長野県地域発元気づくり支援金活用事業

高校生と地元企業とを「つなぐ」事業
報 告 書

飯田市役 所 産 業 振 興課

高校生と地元企業とを「つなぐ事業」について
事業目的

企業や地域の人材不足の解消

企業や地域の知名度・イメージ向上

「つなぐ事業」は飯田下伊那地域の雇用における人材不足の改善を目指した飯田市の事業です。
市では人材確保のために、地元の若年層である高校生に着目しています。現在、高校を卒業する生徒の
うち約 20％が地元就職をし、約 70％が進学をします（図１）。そのうち地元に戻って就職する者の割合は
20％程度です。よって、地元に就職する割合、回帰定着率は全体の約40％にとどまっているのが現状です。

地元への
就 職者を
増やしたい

そこで、この回帰定着率を 50％へアップさせようというのがこの事業の目的のひとつです。
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（ 図１ ） 飯田下伊那地域の高校卒業者の回帰定着率

ねらい

「なじみ」の醸成

「気づき」の創出

「つなぐ事業」は高校生と地元企業
との接点をつくり、交流を増やすこと

高 校 生と企 業、企 業
側担当者との間に「な
じみ」を醸成する取り
組みをおこないます。

高校生の思考動向をより理解します。
高校生が将来働きたいと思える環境
づくりは、社員の成長や社内の活性
化にもつながります。

で 両 者のあいだに「なじみ」 を醸
成しようというものです。
「なじみ」の醸 成により地元企業の
知名度やイメージが向上し、将来の就
職先のひとつになることを期待してい
ます。

地元企業と「なじみ」ができることで

「気づき」をもつことで

企業や地域が就職先の選択肢に

より魅力ある企業に変化

また、高校 生の思考動向を知り、
高 校 生 が 働きたくなる企 業について
考える 機 会となることで、企 業 側 の

「気づき」を創出し、より魅力のあ
る企業へと変化することにも寄与する
ものと考えています。

取り組み （オーダーメイドの）高校生受け入れプログラムの構築
企業ごとで自由に設計される「高校生受け入れプログラム」は大きく次の２つに分類されます。

テーマ設計型
スイーツ開発やスマホアプリ開発、ツアーイ
ベントなど、企業の強みや高校生の「やりた
い」に応えるテーマを設け、参加者を募って
実施するタイプのプログラムです。

フリースペース提供型

自由設計

企業の会議 室などを開放し、高校生が自由に
利用ができる空間として提供する取り組みです。
勉強部屋や地 域活動の拠点、打ち上げなどに
利用があり、日常的に高校生の姿がみられます。

内容は個々の企業の状況や
事情により異なります。
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特徴

○民間企業の遊休資産を活用したエコサイクル
高校生が学習スペース等でよく利用している施設（図書館や市役所といった公共スペース）をそのニーズに合わせ
て増やすのは公的コストを考えると非現実的です。一方、民間企業には遊休スペースをはじめ、活用できる資産が
多数存在してるケースもあります。この事業を通じて、それらの活用方法を模索していきます。

○高校生の「やりたい」を応援
民間企業には多様で専門的なリソースがたくさんあります。
企業が高校生のやりたい、知りたいといったニーズに応えていくこ
とで、高校生と企業との間に「なじみ」を醸成します。

○横並び一括採用のような非多様性の採用方法からの脱却
価値観の変化により、働き方も変化します。将来の人材確保のためにも採用
方法の見直しが一層求められています。新しい採用方法の糸口を探るための活
動となります。

○企業の自主的な活動

企業への行政からの金銭的支援はおこないません

事業の性質上、企業の自主的な活動がふさわしいと考え、この事業では高校生を受け入れるこ
とに行政からの助成をおこなうことはしません。

○企業内メンターを増やし、地域全体を魅力的に
若い方々の思考動向を知り、その価値観に寄

参加協力企業数 61 社
目標を大きく上回る

り添う企業が増えることで若い方々に選ばれる地

参加協力企業数は事業初年度

域、雇用に困らない地域へと変わっていきます。

より想定目標を大きく上回り、

61 社

３年経 過した時点で 61 社と
なっています。

メンター制度

すでに「つなぐ事業活動」をおこなっ
ている企業や若年層との活動経験が
豊富な「メンター」が協力します。

企業 数

33 社
参加
企 業数

32

24

16 社
企業内にメンターが誕 生し、継続的
な取り組みをおこないます。

16

24 社
16 社
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企業内メンターの誕生 将来は企業内メンターが他の企業とも情報共有や
連携、協力して地域全体の魅力アップを目指します。
地域全体へと波及

8社
0

1 年目

それぞれの参加協力企業が得
た経験を事務局を介して情報
共有することで、各企業の活
動をブラッシュアップします。

2 年目

3 年目

参加協力企業数の推移

企業のメリット
情報共有

企業間連携
企業同士が連携することで弱
みを解消します。（例：高 校
生がアクセスしにくい立 地に
ある企 業とフリースペースを
提供する好立地にある企業と
の連携により、双 方にメリッ
トがある取り組みにします。）

目標

信頼信用

(2021/3 現在 )

情報発信

行政の事業とすることで、企

より多くの 企 業 が 参 加 協 力
業単身でおこなうよりも信頼、 し、バラエティに富んだ取り
信用が 担保されます。（※活 組みになることでメディアや
人々の関心を集めます。また、
動時の保険や補償については
高校生や高校へのポスター掲
各企業が担います。）
示などの情報提供も効率的に
おこなえます。
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事 務局の重 点活動

高校生への広報宣伝活動

写
真
提
供
飯
田
女
子
高
校

高校生の認知度向上、保護者や教育関係者への理解、地域や企業への広報の観点から、
「つなぐ事業」では情報発信に注力しています。参加協力企業様の知名度向上にも貢献します。

●飯田下伊那８校すべてに案内
阿智高校、阿南高校、飯田高校、飯田OIDE長姫高校、飯田女子高校、下伊那農業高校、
風越高校、松川高校のご理解のもと、各校に常設のポスター掲示、参加協力企業様から
お預かりしたチラシの掲示や配布をおこなっています。
フリースペースマップ
協力企業様が提供している
フリースペースを伝えるチラシ

Google Map
でも情報配信中

高校での掲示風景
ポスターの他、参加協力企業様
からのチラシなどを掲示しています

つなぐ事業ポスター
このポスターは飯田下伊那の
すべての高校に掲示されています

「広報いいだ」

●行政発の情報発信

特集記事として掲載

公共施設（りんご庁舎、市役所、JR 飯田駅など）での
ポスター掲示・チラシ配布、また「広報いいだ」や飯田ケー
ブルテレビの番組、行政運営の各種ウェブサイトでも情報
を発信しています。

チ
ラ
シ
を
配
布
し
て
い
ま
す
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●SNS による拡散
「つなぐ事業」事務局としてツイッターや Facebook など SNS ツールを用いた
情報発信をおこなっています。拡散に協力くださる高校生もいて、動画サイト
などを通じて多くの地元高校生にアプローチしています。
[ 公式 ] Twitter ＠27gu3
Facebook つなぐ事業

[ 高校生有志による配信 ]
Youtube つなぐ太郎

事 務局の重 点活動

情報交換会（メンター勉強会）の開催
若い方々の思考動向を知り、その価値観に寄り添う企業になるための情報交換の
場をつくっています。事業活動を通じて得られた情報交換や参加協力企業様同士の
連携につながることが期待されます。

高校での見学会
飯田 OIDE 長姫高校「地域活性プロジェクト」に
参加している参加協力企業様の取り組みを見学させて
いただきました

情報交換会の様子
参加協力企業様に会場をお借りして
情報交換会を開催しました

先行する企業による
メンタリングも

企業内にメンターが誕生し、先行する企業
が他の企業のメンタリングをおこないます。
事業は４年目以降、企業や外部メンター

オンラインでも情報交換会を開催

によって自走化する計画です。その推進役
として企業内メンターが存在します。

※画像はイメージです

地元企業向け事業紹介活動
事業説明会や広報を通じて、参加協力企業の拡大に努めています。また、
高森町役場・高森商工会や松川商工会の協力をいただき、地元企業への
広報や勧誘をお手伝いいただきました。
企業向け事業紹介チラシ

メディアも注目

テレビ信州、飯田ケーブルテレビ、
信濃毎日新聞社、中日新聞社、
南信州新聞社、月刊まじめなど
各メディアにて取材いただきました。

各種新聞に掲載多数
関心の高い事業です
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事 務局の重 点活動
校
長
会
で
の
事
業
説
明

高校のご協力
○高校や教育関係者への事業説明
高校生の認知度向上やカリキュラムへの連携を
実現するため、高校や教育関係者の集まりにて
事業説明を積極的におこなってきました。
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全国サミットで
事業発表
令和２年度「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」
全国サミット (2020/10/30) 分科会にて「つなぐ事業」の発表を
おこないました .。

○「進路指導室だより」等で情報発信

進路室だより
高
校
で
の
事
業
説
明

フリースペース事業では進学希望の生徒、テスト
前に有益であるとして、「進路指導室だより」等で
情報発信していただいております。

○テーマ型への参加促し
テーマ型のプログラムでは、先生が生徒に声を掛けていた
だくことで参加が実現しています。

○高校と協力して授業サポート
高校の協力のもと、「課題研究」や
「キャリア探求」などの授業に企業が
サポート役として参加しています。

事業有用性について

高校からの声

●進路のミスマッチを回避
●インターンシップ先として
●授業支援として

卒業後も
つながる
学生と企業
卒業 後、一 部の学生と企 業とが
つながりを続けています。

「つなぐ事業」の課題

高校生の参加者数アップ

学生と企業との間に「なじみ」を醸成し、企業側の「気づき」の創出
のためにも、学生との接点を増やす必要があります。そのためにはより
多くの学生の参加が必要です。
《今後の強化する取り組み》

参加者数：4～500 人
延べ人数：約 4,500 人
＊2019 年度、確認できている数

飯田下伊那の高校生全体の
約 10～15％程度が参加していると
推計されます。
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□高校関係者に事業の魅力を伝えていきます
□高校生の認知度を向上します
□（高校関係者のお知恵をお借りして）企業が提供する
プログラムを学生にとってより魅力的なものにします
引き続き皆様のご理解ならびにご協力をお願いいたします。

事 務局の重 点活動

高校との連携

これまで飯田高校、松川高校で授業協力をおこなわせていただいたほか、
飯田 OIDE 長姫高校「地域活性プロジェクト」と連携して授業支援をおこないました。

○飯田 OIDE 長姫高校「地域活性プロジェクト」との連携
「つなぐ事業」からは 8 社の企業様にご協力いただき、授業の支援をおこないま
した。月 2 回以上、10 月～12 月の間、企業様が学校に出向き授業に参加しました。
多い企業様では 20 数回の参加があり、またメールや SNS 等を通じての交流が生
まれました。
これまでは事業の仕組み上、学外でのみ活動をおこなってきた「つなぐ事業」で
したが、飯田 OIDE 長姫高校と連携させていただいたことで、学校の授業内で高
校生との交流機会を生み出すことができました。

飯田 OIDE 長姫高校
地域活性
プロジェクト
飯田OIDE長姫高校の「地域活性プロジェクト」は、地元企業と
連携して地域の産業発展と将来地域を支えるであろう高校生の人
材育成を共に目指す授業を令和2年度から開始しました。
「VUCA、企業課題、相互理解、相互成長、地域活性、未来創
造」をキーワードに、
「アイデアミーティング、企画のブラッシュア
ップ、自社商品のPR検討、企業のイメージ動画制作、開発商品の

[ 参加企業 ] 山京インテック
様、信菱 電 機 様、長 野県 労
働金庫様、おひさま進歩エネ
ルギー様、エクスルース様、
堀本写真館様、旭松食品様、
テスク様

試食会、公式SNSでの発信」などをおこなう授業です。

年間のながれ
４月～ 事業の説明、課題の発見、調査活動、スキル向上(思考、IoT)
９月～ 仮説の立案、企画、中間発表会、仕様の制作（実験、試作）
1月

発表会

○松川高校「キャリア探究」授業への協力
松川高校「キャリア探究」授業支援をおこないました。
[ 支援企業 ]

旭松食品様、信菱電機様、シルクホテル様、

山京インテック様、明星学園様、飯田コアカレッジ様、
エクスルース様、中菱テクニカ様
松川高校の授業風景

○飯田高校理数科「探究学習」授業への協力
飯田高校理数科「探究学習」授業支援をおこないました。
[ 支援企業 ] 旭松食品様、ミナト光学工業様
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参加協力企業の取り組み(一部)

調査票をご提出いただいた企業様を中心に過去３ヵ年分を掲載させて
いただきました。（順不同・敬称略）

フリースペース型、テーマ型など、企業様ごとに取り組みが異なります。実施したが参加者が無かったり、
実施には至らなかったケースもありました。この事業は企業様のペースでおこないます。また、メンター制度等、
参加協力企業の研究や連携により、企業様自身で魅力ある事業へと成長させていきます。テーマ型事業に参加
した高校生が就職につながった例もあります。ここではその軌跡の一部をご紹介させていただきます。

テーマ型事業に
参加した高校生が
就職につながった
事例も！

旭松食品株式会社

シルクホテル 中田製絲株式会社

●旭松カフェ

●フリースペース事業

～スウィーツ試食会＆説明会～
◯実施日：2018年7月14日ほか
◯参加者数：下農 3年 1人／飯田 2年 1人
風越 2年 1人／長姫 3年 4人
女子 2年 6人

学習スペースとして従業員休憩スペースを開放
◯実施期間：通年（毎日）、2020年度は不定休

年間
のべ3,670人
利用のある
フリースペース
※2019年度

●女子高の料理クラブへ講師として
料理教室を実施
◯実施日：2018年10月26日
◯参加者数：女子 21人

フリースペース

～旭松食品商品を使った料理の試食会～
◯実施日：2019年7月30日（火）
◯内容：旭松食品の商品を使った料理の試食と高校生と社員の交流会
㈱丸中中根園さんとの協働でTESSHINを会場に実施
◯参加者数：3校8人（下農 3人／飯田 2人／女子 3人）

●飯田高校理数科「課題研究」をサポート

発表会に出席

◯実施日：高校への訪問は1班あたり5回、
発表会（2020年2月4日）
◯内容：飯田高校理数科(2年)の「課題研究」
を食品研究所研究員がサポート
◯参加者数：2つの班（合計8人）

●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画
○実施期間：2020年10月～1月
○内容：レシピの作成＆SNSでの発信

◯登録者数《2018年度》
合計 172人
飯田 3年 25人／2年 9人 ／1年 29人
風越 3年 33人／2年 20人／1年 6人
女子 3年 3人 ／2年 10人／1年 6人
長姫 3年 1人 ／2年 6人 ／1年 2人
阿智 2年 1人
松川 2年 2人
不明 19人
◯登録者数《2019年度》
合計 260人（進級し卒業した者は除く）
女子 3年 7人 ／2年 9人 ／1年 8人
風越 3年 32人／2年 31人／1年 18人
長姫 3年 3人 ／2年 6人 ／1年 0人
飯田 3年 43人／2年 48人／1年 43人
不明 7人 中学生 5人

●松川高校「キャリア探求」をサポート

信菱電機株式会社
●新商品アイデアミーティング（君のアイデアをカタチにしよう）

◯実施日：2019年10月30日（水）
◯内容：企業紹介と意見交換
◯参加者数：松川（2年）26人

◯利用者数
《2019年度》

4月 99人
5月 294人
6月 313人
7月 238人
8月 349人
9月 493人
10月 255人
11月 577人
12月 373人
20年1月 259人
20年2月 420人

◯実施日：2019年7月30日 13時30分～16時30分
◯参加者数：飯田高校(2年)2人

山京インテック株式会社
●スマホアプリのプログラミング教室

会
場
「
裏
山
し
い
ち
ゃ
ん
」

●松川高校「キャリア探求」をサポート

◯実施日：2018年9月29日
◯参加者数：飯田 2年 2人／風越 2年 1人

●金属コマつくり/スマホアプリ
◯実施日：2019年3月23日
職場見学

◯実施日：2019年10月19日（土）10時00分～15時00分
◯内容：スマホアプリ教室
◯参加者数：飯田高校1人

◯実施日：2019年12月13日（金）
◯内容：職場見学と意見交換
◯参加者数：松川（2年）12人

●松川高校「キャリア探求」をサポート

●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画
○実施期間：2020年10月～1月
○内容：プラスチック成型技術を生かした
コロナ対策製品「シードル君」の開発
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●スマホアプリ、作ってみませんか

◯実施日：2019年11月29日（金）
◯内容：企業紹介と意見交換
◯参加者数：松川（2年）26人

女子：飯田女子高校／長姫：飯田 OIDE 長姫高校／下農：下伊那農業高校

◯実施日：2019年10月9日（水）
◯内容：企業紹介と意見交換
◯参加者数：松川（2年）26人

●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画
○実施期間：2020年10月～1月
○内容：EFIDタグによる在庫管理システム

株式会社エース・リフォーム ディ不動産

株式会社丸中中根園

●フリースペース事業

●旭松カフェを同社レストラン「TESSHIN」で開催

飯田高校横の高校生のための
シェアスペース「桜咲造」を
学習ほかスペースとして開放

◯実施日：2019年7月30日（火）
◯内容：旭松食品の商品を
使った料理の試食に協力

◯実施期間：通年（毎日）

◯参加者数：

《2018年》

◯登録者数：46人
飯田3年１７人・2年１８人・1年１人／風越2年4人
女子1年2人／長姫3年3人／N高1年1人
《2019年》

年間
のべ600人
利用のある
フリースペース

◯登録者数：合計23人
◯利用者数：合計：（のべ）600人

※2019年度

3校8人（下農 3人／飯田 2人／女子 3人）

●社長とおはなし会
◯実施日：2020年2月10日（月）
◯内容：飲食業について知見を広げる
◯参加者数：松川（2年）2人

お社
話長
をか
聞ら
く直
機接
会

●古着屋プロジェクト
○実施期間：2020年10月～
○参加者数：女子４人

おどもカフェ

飯田女子高校の進学コースEクラスの
生徒４名が「桜咲造」でおこなった

●フリースペース事業

古着屋プロジェクトに参加。

◯実施期間：通年（木・日を除く）
◯利用者：阿南高校生

おひさま進歩エネルギー株式会社
●おひさま環境ミーティング

飯田コアカレッジ

◯実施日：2019年8月7日（水） 15時00分～
◯内容：“生きている地球儀”SPHEREを使って
地球環境について考える
◯参加者数：飯田風越高校(2年)1人
＊その後、継続的な取り組みをおこなっている

●パソコンが使えるフリースペース事業
◯実施期間：2019年8月1日～8月6日 （土・日除く）
パソコン使い放題

●松川高校「キャリア探求」をサポート
◯実施日：2019年11月15日（金）
◯内容：企業紹介と意見交換
◯参加者数：松川（2年）26人

社会福祉法人明星会

明星学園

●アルバイト（社会福祉の仕事体験）募集
（高校生が通いやすい）社外でミーティング

◯実施日：通年

●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画

◯参加者数

○実施期間：2020年10月～1月

《2018年》女子 3年 5人 ／ 2年 1人

○内容：地域の自然エネルギーの利活用

《2019年》松川1人

●小水力発電事業PR動画ナレーション
気候変動対策シンポジウム登壇 環境に興味を持つ高校生と

●フリースペース事業

継続的に活動を続けている。

◯実施期間：通年（木・金・土）
◯登録者数
《2018年》飯田 1年 1人

有限会社田月

《2019年》飯田 1人／風越 1人

●長姫 品川販売プロジェクト会議

●松川高校「キャリア探求」をサポート

◯実施期間：2018年10月
◯参加者数：長姫 ８人

◯実施日：2019年12月11日（水）
◯内容：企業紹介と意見交換

●飯田女子高 手話クラブ活動

◯参加者数：松川（2年）26人

◯実施期間：2018年11月
◯参加者数：女子 ７人

●飯田市カンボジアスタディ和菓子教室
◯実施期間：2019年2月
◯参加者数： 飯田 ２人／風越

２人／女子

２人

●フリースペース事業
女子：飯田女子高校／長姫：飯田 OIDE 長姫高校／下農：下伊那農業高校
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参加協力企業の取り組み(一部)
フリースペース型、テーマ型など、企業様ごとに取り組みが異なり
ます。ここではその軌跡の一部をご紹介させていただきます。

調査票をご提出いただいた企業様を中心に
過去３ヵ年分を掲載させていただきました。
（順不同・敬称略）

有限会社エクスルース

社会医療法人健和会

●松川高校「キャリア探求」をサポート

●病院祭ボランティア

◯実施日：2019年11月27日（水）
◯内容：企業紹介と意見交換
◯参加者数：松川（2年）26人

◯実施日：2018年8月26日
◯参加者数：
飯田 3年 2人／女子 3年 2人／下農 2年 1人
松川 2年 2人／阿南 2年 1人

●パソコンを徹底的に分解しちゃおう‼
◯実施日：2020年3月13日（金）
◯内容：パソコンの仕組みを見てみよう！
◯参加者数：飯田高校(3年)1人

○実施期間：2020年10月～1月
○内容：ウイルスを撃退する腕時計の開発

飯伊森林組合
●ミステリーツアー

◯実施日：2019年9月8日

●医学科・看護科受験模擬面接
◯実施日：
医：2018年12月3日、12月4日
看：2018年10月13日、11月7日、12月6日、2月2日
◯参加者数：
医：2人
看：22人（延べ）

●フリースペース事業

◯実施日：2018年12月22日
◯内容：若者が林業や森林について理解
することは、将来の林業就労につながる。
高校生との交流会を上郷野底山森林公園
にて開催し、林業・森林の抱える問題の
解決の糸口を一緒に探った。
◯参加者数：飯田 2年 2名
風越 3年 2名／女子 3年 2名

医療職を目指す高校生対象

●医療職体験（合計：133人）
学習スペースとして従業員休憩スペースを開放
◯実施日：2019年7月31日、8月2日、8月7日
◯参加者数： 飯田
3年 5人 ／2年 12人／1年 23人
風越

●森の市
◯実施日：2019年2月24日
◯内容：マイ箸作りコーナー（箸作りキットでヒノキ材のカンナがけを
する）で、高校生にスタッフを務めてもらい、参加者とともに木材利用
を体験。
◯参加者数：女子 3年 2名

社会福祉法人 親愛の里

健和会病院

◯参加者数：
飯田 2年 2人／女子 1年 4人／阿南 3年 1人

●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画

2018～2019年度
参加企業

●ボランティア体験ツアー
～東京ディズニーランドで一緒に楽しもう！～
◯実施日：2018年11月3日
◯内容：地域等で暮らしている障がいのある

3年 3人 ／2年 10人／1年 5人

女子

3年 14人／2年 21人／1年 22人

長姫

2年 1人

下農

2年 2人／1年 1人

松川

3年 4人／2年 3人

阿智

3年 2人／1年 1人

阿南

3年 2人／2年 2人

伊那北

3年 1人／2年 2人／1年 1人

●高校生医療職体験（夏・春）
◯実施日：2018年3月6日、3月28日
2019年7月27日、8月1日、8月3日
◯参加者数： 【夏体験】
飯田

3年 5人／2年 7人／1年 2人

方を対 象に、法人の公益的事業で実 施して
いる「まつかわ子ども福祉教室（松川町社会

風越

3年 5人／1年 2人

女子

3年 5人／2年 15人／1年 2人

福祉協議会と共催）の参加児童（小学生）と
共にボランティア体験の実施。
◯参加者数：女子 1年 3人／2年 2人

下農

3年 3人／2年 2人／1年 2人

阿南

2年 3人（男子）

●フリースペース

社会福祉法人やまりき松寿会
特養やまりきの郷
●フリースペース事業
◯実施期間：通年（毎日）
◯登録者数：合計2人
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テーマ型事業に
参加した高校生が
就職につながった
事例も！

女子：飯田女子高校／長姫：飯田 OIDE 長姫高校／下農：下伊那農業高校

松川

2年 4人

阿智

3年 3人／1年 1人

阿南

3年 2人／2年 1人

【春体験】
（調査時点において現在進行中）
飯田

2年 3人／1年 8人

風越

2年 4人／1年 7人

女子

2年 9人／1年

下農

2年 12人／1年 4人

松川

2年 7人

阿智

2年 4人

阿南

2年 2人

5人

日本電産モビリティ株式会社

堀本写真館

（旧オムロンオートモーティブエレクトロニクス
株式会社飯田事業所）

●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画

●画像検査装置の共同研究
(Omron Technical School)夏休み
◯実施日：2018年8月8日、10日、20日～9月14日の毎日
◯参加者数：長姫 1年 １人／阿南 3年 1人／長野高専 3年 1人

○実施期間：2020年10月～1月
○内容：ドローンで撮影した映像作品の市場調査

株式会社テスク
●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画
○実施期間：2020年10月～1月
○内容：伝統野菜を使ったジェラートの開発＆PR

●画像検査装置の共同研究
(Omron Technical School)春休み
◯実施日：2019年3月25日～29日
◯参加者数：飯田 2年 １人／阿南

2年 1人

●「Omron Technical School
高校生パートナー募集」
◯実施日：2019年9月2日(月）～9月13日（金）
◯内容：2週間の研究開発を実施
◯参加者数：長野高専1人

お食事処・夢
●飯田OIDE長姫高校
「地域活性プロジェクト」に参画
○実施期間：2020年
同店開催のイベントにおいて飯田OIDE
長姫高校「地域活性プロジェクト」に協力する(株)テスク様と協力して
同校生徒の出店をサポート。

中菱テクニカ株式会社
●松川高校「キャリア探求」をサポート
◯実施日：2019年12月13日（金）
◯内容：職場見学と意見交換
◯参加者数：松川高校（2年）12人
松川高校「キャリア探求」を数ヶ月に渡りサポートさせていただき、
「働くとは」を考える材料を企業の皆さまからいただいた。
アンケートでは多くの生徒から高い評価をいただき、担当教諭から
も生徒が自分の考えを語るようになる等、成長がみられたとお話を
いただいた。

ツリーライフサポート株式会社
●オンライン会社紹介
○実施日：2021 年 1 月 19 日
○内容：業務内容や仕事についての
考え方などをインタビュー形式で収録
し、Youtube に公開。
人気 Youtuber
のコンサルタントに協力を仰ぎ、動画
編集をおこなった。
○参加者数：飯田 OIDE 長姫高校 2 人

長野県労働金庫
●飯田OIDE長姫高校「地域活性プロジェクト」に参画
○実施期間：2020年10月～1月
○内容：長姫銀行創設プロジェクト

伊坪税務会計事務所
●職場見学
◯実施日：2019年8月7日（水）
◯参加者数：阿南高校（3年）1人
女子：飯田女子高校／長姫：飯田 OIDE 長姫高校／下農：下伊那農業高校

ミナト光学工業株式会社
●飯田高校理数科探求学習への協力
○実施期間：2020年
飯田高校理数科探究学習に対して顕微鏡の提供をおこなった。
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令 和2(2020)年度 協力企業一覧

( 敬 称 略・順 不 同 )

旭松食品株式会社

株式会社中村

株式会社夢飛行

KOA株式会社 七久里の杜

日進精機機株式会社

いしはら塗装工業株式会社

有限会社 田月

南信州地場産販売合同会社
おいでなんしょ
社会福祉法人やまりき松寿会
特養やまりきの郷

天竜ライン遊舟有限会社

株式会社シチズン時計
マニュファクチャリング

東京海上日動火災保険株式会社

三輪楽雅堂

株式会社日本電産モビリティ

飯田コアカレッジ

ツリーライフサポート株式会社

株式会社ヒューブレイン

おどもカフェ

NPO法人くれよん

山京インテック株式会社

お食事処・夢

ハナブサレザー

社会福祉法人明星会

株式会社丸中中根園

株式会社良地良宿

社会医療法人健和会

伊坪税務会計事務所

倉澤農園

株式会社マナテック

みなみ信州農業協同組合

ミズホ鋼機

株式会社エース・リフォーム

株式会社テスク

長野県労働金庫

シルクホテル 中田製絲株式会社

株式会社横井

株式会社協和精工

おひさま進歩エネルギー株式会社

SRテクニカル・ライフ株式会社

株式会社イイダアックス

飯伊森林組合

三菱ふそうトラック・バス株式会社

Botanica Flower School

有限会社エクスルース

キャリアデザインオフィスあかつき

堀本写真館

喜久水酒造株式会社

アフロディーテ

ミナト光学工業株式会社

エトナ株式会社

美容室シャンプー

MMK株式会社

信菱電機株式会社

NPO法人日本武道総合格闘技連盟

社会福祉法人明星保育園

中菱テクニカ株式会社

合同会社スマイルリード

天恵製菓株式会社

有限会社ホームプラザ信州

マルマン株式会社

横田商事株式会社

「つなぐ事業」参加協力企業随時募集中
「若者が帰ってこない」地域から「若者に選ばれる」地域へ。
ご一緒に「高校生のやりたい」を応援し、雇用情勢改善にご協力いただけませんか？
詳しくはご説明させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

お問い合わせ先 : 飯田市役所

産業振興課 0265-22-4511( 内線 3514）

