期大学（１）

株式会社エフライフ 立命館大学（１）、宇都宮大学（１）

福島・南相馬ブロック
（福島市・南相馬市）
【受入企業数】
８社
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　Bridge for Fukushima
【受入期間】
平成30年2月18日(日）～3月17日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

いわきブロック（いわき市）
【受入企業数】
４社
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人　TATAKIAGE Japan
【受入期間】
平成30年2月26日(月）～3月23日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

郡山ブロック
（郡山市、平田村）
【受入企業数】
４社
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人コースター
【受入期間】
平成30年2月9日(火）～3月24日（土）
※企業によって一部期間が異なります。


