
29 
 

4.地域連携・創業支援 
【1】インターンシップ拡充に向けた取り組み 

■訪問リスト 

 

 

 

No 面談日 行政、企業、関係機関名 業種 部署、部課等

1 2016年4月7日 御坊市役所 行政
総務部企画課、産業建設部農林
水産課、産業建設部商工振興課

2 2016年4月7日 美浜町役場 行政 防災企画課、地方創生統括官
3 2016年4月12日 (一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー 旅行企画 会長
4 2016年4月19日 紀ノ川農業協同組合 農業協同組合 本所
5 2016年4月19日 田辺市役所 行政 企画調整課

6 2016年4月20日 (株)八旗農園 食品加工販売 本社

7 2016年4月20日 (株)藤桃庵 食品加工販売 本社

8 2016年4月21日 西日本電信電話(株) 通信 和歌山支店ビジネス営業部

9 2016年4月21日 キクロン(株) 日用家庭用品製造販売
開発部、採用企画室、開発部、管
理部システム企画グループ

10 2016年5月18日 (株)紀陽銀行 金融機関 地域振興部地域活性化室

11 2016年5月18日 有田市役所 行政
経営管理部理事、経営管理部経
営企画課

12 2016年5月24日 (一社）和歌山県経営者協会 経済団体 事務局
13 2016年5月24日 （特）和歌山県中小企業団体中央会 経済団体 事務局、情報総務部

14 2016年5月25日 橋本市役所 行政 経済推進部はしもとブランド推進室

15 2016年6月1日 和歌山県６次産業化サポートセンター 行政 ６次産業化サポートセンター

16 2016年6月2日 関西電力(株)和歌山支社 電力
和歌山総務グループ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
統括グループ

17 2016年6月5日 匠技研(株) 機械製造販売 代表取締役

18 2016年6月5日 アクロナイネン(株) 機械製造販売 管理部、管理部総務課

19 2016年6月5日 （一財）雑賀技術研究所 経済団体 理事、管理部総務課

20 2016年6月5日 (株)島精機製作所 機械製造販売 総務人事部人事グループ

21 2016年6月5日 和歌山県庁 行政
労働政策課、企業政策局企業立
地課、危機管理・消防課

22 2016年6月9日 (株)エムアファブリー 芳香剤製造販売 代表取締役

23 2016年6月14日 ワコー(株) 家庭日用品製造販売 総務・経理部

24 2016年6月14日 平和酒造（株） 酒類製造 代表取締役専務
25 2016年6月14日 和歌山石油精製（株） 石油精製 取締役総務部長
26 2016年7月11日 和歌山県庁 行政 企業政策局企業立地課

27 2016年7月12日 (株)日本政策金融公庫 金融機関
和歌山支店、田辺支店、大阪創業
支援センター

28 2016年7月14日 阪和電子工業(株) 電子精密機器製造 総務部
29 2016年7月15日 （株）エルオー 家庭日用品製造販売 常務取締役
30 2016年9月5日 海南市役所 行政 まちづくり部産業振興課
31 2016年9月8日 (株)オプラスロジス 物流
32 2016年9月9日 (株)農業総合研究所 農家直売事業 本社
33 2016年9月20日 三和建設(株) 建設 営業グループ
34 2016年9月21日 かきぶち農園、 食品加工販売
35 2016年9月21日 (株)南高梅ワールド 食品加工販売
36 2016年9月21日 紀伊路屋 食品加工販売
37 2016年9月21日 長谷農園 食品加工販売
38 2016年9月26日 学校法人　田原学園 教育
39 2016年10月6日 かんじゃ山椒園 食品加工販売
40 2016年10月6日 (株)ふみこ農園 食品加工販売
41 2016年10月10日 農業生産法人(有)柑香園 食品加工販売
42 2016年10月14日 （社）カピオンエデュケーション・(株)カピオン 創業コンサル、企画 本社
43 2016年10月20日 太洋工業(株) 電子精密機器製造 研究開発部、電子工場、総務部
44 2016年12月9日 スターフードジャパン（株） 地域食企画・販売 代表取締役

45 2016年12月9日 和歌山商工会議所 経済団体
和歌山県事業引き継ぎ支援セン
ター

46 2016年12月14日 （株）タカショー エクステリア用品製造販売 総務部
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地域連携・創業支援部会開催に向けた懇談会

【実施日】平成 29 年 2 月 2 日 

【会 場】ホテルグランヴィア 6F 桜の間 

【出席者】和歌山県労働政策課 下村 修、

産業技術政策課 栩野 彰大、企業振興課 

西浦 頼子、文化学術課 阪中 潤、紀陽銀行

地域活性化室 北野 暢哉、土屋 佳子、和歌

山県経営者協会 川口 芳男、和田 好史、津

田 健、和歌山県中小企業団体中央会 中井 

祥之、松井 知弘、和歌山大学 鯵坂 恒夫、

金子 泰純、木村 亮介、力久 浩治、三浦 琢

磨、大家 京、大道 弘三、田代 優秋、児嶋 

政則（計 20 名、順不同、敬称略） 

1. 事業概要・目的 

「就職・創業支援」に関する目標“地元

就職率の 10％向上”と“雇用創出 10 件

（新規創業以外にも、事業承継、第二創

業も想定）”は、地域連携・創業支援部

会で検討し、目標達成に向けて取組を

進めています。この部会の開催に先立

ち、事業協働実施機関全体で現状の課

題の共通認識を図りながら、それらを

解決する「具体的で実効性のある取組」

を共有する機会として実務担当者らの

懇談会を設けました。 

2. 就職率向上に向けた具体的な取り組み

について 

・すでにある「学生が企業を知る機会」

から課題点の抽出、具体的な改善策 

「学生は（県内外を問わず）企業を知ら

ない」という共通認識が図られ、これま

で講じられた「知る機会」を整理し、「自

ら企業を知ろうという学生」と「まだ積

極的に知ろうと行動していない学生」

の両面からアプローチできる方法を模

索します。 

・U ターン学生への就職支援（「わかや

ま未来塾」とも連携） 

高卒後に県外へ進学した学生に対し

て、和歌山県内での就職を促す取組を

大阪市立大、大阪府立大などの紀の国

大学参加校と連携し進めます。 

3. 創業支援に向けた具体的な取り組みに

ついて 

・学生ベンチャーの定義の拡張と把

握・支援策 

在学中の起業、卒業後の起業、既卒者の

Uターン起業など様々な「創業形態」が

あり、特に把握が困難な「卒業後の起業」

を把握する方法（制度）を考えていくこ

とが必要との意見があがりました。 

・創業の特定分野戦略と挑戦の機会創

出 

「起業」までには至らないものの「ビジ

ネスへの挑戦」を考える学生が一定数

いるので、具体的な起業分野（例えば、

人工知能活用分野、古民家再生など）を

設定して支援する方法と、学生のリス

クを低く抑え「試しにやってみる（試

業）」を支援する方法との両面からアプ

ローチを模索します。 

・起業を考える学生の相談窓口と学外

支援者とをつなぐコーディネート機能 

起業を考える学生自体を増やしていく

ために、学内での相談窓口と学外の創

業支援とを橋渡しできるコーディネー

ト機能を持った役割（部署）の必要性に

ついても議論しました。（※）上記は意見とし

て出されたもので、すべてが実施決定事項ではありせん。
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【2】インターンシップの取り組み実績 

■和歌山県経営者協会を通じた和歌山県内企業・団体へのインターンシップ参加学生数 

 

■実践型インターンシップ（和歌山大学） 

 

 

 

 

学校名 H25 H26 H27 H28 合計
和歌山大学 87 54 63 48 252
和歌山信愛女子短期大学 30 38 35 49 152
和歌山工業高等専門学校 71 46 57 56 230
大阪市立大学 3 1 3 4 11
大阪府立大学 2 1 1 3 7
摂南大学 0 0 1 1 2

合計 193 140 160 161 654

№ 会社名 事業内容 実習テーマ

1 株式会社リゾート大島
コテージ宿泊、キャンプ場、レストラン、マリンレ
ジャーガイド、トルコランプ作り

　着地型観光の実際を学ぶ
　～ニーズをつかみ、実践に移す～

2 紀ノ川農業協同組合
組合員の農産物の委託販売および生産資材等の
購買事業

「地域づくりを伝えるＥＣサイト商品開発と運営サポート」
紀の川吉野川流域連携、また自然エネルギーと環境保全型農業を関
連させた商品開発

3 ワコン株式会社 物流と包装の開発型メーカー
　日本の技術を世界へ伝える新商品の開発
　（免振パッケージ）

4 ワコン株式会社 物流と包装の開発型メーカー
日本の技術を世界へ伝える新商品（クリーンルーム専用物流機器）の
マーケティング・営業　実践

5 橋本市（経済推進部）

地方創生のため、地場産業の競争力強化、販路
開拓・拡大促進、就農しやすい環境づくり、魅力の
ある農業振興、起業・創業支援、企業誘致の推進
などに取組む。

『地方創生 ・ WORK TOGETHER！
　　魅力ある農業振興のための調査研究』

6 和歌山県美浜町（防災企画課、商工会）
地方創生を中心施策とし、地場産業の競争力強
化、販路開拓・拡大促進、魅力のある産業振興、
創業支援などに取り組んでいます。

６次産業化で地域ブランドを確立し、美浜町の魅力づくりに貢献！

7 株式会社たがみ 米穀類小売業（米屋）
地域の食材をブランディングする
「熊野米」プロデュース！

8
株式会社たがみ
（海の家　バルデガハマ）

田辺市扇ヶ浜における海の家の経営
BARDEGAHAMA（バルデガハマ）
本業：米穀類小売業（米屋）

南国ビーチで 海の家を経営する！

9
特定非営利活動法人
 ジョイ・コム

障がい者就労支援継続事業A型
（発達障害・知的障害・精神障害）

[障害福祉現場]　とことわ（wakayama*chocolat　toco*towa)就労支援
サービスの提供と事業運営に関わる

10
株式会社ホテル大阪屋
（加太淡嶋温泉　 大阪屋
　ひいなの湯）

夕陽の眺めが美しい露天風呂と新鮮な魚料理が
自慢の温泉旅館。

温泉旅館の経営改善プロジェクト

11
株式会社むさし
（紀州・白浜温泉　むさし）

5つ星の宿認定・ウェルカムベビーの宿認定・日本
夕陽の宿100選などに選ばれる上質な旅館

南紀白浜温泉 老舗旅館の未来を創る！
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【3】創業支援ファンド設立に向けた取り組み 

■和歌山大学のベンチャー起業実績 

 

【4】和歌山の企業で働く魅力が分かる［企業×学生］交流会 

 

形態 企業名 年 月 日

株式会社 株式会社あっと楽けあネットワーク 2003 12 12
介護関連の事業者を「楽けあネット
ワークシステム」で結ぶことによって
事務作業を軽減するサービス

株式会社 株式会社ＢＥＥ 2004 7 7

WEBサイトの企画・制作、WEBサイトリ
ニューアル、WEB標準準拠サービス、
FLASHコンテンツ制作、ビジネスブロ
グ制作、CD/DVD制作

株式会社 NUシステム株式会社 2006 1 10
有害物質の光を使った計測装置の製
造・販売

有限会社 有限会社アットフリークス 2005 9 21
ネット無料コンテンツ(wiki）配信サービ
ス

株式会社 和創技研株式会社 2007 10 19 電子機器の開発及び製作

株式会社
パワーアシストインターナショナル
株式会社

2015 3 11
パワーアシスト機器の開発、設計、製
造、リース、レンタル、販売、保守管
理

設立年月日

主な製品、
サービス
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