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は じ め に 

 

岡山県中小企業団体中央会では、令和３年度岡山県人材還流・定着プロジェクト事業の一環と

して、学生インターンシップ（就業体験）事業を展開しています。 

この事業は、岡山県内の１８大学・５短大・１高専で構成される大学コンソーシアム岡山の全面的

な協力のもと、企業情報検索サイト「きら☆おか（きらり輝く☆おかやま企業情報丸わかり）」を利用し

て企業研究や企業さがしをして、学生の夏期休暇にあたる時期を中心に夏期から冬期にかけてイン

ターンシップを実施しています。 

インターンシップについては、企業／団体側のメリットとして①企業／団体の組織風土等を理解し

た学生が増えることで雇用ミスマッチが回避できる。②県内外の学生からの応募が見込め、企業／

団体の魅力をアピールでき、好感度をあげ、認知度を高めることができる。③大学等のキャリアセン

ターや就職担当者とのネットワークづくりが強化されることが挙げられます。また、大学コンソーシアム

岡山を構成する大学／短大側も学生に優良な地域企業／団体を紹介でき、学生自身も実際の就

業体験ができることなどキャリア教育の強化を図る上で非常に大きな意味を持ちます。企業／団

体・学生・大学／短大全てにメリットがあることで、相互の協力体制が構築されています。 

また、岡山の企業／団体でインターンシップによって育てられた学生が、岡山の他の企業／団体

に就職するなどオール岡山で考えた時には、インターンシップから就職活動、採用決定といった良い

循環を構築できていると考えられます。 

今年度も、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症が全国的に広がり、例年のような各大学

を通じて対面式インターンシップの事前説明や対面式のイベント開催が困難でした。しかし、各々の

大学でインターンシップの進め方を説明した結果、多くの学生がインターンシップに臨みました。また、

実施したアンケートでは、6,000名を上回る学生がインターンシップに臨んでいる状況が確認でき、イ

ンターンシップの人気が継続していることがわかります。 

インターンシップ実績アンケートに回答いただいた企業やきらおかにインターンシップの募集をする

企業／団体はおよそ３００になり、学生採用活動の重要な活動と位置付けられています。 

参加した学生たちは、それぞれの体験を通じて地域企業の仕事内容や果たしている役割を肌で

感じ取り、自分の適性と能力を判断しながら職業観・仕事観に新たな目を開き、人生の中で大きな

イベントである就職活動に向けて大きな視点を養いました。 

学生の就職活動も新型コロナのために大きく変更されて、企業の採用数が減少してきている中、

学生にとってもインターンシップは経験を重ねることができ、社会に出ていくための準備活動としても

意味のある事業です。 

インターンシップ事業において全面的な協力をいただいたインターンシップ学生の受入企業／団

体並びに指導担当者の方々、大学コンソーシアム岡山、各大学・短大等のキャリアセンター及び就

職担当の方々、関係者の皆様に感謝をいたしますとともに、今後とも事業推進にご支援・ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

岡山県中小企業団体中央会 

 



Ⅰ．事業の概要 Ⅱ．経過 
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１）実施方針 

■事務局を岡山県中小企業団体中央会に置き、企業情報検索サイト「きら☆おか（きらり輝く☆おかや

ま企業情報丸わかり）」を利用し、インターンシップ情報と募集情報を広報する。実習期間は原則休

暇期間中とする。 

■岡山県中小企業団体中央会と大学コンソーシアム岡山が共同で実施し、中央会は受け入れ企業･

団体の開拓、インターンシップに関する事務管理を担当。コンソーシアムは加盟大学への啓発、連絡

等を受け持つ。 

 

                                    

 

                      

 
☆企業情報検索サイト 
「きら☆おか（きらり輝く☆おかやま企業情報丸わかり）」 

 

 

２）経  過 

４月 
新型コロナウイルス感染症の流行の為、各大学での実施状況を調査 
多くの大学で学生への啓発説明会開催がオンラインでの説明となった。一部リアル開催も行われた。 

学生がきら☆おかを利用して企業情報・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ情報の検索開始。 

企業・団体に受け入れを依頼（受け入れの企業･団体の開拓） 

   ５月～６月 

学生が企業・団体に応募 

   ７月 

インターンシップ・マッチングフェア（女子学生向け）開催（１０日、オンライン） 

個別大学インターンシップマッチングイベント開催（就実大学・ノートルダム清心女子大学・山陽学園

大学）（１０日、オンライン） 

インターンシップ・マッチングフェア開催（１１日、オンライン） 

インターンシップ事前研修会開催（心構え・ビジネスマナーなど研修会）（１７日、オンライン） 

各大学へ学生の参加促進を依頼 

企業・団体がエントリーシート、面接などで学生を選考 

各大学へ第１希望漏れの学生に再応募の指導依頼 

   ８月 

個別大学インターンシップマッチングイベント開催（岡山商科大学）（５日、大学で開催） 

学生が企業・団体で実習（８月～９月） 

   ９月 

個別大学インターンシップマッチングイベント開催（中国学園大学）（８日、オンライン） 

   １０月 

協力企業・団体にお礼と夏期実習無事終了を報告 

１１月 

個別大学インターンシップマッチングイベント開催（吉備国際大学）（１２日、大学で開催） 

企業・団体にお礼挨拶、引き続き事業協力を依頼 

２月 

令和３年度事業の報告書作成 

連携・協力 実 施 主 体 

岡山県中小企業 

団体中央会 

連携・協力先 

大学コンソーシアム岡山 
 



Ⅱ．学生啓発説明会（ガイダンス） 
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インターンシップに参加する岡山県内大学・短期大学・専門学校の学生に実習体験を促すための説明会

は４月から７月にかけて各大学、学部で行われました（大学コンソーシアム岡山加盟の各校）。今年度もコロナ

禍の下、オンラインやオンデマンド視聴を利用する大学も見受けられましたが、リアル形式で開催されるところも

ありました。 

各校ともキャリア教育の柱の一つにインターンシップを位置づけ、また就職活動へも大きな影響があることも

あって学生の関心は高く、全体の今年度の出席者は約 2,500 人になりました。説明は、ビデオ撮影を含めて

岡山県中央会が４校担当させていただきました。 

内容としては、インターンシップのメリットや岡山県内の受け入れ企業・団体を紹介し、「きら☆おか」利用の

仕方、応募の方法などを説明しました。 

コロナ禍のガイダンスも２年目となり、情報収集の方法として対面以外の方式も定着してきました。オンライン

やオンデマンドの形式もメリットはありますが、インターンシップではリアルに体験できることを望む学生が多かっ

たと感じました。 

（写真は説明会（オンラインとリアル型説明会）の様子、表１は各大学別の説明会参加者数） 

 

<表１>大学別説明会参加者数    

 実施月 ４月   実施月５月６月７月   

 大 学 参加数 開催形式 大 学 参加数 開催形式 

. 

 

就実大学・短期大学 

 

170 

 

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 

 

岡山理科大学 

 

377 

 

オンライン 

オンデマンド 

ノートルダム清心女子大学 
 

 198 
 
オンライン 

 

岡山大学 全学部 

 

1,343 オンライン 

オンデマンド 

岡山商科大学 120 リアル開催 中国学園大学・短期大学 131 オンライン 

岡山商科大学専門学校 8 リアル開催 岡山県立大学 30 オンライン 

山陽学園大学・短期大学 110 授業内で    

   合計 2,487  

 



Ⅲ．インターンシップ・マッチングフェア 
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（インターンシップ・マッチングフェア（全大学対象）） 

 

学生にとって、インターンシップの実習先を決める上で大きな課題となるのが、「企業の名前や業務内容を

よく知らない」と言うことです。コロナ禍でなければ、マッチングフェアの会場を設けて多くの企業に参加いただき、

対面式のフェアを開催いたしますが、今年度もコロナ禍でオンラインでの開催となりました。 

インターンシップ・マッチングフェアは全学生向けと女子学生向けの合計２回の Web 版インターンシップ・マ

ッチングフェアを開催いたしました。（日程等開催状況は表１参照） 

昨年度に続いての開催でしたが、企業の皆様、学生の皆様もオン

ラインに慣れてきたこともあり、運営はスムーズに進みました。 

インターンシップもオンラインで行われたり、ソーシャルディスタンス

に気遣いながらリアルに行われるものとバリエーションもでてまいりまし

た。受け入れをする企業側も多くのパターンを学生に提示していまし

た。 

このフェアでは、インターンシップの受入をする企業が説明する時

間帯をそれぞれ設け、学生がその時間帯を予約して参加するという形態で実施されました。２回の開催で、合

計で延べ１８６名の学生と述べ９２社の企業・団体が参加をしていただきました。PC やスマートフォンの画面越

しに学生に企業説明をし、コミュニケーションをとることができました。 

（写真はマッチングフェアの様子（オンライン説明会・運営本部）、表１はマッチングフェア実施状況） 

 

 

 

 

 



Ⅲ．インターンシップ・マッチングフェア 
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（個別大学 インターンシップ・マッチングフェア） 

 

今年度も昨年度に引き続き、個別の大学と協力して、大学別のインターンシップ・マッチングフェアを６つの

大学で開催いたしました。４大学でオンライン開催、２大学で学内で対面型の開催となりました。学内の開催で

は、感染しないように消毒・ソーシャルディスタンスに心がけて実施いたしました。（一部の大学では、対面型の

予定を、急遽オンライン型に切り替えて実施いたしました。） 

学生は、大学専用に準備された環境での参加となり、積極的な動きをみせておりました。また、対面型の開

催をした大学では、参加企業担当者との生のコミュニケーションができる貴重な機会となり、時間の許す限り、

ブースを回っていました。 

オンライン型４大学で、延べ１４０名の学生と３８社の

企業の参加をしていただきました。また、学内開催の２

大学で、１８４名の学生と１８社の企業に参加いただきま

した。（日程等開催状況は表２参照） 

特に、対面でのマッチングフェアでは、熱気も感じられ

るほどのイベントとなり、参加企業の満足度も高くなりまし

た。  

（写真は、インターンシップマッチングフェアの様子（オンライン・対面））  



Ⅳ．インターンシップ事前研修会 
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インターンシップの実習を前にした学生は、実際の職場に伺う前に、インターンシップに臨む心構えや企業側の

視点でどのようなところを重点にインターンシップを見ているのかなどを聴く機会を提供し、合わせてビジネスマナー

の基礎・基本を研修する目的でインターンシップ事前研修会を開催いたしました。 

コロナ禍の下、オンラインでの開催となりましたが、学生４８

名が参加しました。（日程、講師は表３参照） 

セミナーでは、㈱リクルートの水野涼氏を講師に迎え、社会

人としての実体験にもとづき、就職活動時の企業理解・仕事理

解こそ重要とする内容の講演をしていただきました。全国の就

職活動状況を熟知した視点で、○インターンシップへののぞみ

方○企業の探し方○就職活動におけるコロナの影響などの視

点で、インターンシップへのアドバイスと今年ならではの就職活

動ののぞみ方を学生に向けて発信していただきました。  

マナー講座では、㈱トーキング・アイの渡壁恵子氏がインターンシップに参加する

心構えとしてのマナーや立居振舞の大切さに触れられました。マナーを堅苦しいも

のととらえず、周囲を不快にさせない心配りであり、コミュニケーションの土台であるこ

とをまず確認しました。その上で、画面上で相手からの見え方で印象アップするこ

と、また身だしなみ、挨拶、姿勢、立居振舞、表情などが基本となることをおさえ、挨

拶、言葉遣い（敬語の使い方を含む）、発声などオンラインを通じて実践の研修をされました。 

（写真は講演する講師の皆様と研修を受ける学生たち（オンライン画面））  

 

日程 イベント名
参加
学生数

形態

2021/7/17 Web版おかやまインターンシップ事前研修会 48名 オンライン

(講師）
セミナー：㈱リクルート　水野　涼氏
マナー講座：㈱トーキング・アイ　渡壁　恵子氏



Ⅴ．インターンシップ受入学生数 Ⅵ．資料編 
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■岡山県内企業・団体にてインターンシップ実習した学生数（企業・団体アンケートより） 

  ※アンケート回答数：２６８企業・団体                                （単位：人） 

【２０２１（令和３）年度インターンシップの傾向】 

２０２１年度は、昨年度に引き続きコロナ禍のインターンシップとなりましたが、企業・学生のインターンシップの受け

入れ数の集計値は増加いたしました。アンケートの回答数が約１．５倍になったことも要因の一つですが、オンライン利

用したインターンシップの実施等の工夫もあり、受入数は大幅に増加いたしました。依然としてインターンシップへの希

望が企業・学生とも高い状態を保っているものと考えられます。 

就職活動の時期の前倒しや通年化といった動きの中で、インターンシップでも期間の短いもの（１day など）に集まる

傾向も見受けられ、「ミスマッチを防ぎ、就業体験を積む」といったインターンシップ当初の目的が変化していることも一

因として考えられます。 

 

） 企業・団体アンケート結果（回答社数 268社 回答人数 268人）  （単位：社）

２０２１年度のアンケートには、多くの企業様・団体様のご協力をいただきました。受入れの狙いについては例年の傾

向と変わらず、「学生の意識を高める」「自社の PR」「交流が採用のプラスになる」が上位になっています。また、満足

度についてはおおむね好結果になっています。 

（※企業一覧 296社には、きらおかでインターンシップ登録をされてアンケート回答なしの企業が含まれます。） 

 

 

 



Ⅵ．資料編 
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２）インターンシップ実績アンケート回答企業一覧 
①きらおか登録企業 

 

名称 業種 地区 住所
アイサワ工業株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区表町1-5-1
浅野産業株式会社 サービス 岡山市北区 岡山市北区南中央町12-16
旭タクシー株式会社 サービス 岡山市北区 岡山市北区西古松西町5番5号
アジア工業株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区玉柏562番地
株式会社ウェーブハウス サービス 岡山市北区 岡山市北区辰巳2-108
株式会社エイジェック サービス 岡山市北区 岡山市北区柳町1-1-1　住友生命岡山ビル19F
株式会社エイト日本技術開発 サービス 岡山市北区 岡山市北区津島京町3-1-21
株式会社エヌ・シー・ピー サービス 岡山市北区 岡山市北区下伊福本町1-33
ＯＥＣ株式会社 岡山市北区 岡山市北区本町6番36号　第一セントラルビル3Ｆ
株式会社オーディーエル サービス 岡山市北区 岡山市北区表町2-2-33　表町水川ビルⅡ-3F
岡山市農業協同組合 官公庁等 岡山市北区 岡山市北区大供表町1番1号
岡山市役所 官公庁等 岡山市北区 岡山市北区大供一丁目1番1号
おかやま信用金庫 金融 岡山市北区 岡山市北区柳町1-11-21
岡山電力株式会社 サービス 岡山市北区 岡山市北区南中央町2-11 TKK岡山ビル5階
岡山トヨタ自動車株式会社 商社 岡山市北区 岡山市北区大供三丁目2-12
岡山日産自動車株式会社 商社 岡山市北区 岡山市北区西長瀬1203-6
株式会社岡山ランドリー メーカー 岡山市北区 岡山市北区表町1-6-15
株式会社小坂田建設 メーカー 岡山市北区 岡山市北区建部町川口1417
株式会社カイタックホールディングス 商社 岡山市北区 岡山市北区昭和町3-12
カシスコミュニケーション株式会社 岡山市北区 岡山市北区岡南町2-2-45
カジノン株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区番町1丁目11番25号
株式会社カワニシ（オルバグループ） 商社 岡山市北区 岡山市北区今1-4-31兼
株式会社キャリアプランニング サービス 岡山市北区 岡山市北区本町6番36号
クリエイティブリンク株式会社 岡山市北区 岡山市北区平野765-19
興和商事株式会社 小売業 岡山市北区 岡山市北区問屋町25-106
コムパス株式会社 小売業 岡山市北区 岡山市北区下中野1222-7
株式会社山陽新聞事業社 岡山市北区 岡山市北区柳町2丁目1番1号 山陽新聞社本社ビル15階
株式会社山陽新聞社 マスコミ 岡山市北区 岡山市北区柳町2-1-1
株式会社システムエンタープライズ 岡山市北区 岡山市北区富吉3203番地
株式会社シティライト 小売業 岡山市北区 岡山市北区野田3－1－7
シマダクリエイティブ株式会社 サービス 岡山市北区 岡山市北区辰巳29-103辰巳セントラルビル1F
スズキ岡山販売株式会社 小売業 岡山市北区 岡山市北区平野622-5
大紀産業株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区清心町3番3号
大善株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区撫川1513
タツモ株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区芳賀5311
茶屋町鉄工株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区今保48番地
株式会社ティ・シー・シー メーカー 岡山市北区 岡山市北区本町6-30 第一セントラルビル2F
社会福祉法人天成会　ぬくもりの里あおえ サービス 岡山市北区 岡山市北区青江3丁目10-28
株式会社天満屋 小売業 岡山市北区 岡山市北区表町2丁目1番1号
株式会社天満屋ストア 小売業 岡山市北区 岡山市北区岡町13-16
東洋産業株式会社 サービス 岡山市北区 岡山市北区新屋敷町三丁目19番20号
東洋重機工業株式会社 サービス 岡山市北区 岡山市北区久米6番地
株式会社東洋リース サービス 岡山市北区 岡山市北区久米6番地
友野印刷株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区高柳西町1番23号
トヨタL&F岡山株式会社 商社 岡山市北区 岡山市北区久米160
トヨタカローラ岡山株式会社 小売業 岡山市北区 岡山市北区鹿田町1丁目1-26
トヨタホーム岡山株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区久米161
株式会社トンボ メーカー 岡山市北区 岡山市北区厚生町二丁目2番9号
株式会社日産サティオ岡山 商社 岡山市北区 岡山市北区西長瀬1203-6
日東物産株式会社 小売業 岡山市北区 岡山市北区大内田830番地の１
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名称 業種 地区 住所
ネットリンクス株式会社 岡山市北区 岡山市北区表町1－7－15
株式会社ハーバー・ソフトウェア 岡山市北区 岡山市北区田町１丁目8番30号伊達ビル４階
株式会社ハジメクリエイト 岡山市北区 岡山市北区田中604-14
ハリウッドチェーン・成通グループ（株式会社成
通・ソフトシステムズ）

サービス 岡山市北区 岡山市北区駅前町1-1-1　成通岡山ビル11階

株式会社はれコーポレーション サービス 岡山市北区 岡山市北区表町1-5-1　岡山シンフォニービル
株式会社ビザビ マスコミ 岡山市北区 岡山市北区内山下1-3-1
株式会社ヘルヴェチア メーカー 岡山市北区 岡山市北区十日市西町8-11

マイクロメイト岡山株式会社 小売業 岡山市北区
岡山市北区表町1-3-50（丸善雄松堂株式会社 岡山支店
内）

松芝エンジニアリング株式会社 岡山市北区 岡山市北区幸町8-29　三井生命岡山ビル3Ｆ
ミサワホーム中国株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区野田2-13-17
ユアサシステム機器株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区吉備津2292-1
株式会社ユーコム 岡山市北区 岡山市北区本町10番17号　本町第一ビル5Ｆ
ライフデザイン・カバヤ株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区中仙道2丁目9-11
株式会社リットシティ 岡山市北区 岡山市北区磨屋町1番6号　岡山磨屋町ビル9F

両備グループ サービス 岡山市北区
岡山市北区下石井2-10-12  杜の街グレース オフィススク
エア 5F

株式会社両備ヘルシーケア サービス 岡山市北区 岡山市北区丸の内二丁目1番10号
ウエストジャパン興業株式会社　備前自動車岡山
教習所

サービス 岡山市中区 岡山市中区清水418

内山工業株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区小橋町2-1-10
オージー技研株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区海吉1835-7
岡山ガス株式会社 サービス 岡山市中区 岡山市中区桜橋2－1－1
株式会社グロップ サービス 岡山市中区 岡山市中区さい70-3
社会福祉法人恵風会 サービス 岡山市中区 岡山市中区今谷770-1
株式会社廣榮堂 メーカー 岡山市中区 岡山市中区藤原60
株式会社ザグザグ 小売業 岡山市中区 岡山市中区清水369-2
セリオ株式会社 岡山市中区 岡山市中区原尾島3-16-4
ナカウン株式会社 サービス 岡山市中区 岡山市中区倉富340-18
株式会社西日本アチューマットクリーン サービス 岡山市中区 岡山市中区藤原50-1
株式会社西日本システムサービス 岡山市中区 岡山市中区長岡101-28
株式会社ミスターサービス サービス 岡山市中区 岡山市中区桑野110-2
有限会社ミト・ワークス 岡山市中区 岡山市中区浜三丁目3-40
ヤンマーアグリ株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区江並428番地
医療法人社団良友会 サービス 岡山市中区 岡山市中区藤崎465
株式会社ＩＮＥ検測 サービス 岡山市東区 岡山市東区西大寺中野85-6
株式会社芦野組 メーカー 岡山市東区 岡山市東区瀬戸町弓削1042番地
オカネツ工業株式会社 メーカー 岡山市東区 岡山市東区九蟠1119-1
株式会社岡山システムサービス 岡山市東区 岡山市東区西大寺新地220-1
株式会社クレスコ メーカー 岡山市東区 岡山市東区上道北方165番地
株式会社サンナン メーカー 岡山市東区 岡山市東区邑久郷2495-7
株式会社システムズナカシマ 岡山市東区 岡山市東区上道北方688-1
株式会社誠実興業 メーカー 岡山市東区 岡山市東区竹原1771-1
株式会社大和鉄工所 メーカー 岡山市東区 岡山市東区金岡西町1108-2
株式会社中四国クボタ 商社 岡山市東区 岡山市東区宍甘275番地
ナカシマプロペラ株式会社 メーカー 岡山市東区 岡山市東区上道北方688-1
株式会社ニッカリ メーカー 岡山市東区 岡山市東区西大寺川口465-1
医療法人社団藤田病院　介護老人保健施設はるか サービス 岡山市東区 岡山市東区西大寺北941
株式会社村上興業 メーカー 岡山市東区 岡山市東区沼1415-1
暁電業株式会社 商社 岡山市南区 岡山市南区福成2丁目13-1
アサゴエ工業株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区箕島557-4
旭電業株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区西市433-4
株式会社岩井工業所 メーカー 岡山市南区 岡山市南区浦安本町171-7
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名称 業種 地区 住所
ネットリンクス株式会社 岡山市北区 岡山市北区表町1－7－15
株式会社ハーバー・ソフトウェア 岡山市北区 岡山市北区田町１丁目8番30号伊達ビル４階
株式会社ハジメクリエイト 岡山市北区 岡山市北区田中604-14
ハリウッドチェーン・成通グループ（株式会社成
通・ソフトシステムズ）

サービス 岡山市北区 岡山市北区駅前町1-1-1　成通岡山ビル11階

株式会社はれコーポレーション サービス 岡山市北区 岡山市北区表町1-5-1　岡山シンフォニービル
株式会社ビザビ マスコミ 岡山市北区 岡山市北区内山下1-3-1
株式会社ヘルヴェチア メーカー 岡山市北区 岡山市北区十日市西町8-11

マイクロメイト岡山株式会社 小売業 岡山市北区
岡山市北区表町1-3-50（丸善雄松堂株式会社 岡山支店
内）

松芝エンジニアリング株式会社 岡山市北区 岡山市北区幸町8-29　三井生命岡山ビル3Ｆ
ミサワホーム中国株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区野田2-13-17
ユアサシステム機器株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区吉備津2292-1
株式会社ユーコム 岡山市北区 岡山市北区本町10番17号　本町第一ビル5Ｆ
ライフデザイン・カバヤ株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区中仙道2丁目9-11
株式会社リットシティ 岡山市北区 岡山市北区磨屋町1番6号　岡山磨屋町ビル9F

両備グループ サービス 岡山市北区
岡山市北区下石井2-10-12  杜の街グレース オフィススク
エア 5F

株式会社両備ヘルシーケア サービス 岡山市北区 岡山市北区丸の内二丁目1番10号
ウエストジャパン興業株式会社　備前自動車岡山
教習所

サービス 岡山市中区 岡山市中区清水418

内山工業株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区小橋町2-1-10
オージー技研株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区海吉1835-7
岡山ガス株式会社 サービス 岡山市中区 岡山市中区桜橋2－1－1
株式会社グロップ サービス 岡山市中区 岡山市中区さい70-3
社会福祉法人恵風会 サービス 岡山市中区 岡山市中区今谷770-1
株式会社廣榮堂 メーカー 岡山市中区 岡山市中区藤原60
株式会社ザグザグ 小売業 岡山市中区 岡山市中区清水369-2
セリオ株式会社 岡山市中区 岡山市中区原尾島3-16-4
ナカウン株式会社 サービス 岡山市中区 岡山市中区倉富340-18
株式会社西日本アチューマットクリーン サービス 岡山市中区 岡山市中区藤原50-1
株式会社西日本システムサービス 岡山市中区 岡山市中区長岡101-28
株式会社ミスターサービス サービス 岡山市中区 岡山市中区桑野110-2
有限会社ミト・ワークス 岡山市中区 岡山市中区浜三丁目3-40
ヤンマーアグリ株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区江並428番地
医療法人社団良友会 サービス 岡山市中区 岡山市中区藤崎465
株式会社ＩＮＥ検測 サービス 岡山市東区 岡山市東区西大寺中野85-6
株式会社芦野組 メーカー 岡山市東区 岡山市東区瀬戸町弓削1042番地
オカネツ工業株式会社 メーカー 岡山市東区 岡山市東区九蟠1119-1
株式会社岡山システムサービス 岡山市東区 岡山市東区西大寺新地220-1
株式会社クレスコ メーカー 岡山市東区 岡山市東区上道北方165番地
株式会社サンナン メーカー 岡山市東区 岡山市東区邑久郷2495-7
株式会社システムズナカシマ 岡山市東区 岡山市東区上道北方688-1
株式会社誠実興業 メーカー 岡山市東区 岡山市東区竹原1771-1
株式会社大和鉄工所 メーカー 岡山市東区 岡山市東区金岡西町1108-2
株式会社中四国クボタ 商社 岡山市東区 岡山市東区宍甘275番地
ナカシマプロペラ株式会社 メーカー 岡山市東区 岡山市東区上道北方688-1
株式会社ニッカリ メーカー 岡山市東区 岡山市東区西大寺川口465-1
医療法人社団藤田病院　介護老人保健施設はるか サービス 岡山市東区 岡山市東区西大寺北941
株式会社村上興業 メーカー 岡山市東区 岡山市東区沼1415-1
暁電業株式会社 商社 岡山市南区 岡山市南区福成2丁目13-1
アサゴエ工業株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区箕島557-4
旭電業株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区西市433-4
株式会社岩井工業所 メーカー 岡山市南区 岡山市南区浦安本町171-7
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名称 業種 地区 住所
栄光テクノ株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区新福2丁目7番20号
株式会社大原組 メーカー 岡山市南区 岡山市南区当新田128-2
公益財団法人岡山県環境保全事業団 官公庁等 岡山市南区 岡山市南区内尾665-1
株式会社岡山県水 商社 岡山市南区 岡山市南区市場1-1
岡山リハビリ機器販売有限会社 小売業 岡山市南区 岡山市南区泉田350番地1
株式会社カートップ 小売業 岡山市南区 岡山市南区青江6-3-8
株式会社果実工房 メーカー 岡山市南区 岡山市南区古新田1153-6
株式会社協同プレス メーカー 岡山市南区 岡山市南区新保101-20
株式会社サイカイコンサルタント サービス 岡山市南区 岡山市南区西市116-4
株式会社重藤組 メーカー 岡山市南区 岡山市南区福成3丁目6番22号
ゼノー・テック株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区豊浜町12番8号
ダイヤ工業株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区古新田1125
つばめガス株式会社 サービス 岡山市南区 岡山市南区福田174
社会福祉法人東光会（おおふくこども園・ならの
木保育園・どんぐりのいえ）

サービス 岡山市南区 岡山市南区大福760-2

トリツ機工株式会社 商社 岡山市南区 岡山市南区福成2-19-2
ネッツトヨタ山陽株式会社 商社 岡山市南区 岡山市南区古新田1166
株式会社バークジャパン サービス 岡山市南区 岡山市南区下中野1409-12
橋本義肢製作株式会社 メーカー 岡山市南区 岡山市南区浦安西町32-13
P・O・Pホールディングス株式会社 サービス 岡山市南区 岡山市南区浦安南町220-1
ピコシステム株式会社 岡山市南区 岡山市南区西市98-4
備商株式会社 商社 岡山市南区 岡山市南区福成2丁目19番6号
双葉電機株式会社 商社 岡山市南区 岡山市南区福成2丁目23番18号
株式会社蓬莱組 メーカー 岡山市南区 岡山市南区泉田3-7-20-1
マックスバリュ西日本株式会社　岡山事務所 小売業 岡山市南区 岡山市南区平福1-305-2　(岡山事務所）
株式会社マツモトキヨシ中四国販売 小売業 岡山市南区 岡山市南区福富西1丁目20-32
株式会社ミツワ メーカー 岡山市南区 岡山市南区妹尾2802
ライト電業株式会社 商社 岡山市南区 岡山市南区芳泉2丁目2番32号
株式会社両備システムズ 岡山市南区 岡山市南区豊成2-7-16
株式会社WORK SMILE LABO 商社 岡山市南区 岡山市南区福浜15-10
株式会社ワインショップ武田 小売業 岡山市南区 岡山市南区新保1130-1
社会福祉法人愛育福祉会 サービス 倉敷市 倉敷市連島町鶴新田2235-3
株式会社赤沢鉄工所 メーカー 倉敷市 倉敷市玉島阿賀崎2401
有限会社アクシス 倉敷市 倉敷市老松町4-8-20
株式会社いのうえ サービス 倉敷市 倉敷市二日市511-1
有限会社ウイルパワー 小売業 倉敷市 倉敷市福田町古新田308-1
エムアンドシーシステム株式会社 倉敷市 倉敷市沖255番地11
社会福祉法人王慈福祉会 サービス 倉敷市 倉敷市児島下の町5-2-17
株式会社岡山トレジャーシステム 倉敷市 倉敷市鶴形一丁目３番１号
貝原水道株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市中庄1083-5
株式会社カザケン メーカー 倉敷市 倉敷市真備町箭田862-12
カモ井食品工業株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市中島1138番地
株式会社貨物堂 小売業 倉敷市 倉敷市林449-1
協成工業株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市連島2-1-1
株式会社共和工業所 メーカー 倉敷市 倉敷市松江4-2-3
株式会社倉敷自動車教習所 サービス 倉敷市 倉敷市中島2236-100
倉敷市役所 官公庁等 倉敷市 倉敷市西中新田640番地
倉敷繊維加工株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市下庄1138-1
クラブン株式会社 商社 倉敷市 倉敷市笹沖410-5
KBKエンジニアリング株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市中畝6丁目7番19号
株式会社コーセイカン メーカー 倉敷市 倉敷市下庄1126-6
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名称 業種 地区 住所
株式会社琴浦製作所 メーカー 倉敷市 倉敷市児島下之町９丁目１８－１４
株式会社シマダオール 小売業 倉敷市 倉敷市中畝7丁目4番7号
社会福祉法人松園福祉会 サービス 倉敷市 倉敷市玉島勇崎1044
株式会社ショーワ メーカー 倉敷市 倉敷市児島稗田町2006
株式会社SPARK TRUE メーカー 倉敷市 倉敷市児島上の町２丁目9-65
瀬戸内エンジニアリング株式会社 サービス 倉敷市 倉敷市水島西栄町8-4
株式会社創心會 サービス 倉敷市 倉敷市茶屋町2102-14
ダイヤクリーニング株式会社 サービス 倉敷市 倉敷市中島2636-3
有限会社田中製作所 メーカー 倉敷市 倉敷市栗坂467番地の19
ダブルツリーグループ（株式会社ハヤシ） 商社 倉敷市 倉敷市加須山334-4
玉島信用金庫 金融 倉敷市 倉敷市玉島1438番地
中央建設株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市吉岡293-1
株式会社東洋工務店 メーカー 倉敷市 倉敷市神田2丁目7-45
中谷興運株式会社 サービス 倉敷市 倉敷市水島海岸通2丁目1番地
ナカハラ・インコム有限会社 メーカー 倉敷市 倉敷市玉島上成595
株式会社ナッシュ 商社 倉敷市 倉敷市児島稗田町3292-1
株式会社なんば技研 サービス 倉敷市 倉敷市玉島長尾214番地の1
株式会社仁科百貨店 小売業 倉敷市 倉敷市連島町連島1990
株式会社ニッコーテック メーカー 倉敷市 倉敷市安江461-8
萩原工業株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市水島中通一丁目4番地
晴れの国岡山農業協同組合 官公庁等 倉敷市 倉敷市玉島八島1510-1
ピープルソフトウェア株式会社 倉敷市 倉敷市阿知1-7-2 くらしきシティプラザ西ビル5階
株式会社鵬林 小売業 倉敷市 倉敷市笹沖490
社会福祉法人ますみ会　特別養護老人ホームます
み荘

サービス 倉敷市 倉敷市中島837番地5

丸五ゴム工業株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市上富井58
株式会社ミズレック倉敷支店 メーカー 倉敷市 支店：倉敷市水島川崎通1丁目(JFE構内)
目黒建設株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市生坂261-6
山口技商株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市松江3丁目18-38
山﨑プラント株式会社　水島営業所 メーカー 倉敷市 倉敷市水島川崎通１丁目JFE構内
株式会社ヤマダ メーカー 倉敷市 倉敷市連島1-15-10
税理士法人リアライズ サービス 倉敷市 倉敷市児島下の町1-11-45
ワウハウス岡山株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市新田2430-1
株式会社和田組 メーカー 倉敷市 倉敷市水島東千鳥町1-1
株式会社赤磐開発 メーカー 備前/赤磐市 赤磐市山口1657番地1
株式会社岡山村田製作所 メーカー 備前/瀬戸内市 瀬戸内市邑久町福元77
コーワン株式会社 サービス 備前/備前市 備前市東片上213-1
株式会社ジップ サービス 備前/瀬戸内市 瀬戸内市長船町長船301-11
株式会社スイフトスタッフ 備前/玉野市 玉野市迫間2273-1
竹久夢二本舗敷島堂株式会社 メーカー 備前/瀬戸内市 岡山市瀬戸内市邑久町尾張1153-1
有限会社ダスキン備前 サービス 備前/備前市 備前市穂浪3468-3
株式会社タック メーカー 備前/備前市 備前市吉永町南方1073
利守酒造株式会社 メーカー 備前/赤磐市 赤磐市西軽部762-1
株式会社ＮＩＣＳ 備前/玉野市 玉野市宇野1-11-1
淵本重工業株式会社 メーカー 備前/赤磐市 赤磐市坂辺1566番地
イーグル工業株式会社　岡山事業場 メーカー 備中/高梁市 高梁市落合町阿部1212
井原精機株式会社 メーカー 備中/井原市 井原市上出部町431-3
井原放送株式会社 備中/井原市 井原市井原町1934-1
株式会社イマイ 小売業 備中/高梁市 高梁市中原町1542-1
エヌイーシール株式会社 メーカー 備中/吉備中央町 加賀郡吉備中央町湯山1300-15
岡山イーグル株式会社 メーカー 備中/高梁市 高梁市有漢町有漢4803-1
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名称 業種 地区 住所
岡山指月株式会社 メーカー 備中/総社市 総社市見延1626-2
株式会社賀陽技研 メーカー 備中/吉備中央町 加賀郡吉備中央町黒山12
社会福祉法人吉備健生会 サービス 備中/吉備中央町 吉備中央町上竹753番地
吉備信用金庫 金融 備中/総社市 総社市中央二丁目1番1号
株式会社クォークテクノロジー メーカー 備中/井原市 井原市木之子町167番地
グリーンツール株式会社 メーカー 備中/笠岡市 笠岡市みの越17番地
コアテック株式会社 メーカー 備中/総社市 総社市赤浜500
坂本産業株式会社 メーカー 備中/笠岡市 笠岡市走出670－1
三共精粉株式会社 メーカー 備中/新見市 新見市高尾2484-24
山陽環境開発株式会社 サービス 備中/新見市 新見市高尾2304番地の1
三陽機器株式会社 メーカー 備中/里庄町 浅口郡里庄町新庄3858
株式会社サンラヴィアン メーカー 備中/里庄町 浅口郡里庄町新庄3920
シーピー化成株式会社 メーカー 備中/井原市 井原市東江原町1516番地
シバセ工業株式会社 メーカー 備中/浅口市 浅口市鴨方町六条院中3037
新興工業株式会社 メーカー 備中/総社市 総社市富原129-46
株式会社生興運送 サービス 備中/井原市 井原市木之子町3395
社会福祉法人雪舟福祉会 サービス 備中/総社市 総社市久代5127
タカヤ株式会社 メーカー 備中/井原市 井原市井原町661-1
社会福祉法人天神会 サービス 備中/笠岡市 笠岡市神島3628-16
中村建設株式会社 メーカー 備中/高梁市 高梁市横町1541-5
新見市役所 官公庁等 備中/新見市 新見市新見310-3
備北信用金庫 金融 備中/高梁市 高梁市正宗町1964番陳の1
ヒルタ工業株式会社 メーカー 備中/笠岡市 笠岡市茂平1410
冨士ベークライト株式会社 メーカー 備中/矢掛町 小田郡矢掛町小田6500
安田工業株式会社 メーカー 備中/里庄町 浅口郡里庄町大字浜中1160
株式会社アイダメカシステム メーカー 美作/美作市 美作市中川337番地
アセス株式会社 サービス 美作/津山市 津山市中北上1731-2
株式会社イリエ 小売業 美作/津山市 津山市川崎532-1
A＆C株式会社 サービス 美作/美作市 美作市湯郷180
オーエヌ工業株式会社 メーカー 美作/津山市 津山市上田邑3235－2
鶴山運送株式会社 サービス 美作/津山市 津山市くめ50番83
共和機械株式会社 メーカー 美作/津山市 津山市河面３７５番地
晃立工業株式会社 メーカー 美作/津山市 津山市草加部1147
株式会社コニック岡山工場 メーカー 美作/勝央町 勝田郡勝央町太平台10-5
山陽ロード工業株式会社 メーカー 美作/津山市 津山市下高倉西1203-1
ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社 メーカー 美作/津山市 津山市院庄字沢1089-1
医療法人慈恵会　ひらいクリニック・介護療養型
老人保健施設かもの郷

サービス 美作/津山市 津山市加茂町中原61

勝英自動車学校 サービス 美作/勝央町 勝田郡勝央町平1227-6
津山市役所 官公庁等 美作/津山市 津山市山北520
株式会社ニーズホーム メーカー 美作/津山市 津山市東一宮50-4
日本植生株式会社 メーカー 美作/津山市 津山市高尾573-1
有限会社ファインアートかわばた メーカー 美作/津山市 津山市下野田387-1
株式会社藤岡エンジニアリング メーカー 美作/真庭市 真庭市下市瀬1100
株式会社本山合金製作所 メーカー 美作/津山市 津山市綾部1645-20
山一水産株式会社 小売業 美作/津山市 津山市戸島921番地5
ランデス株式会社 メーカー 美作/真庭市 真庭市開田630-1
株式会社ワードシステム 美作/津山市 津山市鍛治町37番地
株式会社アイサス 県外/石川県 石川県金沢市諸江町中丁171-1　梅信ビル2階
ＭＸモバイリング株式会社 小売業 県外/東京都 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 豊洲フォレシア
サンキ・ウエルビィ株式会社 サービス 県外/広島県 広島県広島市西区商工センター6-1-11
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名称 業種 地区 住所
株式会社ジェイテック 県外/大阪府 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F
株式会社ジュンテンドー 小売業 県外/島根県 島根県益田市下本郷町206-5
水ing株式会社 西日本支店 サービス 県外/大阪府 大阪市淀川区西中島7-1-5 辰野新大阪ビル3階
株式会社外林 商社 県外/広島県 広島県福山市卸町2番6号
株式会社西日本セイムス 小売業 県外/愛媛県 愛媛県宇和島市和霊町1211番地
日本生命保険相互会社 金融 県外/大阪府 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12
株式会社浜田工務店 メーカー 県外/兵庫県 兵庫県高砂市高砂町田町491
冨士端子工業株式会社 メーカー 県外/大阪府 大阪府大阪市西区西本町3-1-44
株式会社ププレひまわり 小売業 県外/広島県 広島県福山市西新涯町2丁目10番11号

名称 業種 地区 住所
岡山県工業技術センター 官公庁等 岡山市北区 岡山市北区芳賀5301
協同組合岡山県土質試験センター サービス 岡山市北区 岡山市北区津島京町2-8-1
岡山スポーツ会館 サービス 岡山市北区 岡山市北区絵図町1-50 株式会社岡山スポーツ会館
菅公学生服株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区駅元町１５番１号　岡山リットシティビル5F
髙山産業株式会社 サービス 岡山市北区 岡山市北区清輝橋1-8-21
一般社団法人日本地域イノベーション研究機構 官公庁等 岡山市北区 岡山市北区駅前町1-8-1　岡山新光ビル5F
株式会社ハイテックシステムズ 岡山市北区 岡山市北区幸町大樹生命岡山ビル7F
畠山製菓株式会社 メーカー 岡山市北区 岡山市北区旭町101番地
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株
式会社（富士ゼロックス岡山株式会社）

商社 岡山市北区 岡山市北区今4丁目14番26号

NPO法人若者応援コミュニティとりのす 官公庁等 岡山市北区 岡山市北区伊福町4-4-31
アイネットシステム株式会社 岡山市中区 岡山市中区平井1091-1
岡山医療生活協同組合　総合病院岡山協立病院 サービス 岡山市中区 岡山市中区赤坂本町8-10
中原鉄工株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区雄町250-7
日宝綜合製本株式会社 メーカー 岡山市中区 岡山市中区今在家197-1
株式会社サイ メーカー 岡山市東区 岡山市東区西大寺中野105
株式会社インテックス サービス 岡山市南区 岡山市南区藤田1438-10
株式会社キョードーフーズ メーカー 岡山市南区 岡山市南区浜野4-20-6
こくみん共済 coop＜全労済＞　中四国統括本部
岡山推進本部

金融 岡山市南区 岡山市南区藤田564-178

株式会社大島屋 メーカー 倉敷市 倉敷市西阿知町852
玉島テレビ放送株式会社 マスコミ 倉敷市 倉敷市玉島阿賀崎1-2-31
つばさクリニック サービス 倉敷市 倉敷市大島534-1
株式会社テオリ メーカー 倉敷市 倉敷市真備町服部1807
ペガサスキャンドル株式会社 メーカー 倉敷市 倉敷市西阿知町1320-5
社会福祉法人報恩会　牛窓ルンビニ保育園 サービス 倉敷市 倉敷市4959-5
株式会社水島測量設計コンサルタント サービス 倉敷市 倉敷市松江2-5-1
社会福祉法人四ツ葉会 サービス 倉敷市 倉敷市徳芳501-1
有限会社アグリ元気岡山（農マル園芸　吉備路農
園）

サービス 備前/総社市 総社市西郡411-1

有限会社小川製作所 メーカー 備前/総社市 総社市赤浜600  (協)ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ総社内
株式会社おもちゃ王国 サービス 備前/玉野市 玉野市滝1640-1
セイテック株式会社 メーカー 備前/赤磐市 赤磐市可真下580
備前市役所 官公庁等 備前/備前市 備前市東片上126番地
藤田建設株式会社 メーカー 備前/備前市 備前市東片上28
岡山県共同石灰株式会社 メーカー 備中/新見市 新見市井倉58
社会福祉法人鶯園　特別養護老人ホーム千寿荘 サービス 美作/津山市 津山市瓜生原337-1
津山市[産業文化部　仕事・移住支援室] 官公庁等 美作/津山市 津山市山北520番地
株式会社HAKKEIJAPAN サービス 美作/真庭市 真庭市豊栄1572
株式会社四方一商店 商社 美作/真庭市 真庭市栗原1343
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■業種別の県内企業・団体数（インターンシップ実績アンケート回答） 
業種 2021(令和 3)年度 

メーカー 124 

商社 21 

小売業 27 

金融 6 

マスコミ 3 

IT 30 

サービス 73 

官公庁等 12 

合 計 296 

 
※業種については、各企業・団体の登録により集計いたしました。

※企業一覧掲載の 社には、アンケートに回答いただいた 社に加えて、きらおかにインターンシップ登

録をされている企業でアンケート回答なしの企業が含まれております。

 
今回の企業一覧に掲載している企業・団体様は、①きらおかに登録かつインターンシップ実

績アンケートに回答した②きらおかにインターンシップ募集登録をした③きらおか登録はして

いないがインターンシップ実績アンケートに回答したのいずれかに該当する企業様になります。 
ご協力ありがとうございました。 
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