
 

 

平成 30年度「復興・創生インターン（夏期）」の開始 

及びトライアル就業事業実施の御案内について 
  

復興庁では、伴走型人材確保・育成支援モデル事業の一環として、東日本大震災で被害を受

けた岩手、宮城、福島の企業において、大学生、短期大学生、高等専門学校生を対象に、「復

興・創生インターン（夏期）」を開始します。 

また、「復興・創生インターン（夏期）」の一環として、事前研修、中間研修、及び成果報告

会等を別添１のとおり、岩手、宮城、福島の各県内のブロックにおいて開催します。 

上記の研修、成果報告会につきましては、原則、取材対応が可能（一部を除く）となってお

りますので、取材を御希望される場合には、別添２の主催する各コーディネート機関に、直接、

お問い合わせをお願いします。また、インターンシップ事業の詳細につきましては、別添３（イ

ンターン学生の募集）をご参照ください。 

 

○概要 

 （１）現地コーディネート機関 

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各機関（別添

２参照。）が、学生の企業へのインターンシップをコーディネートします。 

 （２）実施期間 

   ８月中旬から９月下旬までの約４週間程度（各機関により時期が異なります。）。 

 （３）実施場所 

  岩手県、宮城県、福島県の被災地の各企業。 

（水産加工業、卸し・小売業、情報通信業、サービス業ほか） 

 

また、本モデル事業では、「復興・創生インターン（夏期）」と並行して、全国の求職者を対

象にした、東日本大震災で被害を受けた岩手、宮城、福島の企業で働いていただくための「ト

ライアル就業事業」を実施しております。 

 事業の詳細につきましては、別添４（トライアル就業事業 参加者募集用チラシ）をご参照

ください。 

 

※ 伴走型人材確保・育成支援モデル事業は、復興庁が株式会社パソナに委託し、実施し 

ている事業です。 

 

 

 

 

 

 

                             【事務担当】 

復興庁 雇用促進班（齋藤、鈴木） 

                                     電話：０３－６３２８－０２７４ 

記 者 発 表 資 料

平 成 30 年 ８月 ９日 

復 興 庁 

【問い合わせ先】（インターンシップ事業・トライアル就業事業共通） 

 株式会社 パソナ・東京事務局  

電話：０３－６２６２－６３４０（武田、髙橋） 

FAX：０３－６２６２－６３４１ 



平成30年度夏期：集合研修スケジュール一覧 別添１

ブロック名 日程 時間 主な項目 参加主体 場所 取材・同席

8/17（金） 13:00～18:00 オリエンテーション 学生 八戸ニューポート（八戸市） 不可

8/20（月） 10:00～13:00 事前研修 学生・企業 ミナミ食品 不可

8/29（水） 10:00～17:00 中間研修 学生・企業 ミナミ食品 不可

9/5（水） 10:00～17:00 プレゼン作成研修 学生 八戸ニューポート（八戸市） 不可

9/8（土） 10:00～15:00 修了研修 学生 八戸ニューポート（八戸市） 不可

9/14（金） 10:00～17:00 成果報告会 学生・企業 ミナミ食品 不可

8/16（木） 13:00〜17:30 事前研修 学生・企業 オガール紫波（紫波町） 可能

8/17（金） 10:00〜13:00 オリエンテーション 学生 宮古市内各所 可能

8/30（木） 13:30〜17:00 中間研修 学生・企業
宮古市内、大船渡市内、釜石市内
で検討中

可能

9/14（金） 13:00〜18:00 修了研修・報告会 学生・企業 宮古市内 可能

8/9（木） 13:00〜17:30 事前研修 学生・企業 釜石市内co-ba釜石（予定） 要事前相談

8/17（金） 13:00〜17:30 事前研修 学生・企業 釜石市内co-ba釜石（予定） 要事前相談

8/30（木） 13:00〜17:00 中間研修 学生・企業 釜石市内co-ba釜石（予定） 要事前相談

9/10（月）
予定

13:00〜15:30 修了研修＆成果報告会 学生・企業 釜石市内co-ba釜石（予定） 要事前相談

9/14（金）
予定

13:00〜15:30 修了研修＆成果報告会 学生・企業 釜石市内co-ba釜石（予定） 要事前相談

9/21（金）
予定

13:00〜17:00 修了研修＆成果報告会 学生・企業 釜石市内co-ba釜石（予定） 要事前相談

9/26（水）
予定

13:00〜15:30 修了研修 学生・企業 釜石市内co-ba釜石（予定） 要事前相談

8/8（水） 12:30〜16:30 事前研修 学生・企業
キャッセン大船渡コミュニティス
ペース

要事前相談

8/16（木） 13:00〜17:30 事前研修 学生・企業
大船渡市内or陸前高田市内（予
定）

要事前相談

8/30（木） 13:30〜17:00 中間研修 学生・企業
大船渡市内or陸前高田市内or釜石
市内（予定）

要事前相談

9/11（火）or12
（水）（予定）

13:00〜18:00 修了研修＆成果報告会 学生・企業
大船渡市内or陸前高田市内（予
定）

要事前相談

9/21（金）
予定

13:00〜18:00 修了研修＆成果報告会 学生・企業
大船渡市内or陸前高田市内（予
定）

要事前相談

8/16（木） 14:00〜18:00 事前研修 学生・企業 □ship（気仙沼市海の市2F） 要事前相談

8/27（月）
予定

10:00〜13:00 事前研修 学生 □ship（気仙沼市海の市2F） 要事前相談

8/31（金）
予定

16:00〜19:00 中間研修 学生・企業 □ship（気仙沼市海の市2F） 要事前相談

9/14（金） 18:00〜20:00 最終報告会 学生 □ship（気仙沼市海の市2F） 要事前相談

9/15（土） 9:00〜12:00 修了研修 学生・企業 □ship（気仙沼市海の市2F） 要事前相談

8/17(木) 18:00〜20:00
インターン中の過ごし方・シェア
ハウスルール

学生 シェアハウス 不可

8/17(金) 13:00〜17:00 オリエンテーション・事前研修 学生・企業 南三陸ポータルセンター 可能

8/18(土) 8:30〜16:00 全体研修 学生 町内めぐり 不可

8/31(金) 13:00〜17:00 中間研修 学生・企業 未定 可能

9/14(金) 18:00〜21:00 成果報告会 学生・企業 未定 可能

9/15(土) 9:00〜11:00 学生振り返り 学生 シェアハウス 不可

8/15（水) 15:00～18:00 オリエンテーション 学生 Yahoo!石巻復興ベース 可能

8/16（木） 9:00～12:00 事前研修 学生 Yahoo!石巻復興ベース 可能

8/30（木） 10:30～17:00 中間研修 学生・企業 かほくホール 可能

9/10（月） 10:30～18:00 プレゼン作成研修 学生 女川まちなか交流館 可能

9/12（水） 10:00～12:00 成果報告会 学生・企業
女川町観光協会ぷらっと（女川
町）

可能

9/13（木） 9:30～13:00 修了研修 学生 Yahoo!石巻復興ベース 可能

釜石ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
株式会社パソナ東北創生・NPO法人wiz
【受入期間】 平成30年8月9日（木）～9月26日（水）
※企業によって一部期間が異なります。

大船渡・陸前高田・住田ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人wiz
【受入期間】 平成30年8月8日（水）～9月21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
【地域ＣＤＮ機関】
株式会社ESCCA・一般社団法人サスティナビリティセンター
【受入期間】 平成30年8月17日（金）～9月15日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

女川ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人ワカツク・特定非営利活動法人アスヘノキボウ
【受入期間】 平成30年8月15日（水）～9月13日（木）
※企業によって一部期間が異なります。

北三陸ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
株式会社バリューシフト
【受入期間】 平成30年8月17日（金）～9月14日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

宮古ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
NPO法人wiz・NPO法人みやっこベース
【受入期間】 平成30年8月16日（木）～9月14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
【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8月16日（木）～9月15日（土）
※企業によって一部期間が異なります。



8/15（水) 15:00～17:00 オリエンテーション 学生 Yahoo!石巻復興ベース 可能

8/16（木） 10:00～13:00 事前研修 学生 Yahoo!石巻復興ベース 不可

8/16（木） 13:00～17:00 事前研修 学生・企業 巻組オフィス 不可

8/30（木） 10:00～17:00 中間研修 学生・企業 かほくホール 要事前相談

9/10（月） 10:00～17:00 プレゼン作成研修 学生 女川まちなか交流館 不可

9/12（水） 10:00～17:00 成果報告会 学生・企業 IRORI石巻 可能

9/13（木） 9:30～13:00 修了研修 学生 Yahoo!石巻復興ベース 要事前相談

8/15（水) 15:00～17:00 オリエンテーション 学生 Yahoo!石巻復興ベース 可能

8/16（木） 10:00～13:00 事前研修 学生・企業 Yahoo!石巻復興ベース 不可

8/30（木） 10:00～17:00 中間研修 学生・企業 かほくホール 要事前相談

9/10（月） 10:00～17:00 プレゼン作成研修 学生 女川まちなか交流館 不可

9/12（水） 10:00～17:00 成果報告会 学生・企業 IRORI石巻 可能

9/13（木） 9:30～13:00 修了研修 学生 Yahoo!石巻復興ベース 要事前相談

8/20（月） 9:30～12:00 事前研修 学生・企業 ミガキハウス 要事前相談

8/30（木） 13:00～17:00 中間研修 学生・企業 吉田公民館 要事前相談

9/14（金） 13:00～15:00 成果報告会 学生・企業 仙台国際空港 要事前相談

8/20（月） 9:30～12:00 事前研修 学生・企業 ミガキハウス 要事前相談

8/30（木） 13:00～17:00 中間研修 学生・企業 吉田公民館 要事前相談

9/14（金） 13:00～15:00 成果報告会 学生・企業 仙台国際空港 要事前相談

9/3（月） 10:00－12:00 事前研修 学生 あおた荘 可能

9/3（月） 13:00－15:00 顔合わせ研修 学生・企業 まちづくりなみえ事務所 可能

9/14（金） 13:00～15:00 中間発表会 学生・企業 企業 可能

9/15（土）9/16
（日）

1泊2日 中間研修 学生 未定 可能

9/28(金)
10：30－12：
00

成果報告会 学生・企業 いこいの村なみえ（未定） 可能

終了後 修了研修 学生 Skype

8/20（月） 13:00～16:00 初日研修 学生 Bridge for Fukushima事務所 可能

8/21（火） 9:00～11:00 顔合わせ研修 学生・企業 各事業所 可能

8/31（金） 13:00～15:00 中間発表会 学生・企業 各事業所 可能

9/1（土）9/2
（日）

中間リフレッシュ研修 学生 未定 可能

9/7（金） 原発ツアー 学生 未定 可能

9/15（土） 9:30～12:00 成果報告会 学生・企業
福島市市民活動サポートセンター
（予定）

可能

9/15（土） 13:30～16:30 修了研修 学生 Bridge for Fukushima事務所 要事前相談

8/16（木） 10:00～17:00 オリエンテーション・事前研修 学生 福島コトひらく 可

8/18(土) 13:00～17:00 集合研修 学生 福島コトひらく 可

9/1（土） 13:00～17:00 中間研修 学生 福島コトひらく 可

9/9（日） 10:00～17:00 浜通り視察ツアー 学生 福島コトひらく 可

9/10（月） 13:00～17:00 プレゼン作成研修 学生 福島コトひらく 可

9/15（土） 10:00～13:00 成果報告会 学生 福島コトひらく 可

9/15（土） 14:00～17:00 修了研修 学生・企業 福島コトひらく 可

8/20（月) 10:00～17:00 オリエンテーション・事前研修 学生・企業 いわき産業創造館　会議室１ 可能

8/25（土） 9:30～18:00 1週間研修・いわきツアー 学生
TKJコワーキングスペース・
いわき各地

要事前相談

8/31（金） 10:00～17:00 中間研修 学生・企業 TKJコワーキングスペース 可能

9/9（日） 10:00～17:00 沿岸・原発ツアー 学生 福島沿岸地域 可能

9/13（木） 16:00～20:00 成果報告会 学生・企業
いわき産業創造館
企画展示ホールA

可能

9/14（金） 10:00～15:00 修了研修 企業 TKJコワーキングスペース 可能

郡山・白河ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
特定非営利活動法人コースター
【受入期間】 平成30年8月16日（木）～9月15日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

いわき・双葉郡ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
特定非営利活動法人TATAKIAGE Japan
【受入期間】 平成30年8月20日（月）～9月14日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

石巻ブロック①
【地域ＣＤＮ機関】
合同会社 巻組
【受入期間】 平成30年8月15日（水）～9月13日（木）
※企業によって一部期間が異なります。

石巻ブロック②
【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8月15日（水）～9月13日（木）
※企業によって一部期間が異なります。

名取・岩沼ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人ワカツク
【受入期間】 平成30年8月20日（月）～9月15日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

亘理・山元ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人ふらっとーほく
【受入期間】 平成30年8月20日（月）～9月15日（土）
※企業によって一部期間が異なります。

相双ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人Bridge for Fukushima
【受入期間】 平成30年9月3日（月）～9月28日（金）
※企業によって一部期間が異なります。

福島ブロック
【地域ＣＤＮ機関】
一般社団法人Bridge for Fukushima
【受入期間】 平成30年8月20日（月）～9月15日（土）
※企業によって一部期間が異なります。



２．地域コーディネート機関

株式会社バリューシフト
(青森県)

岩手県洋野町及
びその周辺

青森県八戸市十三日町１５
八戸ニューポート内

050-5216-1422
shinya.sotowa@value-shift.com

外和

NPO法人みやっこベース
（NPO法人wiz）

宮古市 岩手県宮古市末広町8-24
0193-77-3809
miyakko.base@gmail.com

早川

NPO法人wiz
（パソナ東北創生）

釜石市
岩手県釜石市甲子町
第5地割72-2

070−3192−2653
etotsuka@pasonatohoku.co.jp

林

NPO法人wiz
(気仙地区)

大船渡市、陸前
高田市、住田町

岩手県大船渡市三陸町越喜来字
明神道24-2

０９０−１９３１−５６８３
intern@npowiz.org

八田

一般社団法人
まるオフィス

林 気仙沼市
宮城県気仙沼市唐桑町
松圃234

080-4147-4592
info@kesennuma-
flagship.com

小林

株式会社 ESCCA 藤 南三陸町
東京都千代田区九段南1-5-6
りそな九段ビル5階KSフロア内

080-5734-3733
info@escca.jp

佐藤（和）

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）
邉 女川町

宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原75-7
(仙台市青葉区北雌蝶4-7HSGﾋﾞﾙ3F）

022-721-6180(代表)
no0933899@outlook.jp

中村

合同会社 巻組 邉 石巻市
宮城県石巻市中央2-3-14
観慶丸ビル2F

0225-24-6919
info@makigumi.com（代表）
yuka.s@makigumi.com（担当者）

佐藤（優）

一般社団法人
フィッシャーマンジャパン

本 石巻市 宮城県石巻市千石町8-20 0225-98-7071
internship@fishermanjapan.com

松本

一般社団法人ワカツク邉 名取市、岩沼市
宮城県仙台市青葉区北目町４－７
ＨＳＧビル内

022-721-6180
info@wakatsuku.jp

松浦

一般社団法人
ふらっとーほく

山元町、亘理町
宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦
原１１３−３７

0223-31-0095
info@flatohoku.jp

土屋

一般社団法人
Bridge for Fukushima

福島市、飯館村、南相
馬市、浪江町及びその

周辺
福島県福島市五月町2-22 info@bridgeforfukushima.org 曽根田

特定非営利活動法人
コースター

郡山市、白河市、及び
福島県中通り地域

福島県郡山市久保田字
河原191-1

024-983-1157
info@costar-npo.org

白土

NPO法人
TATAKIAGE　Japan

本 いわき市 福島県いわき市平字白銀町2-10
070-6952-6994
onodera@tatakiage.jp

小野寺

福
　
島
　
県

岩
　
手
　
県

宮
　
城
　
県

復興・創生インターン実施機関一覧

所在地 担当連絡先等

所在地：東京都千代田区大手町２－６－２
電話番号：０３－６２６２－６３４０
E-mail：bausou-intern@passona.co.jp

株式会社パソナ・東京事務局（担当：武田、髙橋）

1.統括事業者

県
名

コーディネート機関名 実施地域

※ 地方コーディネート機関とは、統括管理者の委託を受けて、受入れ企業の確保、受入企業の課題分析と課題解決型

プログラムの作成、広報・募集、企業と学生のマッチング、宿舎の確保、プログラムの実施、庶務補助、地域での生活支

援、等を行う機関です。

別添２







※就業地域によって受けられるサポートは異なります。
※ご紹介する求人は、移住・定住の観点から、長期安定就業の見
込みがあるもの、正社員登用制度の見込みがあるものを予定
しております。

※旅費交通費・・・規定の範囲内で面接や引っ越し等に伴う交
通費について最大往復５回まで補助します。

cs621479
スタンプ



STEP

STEP

STEP

STEP

     bansou-trial@pasona.co.jp     bansou-trial@pasona.co.jp

▶

http://jinzai.reconstruction.go.jp/trial/
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