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は じ め に

「キラキラした都市部こそが魅力的、そんな価値観は絶対的なのだろうか？」

山梨県北部の小さな観光地に生まれ育った私は、常にこの疑問を持っていたように感じています。

「この田舎は何もない、早く東京に出ていきたい」

周りの友人がそう呟くたびに違和を感じ、その違和感はいつしか「地域おこし」への興味に変わっていました。

私には地域おこしの活動を行っている父が身近にいたため、

幼少期から地域課題について考える機会が多くありました。

「全員が全員、自分一人で輝いて活動していけるわけではない。

それなら、もっとそれぞれのプレーヤーが新しいチャレンジに踏み出しやすい仕組みを作ってみたい。」

地域で新しい取組みを生もうと苦労してきた父の背中を見てきたことで、そんな想いが自分の中に芽生えていました。

しかし、地域で働くこと/生きていくことについて何一つとしてわからなかった自分は、

大学四年次に就職活動を延期することを決め、

秋田県内で地域に入り込んで活動できるインターンシップを探すことにしました。

そんな折、ある後輩の紹介で湯沢市地域おこし協力隊である豊留侑莉佳さんと出会いました。

豊留さんはインターンシップという仕組みを通じて、湯沢市の企業の挑戦と学生の成長を後押ししようとしています。

この事業でなら、自分が学んでみたいと思っていた「仕組みづくり」を第一線で経験できると思い、

その良い点や悪い点を含めて全てを肌で感じてみようと、インターンシップを開始しました。

湯沢市 事業参画型インターンシップ事業では、10月からエントリー学生の集客と受け入れ企業の開拓を続け、

インターンシップ・プロジェクトの組成を行ってきました。

結果として2年目となる今期は、2件のプロジェクトでのマッチングに成功。

2つの企業で3名の県内大学生を受け入れることが決定しました。

組成したインターンシップ・プロジェクトをベースに、

3月には実際に一ヶ月間かけて2つの企業内でインターンシップが実施されました。

本冊子は、受け入れ企業・参加学生が3月に実施したインターンシップの活動の記録。

インターンシップの実施プログラム内容、インターンシップ実施後の受け入れ企業と参加学生の声、

そしてこのインターンシップ事業という仕組みによって生み出された成果についてまとめています。

本冊子が、大学での勉強に閉塞感を感じている大学生や新たな一歩を踏み出す必要性を感じている企業に、

成長・挑戦の選択肢の一つとしての事業参画型インターンシップの可能性を提示できることを願っています。

2020年4月3日

 湯沢市地域おこしインターンシップ生 　小林 周聖
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湯沢市の事業者の多くは、想定していたよりも新しい物事を取り入れることに柔軟で、チャレンジ好きという魅力を持っている一方で、圧倒的な人的

資源不足による仮説検証機会の不足や、組織開発機会の損失といった10年、20年先に向けた投資を全力で回すことが出来ない、本来の性質と現状に

生じている大きなギャップにジレンマを持たれている印象を受けました。だからこそ、若者の純粋なやる気と行動力でもって、経営者の次の一手に向

けた仮説検証を共に進める、より実践的なインターンシップの仕組みは大きなエンジンになる。そんな確信を持って推進しています。

小林君と出会ったのは、2年目のタイミング。いよいよインターンシップを導入する企業の開拓と、プロジェクトの組成、そして学生のマッチングに

よる仮説検証を回す時期に差し掛かったときでした。インターンシップ事業は、ステイクホルダーも多く、さらには地域中小企業の経営革新に資する

機会をつくるとあって、とても複雑で難易度の高い事業です。そうしたフィールドで、自分を試してみたいと足を踏み入れて来た彼の姿は、関わる企

業だけでなく、市役所職員含めた地域の人々に新しい刺激を与えてくれる存在になるのではないかとの期待を感じたことを今でも覚えています。そこ

からは、企業営業、プロジェクト提案、学生向けの説明会や現地ツアーの設計など、実に多くの業務を一緒に進めてきました。

特に、学生向けの説明会や面談に関しては、大学生という自身のポジションの強みを遺憾なく発揮し、事業参画型インターンシップや湯沢の企業の魅

力を、彼自身の言葉で伝え続け、多くの学生との接点機会を市内企業につくってくれました。どんなに企業の課題が洗い出され、その課題の解決に向

けたプロジェクトを組成できたとしても、それを共に推進する人材がいなければ成されることはない。学生と企業の懸け橋になってくれた彼は間違い

なく、本事業の一番の貢献者です。

残念ながら、2020年2月に猛威を振るい始めた新型肺炎の影響で、湯沢市として本事業を推進していくことは諦めざるを得ない状況になり、私たちが

事業としてやってきたことはゼロに戻りました。しかし、企業と学生の間で生まれた共感と意志によって、プロジェクトは継続されていると知ったの

は、アドバイザーとしてプロジェクト進捗を見てもらいたいとなったときでした。市との雇用関係のない一個人事業主として地域の事業者に寄り添う

ことを決めましたが、結果として私が関わることで市が関与したような構造に捉えられてしまうことがあれば、学生の身を案じ、学外活動の自粛を要

請した大学側に多大なご迷惑をおかけしてしまったこと思います。また、そのことで未来ある学生の学内での立場が危ぶまれることは本意ではなく、

地域企業や街のために心血を注いで取り組んでくれた彼らの成果を目に見える形で残したい想いで私が指揮を執ったものです。改めまして、学生含む

大学関係者の皆さまには、心よりお詫び申し上げますと共に、彼らの純粋なやる気から生れた成果を評価いただけますと幸いです。

2020年4月3日

湯沢市地域おこし協力隊 　豊留 侑莉佳



湯沢市 事業参画型インターンシップとは

明日の利益をつくるために
試してみたいことがあるが、

日々の業務に手一杯になってしまっている
企業へ。

10年後の組織を考えて、
人材戦略に着手したいと考えている

企業へ。

一定期間
「純粋なやる気と活力」を持った

学生と共に、
人材育成のノウハウを学びながら、
次の一手への仮説検証機会に踏み出す

実践型インターンシップです。

事業参画型インターンシップ

関係図

地域で働くことに関心はあるが、
地域で生きること/働くことに

具体的なイメージを掴めない学生へ。

深めてみたい/挑戦したいテーマがあり、
大学では得られない経験を
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、
経営課題最前線の現場で

スキルと経験を身につけながら、
地域で暮らし働くことについて

実感を持って考える
滞在型インターンシップです。

企業にとって 学生にとって

有限会社 石孫本店

合同会社 三関 加敬農園

県内大学

石川裕子 代表取締役社長

加藤敬悦 代表社員

湯沢市地域おこし協力隊

豊留侑莉佳さん

オブザーブ

インターン

活動受入

活動受入

インターン

湯沢市地域おこし
インターンシップ生

小林周聖さん

オブザーブ

インターン 活動受入
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Fさん
(大阪府出身)

Eさん
 (東京都出身)

県内大学

Mさん
(東京都出身)
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01 有限会社 石孫本店プロジェクト

受け入れの経緯とプロジェクトの流れ

01 インターンシップ受け入れの経緯

身)に出会いました。二人は、将来的に地域で働くことを
視野にいれ、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県内大学生。石川社長との面
談を経て、新設スペースの販売・体験のオペレーション
を考えるスタッフとして一か月のインターンシップの受
け入れが開始しました。

そんな中で、湯沢市の事業参画型インターンシップ
事業を介してMさん(東京都出身)とFさん(大阪府出
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れる皆瀬川には、豊富な森林から清涼な水が流れ込んで
います。また、元来豪雪地域である岩崎では、大気中の
塵や埃が雪と共に地面に落ちるため、特に空気が澄んで
いると言われています。清涼な水、澄んだ空気、そして
院内銀山周辺の労働者街での需要。これらの条件を合わ
せ持つ岩崎では醸造文化が花開き、かつては造り酒屋、
味噌醤油醸造元、そして麹屋がそれぞれ3軒ずつ、軒を連
ねていたと伝えられます。

秋 田県湯沢市の北部にある岩崎地域は、古くから醸
造産業が盛んな地域として有名でした。岩崎を流

有 限会社 石孫本店は、この岩崎で古くから営業を続
けている老舗味噌醤油醸造元です。岩崎が味噌醤

と。」より効率よく、より大量に商品を提供していくた
めに、設備全般の機械化を進める企業が増えている中
で、石孫本店は一見非効率に見える手造りの行程を変え
ようとはしません。石孫本店に伝わる伝統と技術に従業

油づくりに適していることに着眼した初代石川孫左ヱ門
が安政二年(1855年)に創業し、約160年間変わらずに味
噌醤油を作り続けています。石孫本店の一番の特徴は
「風土に根差した昔ながらの手造り」を守り続けている
ということ。明治時代から変わらぬ木樽、石造りの麹
室、室温調節のための木炭など、昔ながらの道具・製法
を守り続け、その一つ一つが石孫本店の伝統と技術を今
に伝えています。

石 孫本店を貫く一つの哲学があります。それは「変
わらないものを守り続けるために、変え続けるこ

員全員が誇りを持って働いており、その非効率の中にあ
る暖かさに石孫本店らしさが感じられます。ただし、そ
れは変化を拒絶しているわけではありません。石孫らし
さの根幹をなす製法・味・伝統を変えないために、従業
員一人ひとりが創意工夫を繰り返しており、蔵の中では
どこかしらで絶えず新たなチャレンジが生まれていま
す。

石 孫本店には、その唯一無二の蔵の様子を一目見よ
うと、小規模ながら絶えず訪問客が足を運んでい

ました。これまでは石川裕子代表取締役社長が中心と
なって蔵を案内し、要望に応じて店舗販売を行うなど、
訪問客に個別に対応してきました。しかし、岩崎周辺の
コンテンツの充実化による訪問客の増加を受け、以前の
対応のままでは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、2020年春を目安に直売店舗と体験ス
ペースの新設に着手。同時に再オープンに備え、新設ス
ペースのレイアウトと直売店舗を中心とした販売・運営
オペレーションを確立する必要を感じていました。
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01.  石孫本店に関するリサーチ
二人はまず、石孫本店の魅力や特色を理解するためのリサー
チから始めました。蔵案内に同行したり、県内の味噌醤油醸
造元の見学に訪れたりと、フットワークを活かして情報を収
集していきます。「目先の利益よりも、将来的に広がる繋が
りを。顧客の食生活に寄り添い、より健康的な商品を。」二
人が改めて石孫本店の在り方を言語化したことで、改めて社
内共有ができたことに感謝されました。二人はこれからの石
孫本店の在り方を掴んだ上で、具体的な蔵ツアー・レイアウ
トの作成に移っていきます。

有限会社 石孫本店プロジェクト

受け入れの経緯とプロジェクトの流れ

00. 参加の経緯 (Fさん/大阪府出身)
Fさんはとあるイベントで、地域課題の解決に使命感を持っ
て活動している方のお話を聞き、強い憧れを感じました。し
かし、一人で考えてみても地域で暮らし働くことへのイメー
ジが掴めなかったFさん。地域に根差した経営者の元でその
哲学や価値観を身をもって学びたいと思い、石孫本店でのイ
ンターンシップを決意しました。

00. 参加の経緯 (Mさん/東京都出身)
Mさんは大学4年間を通して、地域の様々な活動に積極的に関
わってきました。持前の行動力と発想力で活動に貢献してき
ましたが、一方で自ら仮説を立て論理的に検証していくこと
に苦手意識を感じていました。伝統を重んじつつ常に新たな
時代を見据えて変化を続ける石孫本店でなら、そんな苦手を
克服できると思い、インターンシップを決意しました。

02.  第一回プレ蔵ツアーの企画と実施
二週目のプレ蔵ツアーに向けて、味噌ボール作りなどの体験
内容の実験、当日のタイムライン作りなど順調に準備を進め
ていきました。しかしプレ蔵ツアー当日は、予想以上に訪問
客の統率を取るのが難しく、社員の方々のヘルプを受けざる
を得ない状況。イベントの流れを想定して細部まで計画を立
てておくこと、そして予想外の事態に柔軟に対応することの
難しさを感じ、落ち込みました。しかし、同時に体験内容に
は手ごたえを感じた二人。次回のプレ蔵ツアーに向けて、徹
底的に準備をしていくことを決意します。

03. 蔵ツアー準備中の気づきと新たな課題 
二回目のプレ蔵ツアーに向けた準備中に二人はあることに気
が付きます。「見学中の体験をデザインするだけでは、これ
からの石孫本店の蔵ツアーが回っていかない。」蔵見学の集
客のためのSNS広報、体験後訪問客の声を集めるためのアン
ケートのテンプレートなど、着手すべき作業が山積みだと感
じた二人。急遽新たな作業内容と優先順位を整理し、蔵ツ
アーのコンテンツ準備と並行して、新たな課題にも着手して
いきます。

04.マニュアルの完成と引継ぎ
最終週はこれまでの学びを成果物に落とし込む時期。新しい
従業員の髙橋さんにマニュアルを片手に蔵案内をしてもらっ
たり、自らロールプレイングをしたりしながら細部を修正
し、蔵ツアー全般のマニュアルが完成しました。必要備品の
準備も完了し、二人がいなくても蔵ツアーを行える段階まで
漕ぎつけました。また、4週間石孫本店で働いて発見したも
のの、時間の制約で着手しきれなかった点を提案書という形
でまとめました。最終日には成果報告と共にこの提案書を社
長に手渡し、これからの蔵ツアーを社員の方々に託して無事
インターンシップ終了しました。

02 プロジェクトの流れ
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02 石孫本店プロジェクト

事業参画型インターンシップの意味

県内大学1年 Fさん (大阪府出身) 県内大学4年 Mさん (東京都出身)

01 学生にとって

気づきと学び

インターンシップ修了後に感じている変化

今後の展望

気づきと学び

インターンシップ修了後に感じている変化

今後の展望
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私にとって一番大きな気づきとして、任務を言い渡されてそれを実行
することは得意な一方、何をするべきかとその優先順位を考えられな
いという自分自身の傾向があります。活動を進める中で、湯沢に来る
前に書面で言い渡されていた業務内容に加えて他にもどんどん他にや
りたいこと・やらないといけないことが出てきて、一時は何から手を
つけたらいいのかがわからず膠着状態となりました。そんな時指導担
当者の助言を受けて、Mさんはやることの優先順位をつけるべく、石孫
で働く皆さんと積極的にコミュニケーションをとりはじめていまし
た。会話の中で、そもそも今やろうとしていることの意味とそれに込
められた思いなどの「そもそも」を探るMさんの姿勢を見て、やれと言
われたこと以上のことをするのが前提なのだと痛感し、やれと言われ
たことだけをやっていればいいと思っていた自分の甘さを思い知りま
した。

終了後に感じる自身の変化として、働くことに対する考え方の変化が
挙げられます。地域で働くということを考える以前に、そもそも働
くって何？から始まった私のインターンでしたが、石川社長の「結局
は人と人ですからね」という言葉が一番心に残っています。それを
伺ったのは面接の時でしたが、その言葉の意味が実際にわかるように
なったのは1ヶ月過ごしてからでした。電話対応や、お客様がいらした
ときの皆さんの対応を間近で見られたことで、働くということのベー
スが私の中で作られました。また、1ヶ月間他の学生や指導担当者と会
話を重ねたことで、地域で働くということはそもそも何なのかを知れ
たことも大きな収穫です。一緒に過ごした皆さんは、地域の歴史やそ
こに根差す食文化、盛り上げようとしている人に私よりもずっと敏感
です。ご飯を食べる時や一緒に出勤する時、帰り道、寝る前などに会
話を重ねたことで、新しい世界を知ることができたと思います。

私がこのインターンシップを知ったきっかけは、プロジェクトを作っ
ている先輩の紹介でした。説明会には参加しましたが、もともと春休
みにインターンシップに参加するつもりは全くなく、まさか1ヶ月間味
噌醤油蔵で過ごすなんて想像もしていませんでした。説明会への出席
を重ねるにつれて興味を持ちつつありましたが、最終的に参加を決定
したのは、「まず飛び込んでみなよ」という友人からの言葉を受けて
でした。私自身将来何をしたいのかは自分でもわかっておらず、自分
の興味分野なども絞り切れていなかったので、何から手を付けたらい
いのかわかっていませんでした。しかし頭で考えていても限界があ
り、やってみないと見えてこないということを今回の経験から気づけ
ました。まだ、将来自分が何をしたいのかはわかりませんが、興味が
少しでもあったら入ってみる、やってみるということを今後も続けて
いきたいと思います。

今回は、石孫本店が新しく開設するイベントの運営マニュアルと、味
噌醤油蔵を案内する際のマニュアルの作成を主な業務として行いまし
た。そこで気づいたのは、どちらにおいても想像力が必要だというこ
と、その想像力は経験値の有無が大きく関わること、そして経験値は
“経験と分析”を繰り返すことで積みあがっていくものだということ
です。また、今回は企業の一部として事業を行うプログラムだったた
め、仮説検証を繰り返すにしてもコミュニケーションが欠かせません
でしたが、その難しさも痛感しました。特に、今回のように属人的な
要素が強い地域の企業では、全ての人が、一度に自分が伝えたいこと
を網羅して伝えきれるわけでも、全てを聞いて汲み取れるわけでもな
いため、その企業やそこで働く人の哲学や人柄が分かるヒントが沢山
隠れている雑談を大切にしたり、ちょっとした話の中から汲み取るな
ど、さらに密接なコミュニケーションが必要だと感じました。

今回のインターンの目標は、実務の中で仮説検証を繰り返すことでし
た。それは、自分自身が理想や理論を語って終わってしまいがちで、
結局行動に移せず理想が現実になっていかないことが多いことに課題
を感じていたからです。一か月を通して、日報と指導担当者からの
フィードバック、週に１度の作戦会議等に助けられながら仮説検証を
重ねた結果、最初の一歩に対するハードルが下がったように感じま
す。蔵案内マニュアルの作成時、最初から完成度が高いものを、と
ハードルを上げて凝り固まらずに、作ってみた冊子を周りに見せ、ア
ウトプット⇒フィードバック⇒インプット⇒アウトプットを短いサイ
クルで行ったことで、結果的にプロジェクトがより前進していくこと
を実感できました。論理的に考えることが苦手でインプットや経験値
も少ない分、何かをするときには積極的にコミュニケーションをとり
仮説検証を行うという方法が合っているんだなと思いました。

現状を観察・分析し、いろいろな視点から仮説を立てて目標・目的・
戦略を設定し、実行して振り返り、また仮説を立てていく、といった
仮説思考をこれからも育んでいきたいと思いました。また、手広く
色々なことを同時に進めていくことが苦手で、むしろ何かに絞ってそ
れに集中した結果世界が広がっていく、という方が自分に合っている
ことが分かったので、自分がしたいことを一つ一つ着実に進めていこ
うと思います。一か月で関係を途絶えさせるのではなく、Facebookの
投稿記事探しや、マーケティングなど、これからも石孫の業務に自分
なりの関わり方で関わっていこうと思いました。



02 石孫本店プロジェクト

事業参画型インターンシップの意味

石孫本店 石川裕子代表取締役社長 石孫本店  石川専務

02 経営者にとって 03 関係者にとって

気づきと学び

インターンシップ修了後に感じている変化

今後の展望
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元々石孫の業務の内容もメンバーも全く知らないところに来て、新し
いプロジェクトについての基盤を立ち上げて欲しいという大変難しい
課題を出されたにもかかわらず、真剣に取り組んでくださった学生の
姿に感謝いたします。

まず石孫を理解しようという努力と共に、石孫の良さを感じ取ろうと
いう気持ちで課題を仕上げようとしてくれていることに感動しまし
た。

プロジェクトの内容の多さに対して、一か月という期限は厳しかった
と思いますが、必要な事はしっかりとまとめて成果として残してくだ
さったことで、普段、慣れと日常の中で仕事をこなしていた社内に少
なからず緊張感を残してくれました。

最後の時間まで成果を取り纏めて残してもらいましたので、しっかり
引き継ぎも出来ました。

終了日に女性スタッフ全員に引き渡してもらった事項は、次の日もう
一度確認と今後の役割分担等の話し合いをしました。

毎日の業務に追われて、仕込み作業以外は受注と発送が仕事の中心に
なっていましたが、改めて営業活動のあり方を話し合う場を設ける
きっかけになったと思います。

最初は女性スタッフだけですが、次第に蔵方の男性も加えて、仕込み
のこと・営業のことを石孫のスタッフ全員が共通認識を持って仕事に
向き合えるようになればと望んでいます。

MさんとFさんが作ってくださった資料のうち、蔵案内のパンフレット
の原稿と蔵案内の台本はほぼそのまま使えるので、さっそく活用した
いと思います。

体験メニューについてのマニュアルや備品リストは皆でデモンスト
レーションした以外のメニューについても、手順や要領が判ったので
活用していきます。

諸々、新しい事業に立ち向かっていく設えを整えていただいたので、
あとはスムーズに実行していく覚悟が求められていると感じていま
す。社内の気持ちを一つに合わせて進んでいきます。

石孫本店  髙橋さん

入社したばかりの私にとって、特に蔵案内のマニュアル作りでは、イ
ンターン生のお二人の細かい部分まで興味を持ち学ぼうとする姿にと
ても刺激を受け、逆に学ばせていただくことがたくさんありました。

完成したものは、どれも従業員やお客様の立場になって考えられたも
ので、とてもわかりやすくまとめて作成して下さいました。

インターン生のお二人が考え、作成して下さったものを元に、今後実
践していくのがとても楽しみです。

1ヶ月という短い間でしたが、ありがとうございました。

若手の従業員、特に女性従業員がこれまで以上に積極的に発言・提案
をしてくれるようになりました。

インターン生の二人から引き継いだ蔵案内マニュアルの完成と、実際
に体験コーナーを動かす上でさらにスムーズに運営するために必要な
備品の補充・作成のための話し合いも設けています。

体験の味噌ボール・煎餅焼き、何より一から手探りで手を付けかねて
いた生醤油絞りについて先導してもらったことはとても大きく、模擬
とはいえ実際にお客様に体験してもらって、さらに改良点を検討でき
る段階まで持っていけたのは素晴らしい成果でした。

期間中に初めて撮ってみた体験中の写真は、インスタグラム等々石孫
としてもこれから力を入れて取り組まなければいけない情報発信ツー
ルに上げさせてもらいましたが、多くのお客様を抱える全国の醤油を
集めた専門店「職人醤油」様にいいね！をつけてもらうなど早速反響
がありました。口コミで楽しそうだ、やってみたいといった声が広が
れば、皆の狙い通りとなります。

情報発信を通じて少しずつ石孫のファンが増えるよう努めますし、M
さんとFさんが今後も増やしてくださるネタ帳に大いに期待していま
す。

気づきと学び/今後の展望

髙橋さんはこのインターンシップ期間中に石孫本店に入社さ
れ、インターン生とともに蔵見学や体験準備等の業務を行われ
ました。インターン生の二人は、髙橋さんに引き継ぐことを意

識して活動していました。
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業務内容：                                                      3月16日(月)
・第一回プレ蔵ツアーの反省と話し合い
・各体験の資料作り (備品、当日準備と運営のタイムライン)

気づきと感想：
今日は１４日の振り返りをしました。 (中略) 今後はその対処法を実行
していくのに加えて２３日に向けても準備を重ねていきたいと思いま
す。 (中略) また、１４日は石孫の皆さんのご協力がなければ成り立っ
ていなかったと思います。準備不足と経験不足を痛感したのでせめて
準備不足だけは解消して２３日に臨みたいです。
また、１日の業務が終わってから振り返るとこの1週間と、終わりまで
の2週間のスパンで見た時に今やるべきことをやっていると言う実感な
しに、目先のことをやっていたような気がしています。後手後手に
なってしまった業務に首を絞められないように計画を立てることが大
事だなと思いました。

指導担当者からのコメント：
14日は参加してくださった皆さんに予想以上に喜んでもらえたよう
で、これからの指針になったと思います。23日のプレは実験を重ねな
いとお客様の前に提供できる形にならないので、時間が取れるか不安
ですが確保していきましょう。体験メニューとは別に、何度か繰り返
し見聞きした蔵見学で気になった事を聞かせてもらえたらと思いま
す。蔵案内の構成についても組み直しが必要かどうか気になっていま
す。

石孫本店プロジェクト

学生成果物

業務内容：　　　　　　　　　　　　　　　　3月23日(月)
・プレ蔵ツアーに向けた買い出し・準備とプレ蔵ツアーの運営

気づきと感想：
(前略) 今回のイベント全体として良かった点は、今回は事前に設営準
備のための資料や段取りの資料、台本などを作成していたため、前回
に比べると事前準備もスムーズにいったこと、進行もある程度予定通
りに進められたこと、フィードバックをお客さんからいただけたこと
が挙げられる。 (中略) 蔵案内にしても体験にしても、説明するときに
は画像などのイメージがあること、実際に香ってもらったり食べても
らうことなど、五感に働き掛けないとつまらないんだなと思った。あ
と4日で、これまでの気付きを生かしてマニュアルを完成させるのと、
その他に行いたかったことの資料をまとめて最終日にお渡しできるよ
うに頑張りたい。

指導担当者からのコメント：
蔵ツアーのマニュアルが良くできていて知見さんも一回で自信が持て
たと思います。同時に複数の組の案内を実行することも練習した方が
良いと感じました。蔵ツアーの説明の中で判りにくい点をFさんのレ
ポートで具体的に知ることができ、改良点が明確になった事は、完成
に近付いたということだと思い、ワクワクします。お二人に率先して
動いていただかなければここまで出来なかったと、皆口を揃えて言っ
ています。従業員誰もがマニュアルを手に蔵案内が出来る日が来るよ
うな気がします。

01 日報の活用事例

県内大学1年 Fさん (大阪府出身) 県内大学4年 Mさん (東京都出身)

02 成果物
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学生自身が気づきや学びを整理するため、指導担当者が業務の進捗確認し学生のフォローをするため、インターン
シップ期間中は日報の提出を勧めています。本セクションでは、実際の日報の内容を掲載しています。日報を通して
学生と指導担当者とのコミュニケーションが生まれていることが伺えます。

蔵案内マニュアル 体験運営表 最終提案書
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01 合同会社 三関 加敬農園プロジェクト

受け入れの経緯とプロジェクトの流れ

01 インターンシップ受け入れの経緯

ランドを立ち上げ、自社の農作物を顧客に届けるところ
まで自社内で行っています。常に創意工夫を凝らし、農
作物を育て届ける段階までこだわり抜いている加敬農園
は、農業が、農作物だけでなく、自分たちの未来を自分
たちで切り開くことができる産業だという哲学をまさに
体現していると言えます。

E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夢見る県内大学
生。そのためのスキルや経験を積んでいきたいE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、一か月のインターンシップの受け入れ
が開始しました。

加 敬農園は、手間暇かけて作ったサクランボを、高
所得者層に向けた高級果物として販売しています

。これまで高ブランド化したことで販路が拡大した経験
から、加藤社長はより高値で取引できる海外への展開も
視野に入れて活動してきました。海外のターゲットはド
バイの皇族。アジア圏を超えてドバイまで輸出できれば
話題にもなり、自ずとアジア圏も射程圏に入るという戦
略でした。加藤社長の中で戦略のイメージまでは掴めて
いるため、実行にあたって、まずはそれに至る具体的な
ステップを考えていく必要を感じていました。

そんな中で、湯沢市の事業参画型インターンシップ
事業を介してEさん(東京都出身)に出会いました。

11

地として知られています。豊富な森林をたたえた山から
流れる美しい水と寒暖差の激しい気候の恩恵を受け、一
昔前までは主に山菜で生計を立てていた農家がいたほ
ど。三関の野菜は味が濃くみずみずしいと言われ、特に
三関で育てられているセリやサクランボは、その美味し
さから「三関ブランド」として広く県内に知られていま
す。

秋 田県湯沢市の三関地域は、権現山と呼ばれ信仰を集
める東鳥海山の麓に位置する地域で、肥沃な土

合 同会社 三関 加敬農園は、三関にある家族経営の農
家。代表社員である加藤敬悦さんを中心に栽培方

に届けること。」既存の流通経路では、自社の農作物の
良さやこだわりを消費者に直接、十分に伝えることが難
しい場合があります。丹精込めて作った自社の作物を自
分の手で届けたいと思った加敬農園は、自らの屋号とブ

法に独自の工夫を凝らし、こだわりの農作物を生産して
います。サクランボは通常の4倍もの時間を枝の選定作業
に費やし、枝と土に十分に太陽光を当てることで甘さを
引き出し、セリは企業秘密の調合で有機肥料を作ること
で甘みと色艶を引き立てています。全ての農作物に手間
暇を十分にかけられる規模での栽培を行っているところ
に、加敬農園の農作物への強いこだわりが感じられま
す。

加 敬農園が大切にしている一つの哲学があります。
それは「自分たちの農作物を自分たちの手で顧客
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01.  農作業と加敬農園に関するリサーチ
Eさんはまず、三関の歴史や加敬農園の魅力のリサーチから
始めます。午前中は農作業を手伝い、午後はひたすら調べも
のをするというスケジュールの中で、加敬農園がいかにこだ
わりの方法で作物を育てているか実感します。また、社員の
方々の明るくおおらかな人柄にも加敬農園ならではの魅力が
あると感じ、彼らが苦手な側面をカバーするという形で、な
んとかこだわりの農作物を海外展開する方法を見つけようと
決意を新たにします。

合同会社 三関 加敬農園プロジェクト

受け入れの経緯とプロジェクトの流れ

00. 参加の経緯
大学進学を機に初めて秋田に来たEさんは、秋田の農産物、
とくに秋田で作られる干し柿の美味しさに触れ、感動しまし
た。しかし、高齢化が進む集落では渋柿は収穫されず放置さ
れています。せっかくの食材がもったいない、何とか現状を
変えたいと思いついたのが、干し柿を商品化して日本のブラ
ンド果物として海外輸出するプロジェクト。自身のプロジェ
クトに活かせる経験を積めると考え、加敬農園でのインター
ンシップを決意しました。

02. JETRO訪問とプロジェクト内容の変更
一人でのリサーチに限界を感じたEさんは、海外展開の方法
を探るためにJETRO(日本貿易振興機構)に訪問。そこでの話
し合いの中で薄々気づいていた事実を突き付けられます。そ
れは、営業活動を行う上で欠かせない収量データやPR資料が
圧倒的に不足しているということ。海外展開のための具体的
な方 策を聞き出したかったEさんは、その話にまで 至らな
かったことにショックを受けます。そして、この一か月で収
量のデータ化とPR資料の作成を終えようと、大きくプロジェ
クトの舵を切ります。 

03.  収量データとPR資料の作成
大学1年生のEさんにとって、企業のデータ管理やPR資料の
作成は全く経験のない業務でした。本やインターネット上の
資料を読み込み、時には周囲の人にアドバイスをもらいなが
ら、慣れないながらも作業を進めていきます。特にPR資料作
成にあたっては、加敬農園の社員の方々と共に農作業をして
いるEさんだからこそ感じた魅力を資料に落とし込んでいき
ました。できあがったポストカードやパンフレットは英 語 翻
訳つき。高校時代の留学経験が活かされたPR資料になりまし
た。

04.  成果報告と引継ぎ
最終日には、加敬農園が引き続き活用していけるよう、資料
の使い方を添えて完成したデータ表とPR資料を提出。最終成
果を報 告して無 事インターンシップを終 了しました。イン
ターンシップ期間中はサクランボの時期ではなかったため実
際の営業活動は出来ませんでしたが、Eさんは既に候補とな
りそうな営業先のリストも作成済み。期間後も、加敬農園と
密接に関わり、営業活動の手伝いを行うつもりです。

02 プロジェクトの流れ
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02 石孫本店プロジェクト

事業参画型インターンシップの意味

県内大学1年 Eさん (東京都出身)

気づきと学び

インターンシップ修了後に感じている変化

今後の展望

01 学生にとって 02 経営者/関係者にとって

三関 加敬農園 加藤智子副代表

13

加敬農園という秋田の第一次産業で働く経験を通して、個人事業主化
した農園がビジネスを行う苦労と喜びを初めて目の当たりにしまし
た。 組合から脱して自ら営業をしていくことの難しさや、 販路を広げ
るPR方法の工夫といったリアルなビジネスの課題は、農業に専念して
きた農家が今まで経験したことがない苦労でした。 地域内の関係性が
強いせいで、少しでも先進的なことをすると周りの目が怖いという保
守的な秋田の地域性にも触れ、 第一次産業を支援する手立てを整える
必要があることを知りました。 また、今回は住み込みという形でのイ
ンターンだったからこそ、こうした実情にも触れることができたと
思っています。常に関わる相手が隣にいることで、知り得る知識の量
ははるかに多く深いことも学べました。生活の中でポロっと漏らした
一言の大切さを感じながら活動できることは、生活を共にできる住み
込みインターンシップならではの特長だと思います。

自らの生活を改めるきっかけとなりました。 大学では高校に比べて活
動範囲が広がり、授業やサークルの選択、インターンシップへの参加
など、多くの選択肢ができました。 その可能性を知り、一年次は自分
のキャパシティの限界まで活動を詰め込んでいました。しかし、どん
なに活動範囲と幅を広げても、「自分のやりたいこと」「将来に繋げ
たいこと」が明確化できていませんでした。 そこで踏みきった今回の
インターンシップは、進級を控えた自分にとって必要な過程だったと
考えています。 大学生活で初めて一つのことに集中して行い、一対一
の人間関係を築いていきながら一緒に仕事をしていく、帰宅すれば1日
を無事に終える達成感とともに食事を作って、休む。その人間的な生
活が自分にとっていかに必要かを知れたと同時に、今までの自分の生
活を反省しました。 自分と向き合いながら必要な生活を行う大切さと
将来の展望を掴めた、非常に良い経験でした。

一ヶ月間のインターンシップを通して、自分の将来関わりたい職業が
見えてきた気がします。 個人事業主化した農家の販売販路の拡大に向
けて、営業や販売方法について模索を続けてきた一ヶ月でしたが、 企
業や行政の力を借りようと相談をしていた際に、日本で唯一、秋田県
には海外への流通経路が整えられていないという事実を知りました。
そうした事情を知ったことで、将来は、農家と小売店を直接に結び、
稼げる農業を導ける存在になりたいと感じています。そして、農家で
育つこだわりの作物の良さをそのまま伝え、農家さんの良さ引き出す
ことで、農作物を全国、海外にまで届けたいと思っています。また、
今後は、さくらんぼの収穫の時期になるため、営業が本格化できる時
期になってきます。 継続して加敬農家さんと関わることで、営業をさ
らに具体化させていきたいです。

三関 加敬農園 加藤敬悦代表社員

自分たちが気づかなかった事に気づかせてもらいました。家族で立ち
上げた会社なので家族間でしか分からないことが多くあります。例え
ば作業の工程や木の種類、農作業用備品の場所など。初心者が作業を
行う環境が整備できていませんでした。また、三関さくらんぼをドバ
イへ送る以前に、サクランボの魅力やコンセプト等の情報を整え、収
量をデータ化して把握した上で、まずは日本での知名度を上げる事が
必要だとわかりました。農作物を作ると言うだけでなく販売や作業効
率など気づかされることが多くとても学ばせていただきました。

気づきと学び

職場が明るくなったことを実感しました。若い学生の意見はなかなか
聞く機会がないので一緒にお仕事をして頂いている方たちも良い刺激
を受けたと思います。また、SNSやGoogleなど、普段の業務ではあま
り使っていないものの使い方も教えていただき、会社での活用を考え
るよい機会をいただきました。

インターンシップ修了後に感じている変化

今回のインターシップを受け入れたことで、海外での展開はまだ早い
にしても、そこの場所にたどり着くための第一歩は歩めたように思え
ます。まずは、国内での認知度を上げるためにもこの１か月間で学生
が作り上げた物を活用し、都心への販売に力を注ぎたいと思います。
それが海外展開への足掛かりになると考えています。作成してもらっ
た収量データ等の活用によりサクランボの加工にも踏み出せると考え
ています。収穫量や廃棄量等の分析により生産の可視化をし、これか
らサクランボの時期に活用させていただきたいと思っています。

今後の展望

初めにお会いした時はどのような形でコミュニケーションを取ろうか
と心配していましたが、とても明るく元気な学生なので社内がとても
明るい場所になりました。疑問に思ったことはすぐに質問してくれ、
私たちが今までできなかった事を若いパワーで進めてくれて、そのお
かげで一歩進むことができました。学生の姿を見て私たちも私自身も
新しいことをする意力が生まれたように思えます。短い期間でしたが
社内を良い意味でかき混ぜてくれ、よい風を吹き込んでくれました。
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業務内容：                                                      3月9日(月)
・農作業
・JETRO訪問

気づきと感想：
今晩のfeedbackを通して、JETROでの訪問の要約と得られたことを知
れたのでよかった。JETROに情報提供を求める前に、もう少し具体的
な案が出ないと、話し合いに進めないことを知った。また、JETROと
○○(企業名)の社長による外からの客観的な意見の中で、さくらんぼ
や、セリのストーリー性がPRに足りていなかったり、その特徴がPick 
upされていないことを踏まえると、営業先に提出するデータでの取引
と同時に、PR材料について、もう少し工夫が必要であることを知っ
た。

指導担当者からのコメント：
午後からのJETRO訪問お疲れ様でした。海外輸出のお話を聞いていろ
いろなアドバイスをいただきましたが、ハードルが高い部分、データ
の資料不足そして具体的にしっかりとした案がないとなかなか海外展
開に向かうことが難しいということがわかりました。しかし今までも
やもやと分からなかった部分が明確に見えてきたように思います。Eさ
んと方向性等々話し合いながら進めて行きたいと思います。

業務内容：　　　　　　　　　　　　　　　　3月16日(月)
・営業資料となるポストカードの作成
・ポストカード日英翻訳

気づきと感想：
毎年収穫の時期になると、ポストカードを配送している加敬農園さん
のやり方を○○(従業員)さんに教わり、それをヒントに営業資料として
活用しようとしている。加敬農園の良い点をまとめた、（花芽摘みを
する、家族経営の良さ、手作業、桜桃のデカさ、太陽の大切さ、肥
料）を一つ一つポストカードで表現し、配布するポストカードとして
活用する。日本語版と英語版を作ることで、海外にも郵送できる。ポ
ストカードの一面を見ればすぐにわかることから、だれにとっても手
に取りやすい資料となるだろう。

指導担当者からのコメント：
お疲れ様です！本日は寒い１日でしたのでEさんにはデスクワークを頑
張ってもらいました。データ化やポストカード案など色々と考えて頂
いています。もう早いもので半月も過ぎてしまいましたが、協力して
頑張っていきましょう。

学生自身が気づきや学びを整理するため、指導担当者が業務の進捗確認し学生のフォローをするため、インターン
シップ期間中は日報の提出を勧めています。本セクションでは、実際の日報の内容を掲載しています。日報を通して
学生と指導担当者とのコミュニケーションが生まれていることが伺えます。

広報用ポストカード (英語版)加敬農園パンフレット (日本語版)
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今 回のインターンシップによって明らかになったことが
あります。それは、「学生は企業/経営者のビジョンと熱
意に共 感してやってくる」ということ。今 回インターン
シップに参加してくれた三人は、受入企業の理念や哲学
に感化され、その真髄に触れてみたいと思った学生ばか

湯沢市内には、確固たるビジョンと熱意を持っていて、今
回のようなインターンシップに取り組むことのできる企業
がまだまだあると確信しています。そんな企業の新しい挑
戦に寄り添い、その挑戦の実装に伴走できる事業参画型イ
ンターンシップの仕組みを、今後とも湯沢市内に整えてい
きたいと考えています。具体的には右記のような体制の整
備を行うことを想定しています。それによって、「いつで
も」「どこかしらで」「複数人の」インターン生が活動し
ているという状況を湯沢市内で創り出し、将来的には湯沢
市が企業と学生の挑戦と成長のフィールドとして認知され
ることを目指していきます。湯沢市 事業参画型インターン
シップについて、より詳しい内容につきましては、湯沢市
役所 産業振興部 商工労政班内 湯沢市地域おこし協力隊の
豊留までお問い合わせください。

あ と が き

2019年度事業参画型インターンシップを終えて

り。企業の所在地や規模、職種は重要ではないというこ
とがわかりました。それはつまり、湯沢市にも全国から
多くの大学生が訪れるチャンスがあるということに他な
りません。

企業の学びと気づき

今回のインターンシップ受け入れによって、企業にとっ
ては、インターンシップが、以前から取り組みたかった
プロジェクトの仮説検証に向けた大きな初めの一歩にな
りうるということが示されたと感じています。活動期間
に制約がある学生はやる気を持って、そのプロジェクト
に集中して取り組んでくれます。そのがむしゃらさが最
初の大きく重い一歩を踏み出させ、進み始めたからこそ
見えるビジョンと課題を明らかにしてくれると感じまし

た。また、外部の新鮮な視点を持った学生が企業内に
入ったからこそ、生まれる議論があるという気づきも得
ることができました。学生がいることによって、社内の
人々も改めて会社の理念、これからのビジョン、日々の
業務の意味に思いを巡らせ、議論を始めます。インター
ンシップ受け入れが固まってしまっている組織に新しい
風を吹かせる可能性を垣間見ることができたと思ってい
ます。

学生の学びと気づき

インターンシップに参加する学生にとって、受入企業は
大学以外の学びのフィールドになるということがわかり
ました。大学での学びは確かに大切ですが、机上の論理
に終始することがあり、大学生の学びのモチベーション
が生まれにくいというのも事実。そんな彼らにとって、
受入企業は大学の学びを実践に落とし込む絶好の場にな
ります。実際に今回参加した三人も、期間中はそれぞれ
設定していた課題を意識しながら活動し、活動後は一回
り成長したように感じられました。インターンシップが

終了した後も、受入企業が学生にとっていつでも戻れる
ような場所であり続けるのではと期待しています。ま
た、地方の企業は都市部の企業に比べ、暮らしと仕事が
密接にリンクしていると考えています。働いて生活して
いくことに具体的なイメージが湧かず将来の選択に悩む
大学生にとって、事業参画型というスタイルのインター
ンシップが、「働くとは何か？生きるとは何か？」とい
う問いに思いを巡らす機会になりうるということも明ら
かになったと思っています。

これからの事業参画型インターンシップについて

01. コーディネーターによるプロジェクト設計
専属のコーディネーターが、企業の課題やニーズか
ら、学生と協働で推進していくためのプロジェクト設
計を行います。
02. コーディネーターによる期間中の伴走
学生のフォローやプロジェクト進捗の確認など、期間
中の伴走支援を行います。
03. 学生滞在場所の整備 (実施予定)
期間中の学生滞在場所を整備していく予定です。
04. インターンシップ補助金制度
インターンシップの受入企業に対して、補助金の交付
があります。分類によってサポートが異なりますの
で、詳細は市役所までお問い合わせください。

04
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