
 
 

平成 28 年度広報推進協議会 第２回会合 
 
 
 
１．日 時 平成２８年１１月２日（水） １５時３０分～１７時００分 
 
２．場 所 国土交通省国土地理院 関東地方測量部 大会議室 
       （九段第２合同庁舎８階） 
 
３．議 事 
 
（１）平成２８年度活動方針について（確認）      

 
（２）今後の具体的取組（案）について         

 
（３）その他 

 
 
 

 
 
 資料－１   広報推進協議会平成 28 年度活動方針 
        （平成 27 年度第３回資料－３一部修正） 
 
 資料－２   当面の活動内容（提案） 
 
 参考資料－１ 平成 28 年度広報推進協議会第１回会合議事要旨 
 
 参考資料－２ 測量のイメージアップのためのリーフレット（配布状況等） 
 
 参考資料－３ 北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会ＨＰ 
 
 参考資料－４ 企業訪問学習 
 
 参考資料－５ リーフレット（Ｇ空間 EXPO2016、第 49 回地図展 2016） 
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国土地理院本院
テレビ会議システムにより参加

国土交通省　土地・建設産業局
建設市場整備課

日時：平成２８年１１月２日（水） １５：３０～１７：００
場所：関東地方測量部大会議室
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広報推進協議会構成員

宮﨑 清博 (一社)全国測量設計業協会連合会 事務局長

冨永 伸樹 〃
（ (一社)群馬県測量設計業協会 会長）

市川 俊幸 (一財)測量専門教育センター 事務局長

土田 俊行 〃
（中央工学校 教務部 土木測量系 学科長）

稲垣 秀夫 (一社)地図調製技術協会 業務執行理事

岩﨑 昇一 〃 理事・事務局長

岩田 邦雄 (公社)日本測量協会 総務部長

飯村 友三郎 (公社)日本測量協会 測量技術センター
管理部長・測地検査部長

斉藤 和也 (公財)日本測量調査技術協会 専務理事

田代 博 (一財)日本地図センター 常務理事

松本 治夫 〃 総務部長

鹿野 正人 国土交通省国土地理院 参事官

松村 正一 〃 基本図情報部基本図情報更新
技術分析官

アドバイザー

鹿田 正昭 金沢工業大学 副学長

オブザーバー

麓 博史 国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課 専門
工事業・建設関連業振興室 企画専門官

※ 敬称略



広報推進協議会平成28年度活動方針

１．将来目指すべき姿(目標)

①国民一般に測量の意義や役割を正しく理解してもらう。

②就学、就職予定者にとって測量が魅力ある仕事として認知され、測量分野への進路選択を

促す。

③測量技術者自身が、自分の仕事について誇りを持って、家族、友人、地域社会に広報する

ことができるようになる。

２．現状

①測量の本当の姿や重要性は、測量技術者や関係者などのごく一部の者にしか理解されてい

ない。

②測量の意義や役割について、多くの国民に理解してもらえていない。

３．ターゲット

主なターゲットとして２つを想定。

1) 近い将来就職を考える高校生、大学生。

2) 国民全般

※ターゲットと取組(整理等)は別紙のとおり。

４．平成28年度活動項目

①構成団体間の情報の共有

平成28年度の構成団体の広報活動計画を共有し、互いの視点を意識した広報活動連携、

相乗りなどの展開を可能なものとする。

②測量の共通プレゼン資料の作成

構成団体に共通して用いることができるプレゼン資料を作成し、使用する。

③測量分野の広報取組方針の検討

国土を測る意義と役割を考える懇話会(平成28年度4回開催予定)の議論を受けて、測量

分野における広報の方向性と有望取組項目を整理し、平成28年度内に取組方針を作る。

④継続的に会合を開催し、優良事例の紹介、他分野における広報の取組事例の学習、課題の

共有と検討など実施する。

５．取組の中・長期的な計画について

広報推進協議会の構成団体等が継続的に実施する核となる広報アクションを3年後（平

成30年度末）までに確立・定着化させる

（例として、HPの立上げとコンテンツの充実化、構成団体相互が連携・共同した取組など）。

６．平成28年度これまでの活動と今後のスケジュール

H28. 5 (第2回国土を測る意義と役割を考える懇話会)

H28. 6 (「測量の日」関連行事)

H28. 7 広報推進協議会第１回会合

・平成27年度取組の成果報告

・構成団体の平成28年度広報活動の取組について

・広報推進協議会の今後の取組について

資料－１
（平成27年度第３回広報推進協議会 資料－３を一部修正）



資料－１
（平成27年度第３回広報推進協議会 資料－３を一部修正）

H28. 9 (第3回国土を測る意義と役割を考える懇話会)

H28.11 広報推進協議会第２回会合

H28.11 (Ｇ空間EXPO2016)（第49回地図展2016）

H28.12 (第4回国土を測る意義と役割を考える懇話会)（予定）

H29. 1 広報推進協議会第３回会合（予定）

H29. 3 広報推進協議会第４回会合（予定）



資料３　別紙

出版 子供地図教室 職場体験 職場紹介
デジタル
コンテンツ

親の説明会 インターンシップ

668万人 ◎ ○(高学年) ◎ × × × × ×

354万人 △ △ ◎ × × × × △

293万人 × × ◎ △ △ × × ○

39万人 × × × ◎ ◎ × ◎ ○

287万人 × × × ◎ ◎ × ◎ ◎

26万人 × × × ◎ ◎ × ◎ ◎

1,000万人 × ○ △ × △ ○ × ◎

12,660万人 × △ × × △ △ × ◎
・学研に依頼
まんがひみつ文庫
の「まんがでよく
わかるシリーズ」
3,240万円で請け負
い、25,000部の冊
子は全国の小学校
図書館・公共図書
館に配付。
(宮﨑構成員)

・等高線の理解を
目的として実施。
親子で参加し、行
事は盛況。
今後、参加した子
の意識変化等の
フォローアップ調
査が必要。
(田代構成員)

・NPO法人学校サ
ポートセンター
修学旅行時に企
業、官公庁とマッ
チングして職場体
験を実施。
(稲垣構成員)

・(公財)日本修学
旅行協会も相談先
になり得る。
(田代構成員)

・ＪＴＢ
修学旅行、校外学
習をはじめとする
各種学校行事など
の提案サービスあ
り。

・授業(出前)
大学等を対象にし
た建設関連業説明
会を実施。今後は
業団体が自立して
実施する方向を模
索
(水草オブザーバー)

・群馬県内の工
高、農高で出前講
座を実施(愛測協作
成のDVDを活用)
(群測協)

・新入学生の6～7
割はHP、SNS、
Facebookで大学を
知ったと回答(金沢
工大)。
(鹿田アドバイザー)

・HP、SNS、
Facebookなどは不
特定多数に瞬時に
発信可能だが、忘
れられやすい
(土田構成員)

・企業情報の入手
先ランキングは、
説明会、web、パン
フの順。動画、SNS
は意外に低い。
(水草オブザーバー)

・都内のある大学
大学では親限定の
企業説明会も存在
する。。
(水草オブザーバー)

・ノウハウが足りな
いので、今後長期的
に取り組むべき課
題。

・春先に開催すれ
ば、行き先選定の
参考になる。
(水草オブザーバー)

・マスコミが取り
上げれば、効果は
大きいが、間違っ
た情報も伝わるお
それもある。
(鹿田アドバイザー)

・建設専門紙は地
理空間情報につい
て、分かりやすい
説明を求める声が
ある。
(岩田構成員)

× ○ ○ ○ △ ○ △ ○

△ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ × △ △ ○ × ○ ○

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

ターゲットと取り得る手段について(整理)

教　育
マスコミ

リクルート

小学生

中学生

高校生

工高、農高、高専

大学生

注３　広報推進協議会が主導する活動としての要件の適性については、◎、○、△、×の順で定性的に評価した

大学院生

親(高校～大学)

一般

注１　第１回、第２回の広報推進協議会の議論をもとに事務局作成
注２　ターゲット対象の適性については、◎、○、△、×の順で定性的に評価した

取組事例・示された観点

広報推進
協議会が
主導する
活動とし
ての要件

僅少の経費で実施可能

各団体共通して実施可能

全国的どこでも実施可能

目に見える効果が期待できる

手 段
ターゲット(人口)
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資料―２ 

 

当面の活動内容（提案） 

 
 平成２８年度活動方針に基づき、以下のとおりの活動を提案する。 

 
（１）広報推進協議会のホームページ構築 

〇目的：国民への広報ツール及び構成団体間の共有ツールとして、 
広報推進協議会のホームページを立ち上げる。 

〇ターゲット：国民全般 
●検討事項及び課題： 

・ホームページの必要性 
・Web サーバの設置、管理 
・HP コンテンツの内容 

 
（２）広報用動画（ビデオ）の作成 

〇目的：測量業界のイメージアップに役立つ動画とする。 
    パンフレット等よりも視覚的にわかりやすく、一層の広報効果が期待で

きる。 
〇ターゲット：国民全般 
●検討事項及び課題 
 ・広報効果と必要性について 
 ・動画の内容・構成の検討 
 ・作成経費について 

 
（３）リーフレットの更新 

   ・更新の必要性 
・更新経費について 

 
（４）その他 

   ・各構成団体からの提案事項等について 
  



参考資料－１

広報推進協議会 平成28年度第１回会合（議論の要旨）

日時：平成28年7月15日（金）13:00～14:30

場所：国土地理院関東地方測量部 大会議室（８F）

出席者：

全測連 宮﨑事務局長、冨永群馬県測量設計業協会会長

測専協 市川事務局長、土田中央工学校学科長

地調協 稲垣業務執行理事

日測協 岩田総務部長、飯村測量技術センター管理部長・測地検査部長

測技協 斉藤専務理事

ＪＭＣ 田代常務理事、松本総務部長

地理院 鹿野参事官、松村基本図情報更新技術分析官

（アドバイザー）

金沢工業大学 鹿田副学長

１．平成27年度の取組の成果報告

測量のイメージアップのためのリーフレット作成、配布状況について事務局から説明が

あった。

２．構成団体の平成28年度広報活動の取組の紹介

広報活動について各構成団体から説明

・現場でアンケート調査を実施した、地図に対して興味を持つ方がどれ位だったか集

計して考察を加えたものを子息等に情報提供したいと考えている。

・最近では小中学校、高校では、実際に測量の機械を持ち込んでの出前講座的なもの

が多くなってきている。

３．広報推進協議会の今後の取組について

・協議会の活動として議論するだけでなく、実際に動くものを作るというのが大事、

情報を集約して一覧性がある形で示すというのはいかがか。

・母親が測量に対する偏見があり、理解していないという事が問題である。

・県測協が測量業界を紹介するビデオを作った、新潟県測量設計業協会のＨＰで公開

されている。

・中長期的な計画を立て、その中で何ができるか考えていかないと、この場で報告し

て終わってしまう。

・何かをやって輪を広げていくという整理をしないとまとまりがつかなくなる。例え

ば国土地理院のＨＰなどを軸にしてイベント情報のリンクを張るなど共有を図ってい

くというのを手始めにやっていくのはどうか。

・一つのキーワードを決めてそれに対して個々が持っているノウハウを集めた物を作

っていくというのも一つの手かなと思う。

・大河ドラマで測量を扱っていただくというのを広報推進協議会で、例えば後援や協

賛などを行っても良いのでは。

・測量という現場で、あんな仕事なんだというイメージを払拭するためには、現場で

測ってきた情報をコンピュータの中で解析して視覚情報に変えたり、防災の予防する

ということも含めて測量事業だと言わなければいけない。

４．３に対する整理

・イベント情報等を集約できるような物を作る。例えば地理院ＨＰの中に広報推進協



議会のページを作成する。

・ノウハウを集めたマニュアル本的な物を作成する。

・マスコミで取り上げられるような方法を考える。

・中長期的な計画を立てる。

（今の段階で考えられるテーマ、課題を絞って、それを整理した上で、５ｹ年なら

５ｹ年くらいの中で、今年はこれでどうかという提案を事務局からさせていただ

く。）



参考資料－２

〇測量のイメージアップのためのリーフレット

配布内訳

構成団体名 配布部数 主な配布チャンネル・配布行事など

全測連 10,000 会員配布、測量の日関連行事等

測専教 5,000 測量専門学校９校（学校説明会等で配布） 5/30 2,000追加

地調協 1,000 会員配布、測量の日関連行事、研修会等

日測協 5,000 Ｇ空間エキスポ、測量の日関連行事等

測技協 2,500 会員配布、技術発表会・講習会等

ＪＭＣ 1,000 夏休み地図教室、マップリーダー研修会、地図倶楽部、地図地理検定等

地理院 5,500 国土地理院報告会、測量の日関連行事、予備（事務局保管）

合 計 30,000

国土地理院地方測量部内訳 合計 3,000枚

北海道 200 東北 200

関東 200 北陸 100

中部 200 近畿 200

中国 200 四国 300 (5/27 100追加)

九州 1,200 (7/25 1,000追加) 沖縄 200

国土地理院在庫数 10月末現在 約1,700枚 （予備として事務局保管分を含む）

国土地理院 配布行事及び枚数

6/8 第45回国土地理院報告会 300枚

7/3 2016「測量の日」特別企画地 500枚

8/26.27 市の就活イベント（九州地方測量部） 1,000枚
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新潟工業高等学校の保護者と現場見学会及び意見交換会を実施 北陸建設界の担い手 
確保・育成推進協議会 

  平成27年10月31日（土）、「産(新潟県建設業協会、建設コンサルタンツ協会北陸支部、新潟県測量設計業協会)」・
「学(新潟工業高等学校)」・「官」の３者が連携し、新潟工業高等学校土木科の保護者１０名を対象に現場見学会＆意見
交換会を実施しました。意見交換会には、同校のＯＢの方々をパネラーとして迎え、建設界への就職した経緯などお話
頂きました。参加した保護者の方からは、「建設業はこれから有望な業種なのか」、「安定して仕事があるのか」など、建
設業界の将来性についての質問がありました。 
 終了後のアンケートでは、建設界への理解が深まったという回答を得ることができました。 

現場見学会 

○阿賀野川河川事務所 
 六郷堤防浸透対策工事 

○ネクスコ東日本 
 磐越自動車道 吉津トンネル工事 

○現場見学会での感想 

・普段見ることのできない現場を見学できて良かった 

・現場が整然としているのが印象に残った 

・土木についての仕事に理解を深めることができた 

・見学したことを、どのように子どもに伝えるかが大変だと思った 

○意見交換会での主な発言 
・建設業はこれから有望な業種なのか、安定して仕事があるの

か 
・高卒の採用はあるのか 
・在学中に取得しておく資格あるか 
・高卒で就職した方がいいのか、大卒で就職した方がいいのか 
・公務員の選択肢が増えた 意見交換会の状況 

（２）本日の会に参加されて、お子様を建設界に入職させることについて 

 アンケート結果では、７割の方が建設界に関する「理解が深
まった」と回答し、また建設界に入職させることについて７割
の方が「不安が減った」との回答を頂き、建設界への理解を深
めていただくことができました。 

意見交換会 

（１）本日の会に参加されて、建設界に関する理解が深まりましたか。 

アンケート（保護者１０名） 

NTFPC139
テキスト ボックス
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平成28年度　インターンシップに関する学生受け入れ情報等について（新潟県内）

受け入れ時期

県名 市町村名 (期間)

８月１７日～８月３１日
施工管理業務体験（土木・建築）

上記の内の１日間
（日程・日数は応相

談）

8月1日(月)～9月24日(金)

1日～14日(平日のみ)

主に7～9月

随時

７月・８月・９月

２週間程度

７月・８月・９月

２週間程度

2016/9/5

2016/9/14

８月～９月の間で

２週間を限度とする

８月中旬

９月中旬
http://www.fkd.co.j
p/
【リクナビ】
https://job.rikunab
i.com/2018/compa
ny/r862600026/int
ernship/

8/22～9/16

うち1～2週間

7月上旬～１２月上旬

2～5日間

8月上旬～9月下旬

5日間

土木部 池田 又は総務　塚田まで
025-525-3000

http://www.tanaka
ind.co.jp/

土木・建築の施工管理に関する業務
・会社概要、事業紹介、建築・土木現場見学
・専門とする建築・土木の現場にて施工管理を体験
・測量、CAD、日常管理書類の作成など

土木事業部　横山まで電話または、メールでお問
い合わせ下さい。025-377-1503（土木直通）
tsunehiko-y@n-hirose.co.jp

http://www.n-
hirose.co.jp/

土木工事現場の施工管理業務を体験
（各現場及び時期により実習内容は異なります）
実習期間は2～5日間で要相談

３～４現場で受
入が可能です

新潟県 上越市 田中産業（株）
大学、高専、
専門、高校

2 ８月上旬

新潟県 新潟市 （株）　廣　瀨
大学、高専、
専門、高校

各2 １0月３１日（月）

北信越支店営業部　岩佐　電話025-247-1191
http://www.taisei.
co.jp/

信越線新潟駅付近高架化天神尾工区（作）にて実習。新潟県 新潟市 大成建設株式会社 大学・大学院 1 未定

（H28.7.7現在） 

清水建設インターンシップ事務局
 住所 東京都中央区京橋二丁目16-1
 電話 03-3538-9888（平日10:00～18:00）

http://www.shimz.
co.jp/event/index.
html#event110

◆建設業界・清水建設について学ぶグループワーク◆建設現場を中
心とした概要説明（1日の業務の流れなど）◆先輩社員によるパネル
ディスカッション◆技術研究所見学◆現場実習※11月にフォローアッ
ププログラム有

80名の選考通過できた、
北陸支店管内の大学出
身者が対象となります。他
県の現場となる場合もあ
り

株式会社加賀田組　管理本部人事部　野島宛
TEL：025-247-8188
E-mail：jinji@kagata.co.jp

http://www.kagata.
co.jp/

・建設業(総合建設業)、加賀田組についての説明
・現場見学（実習1日の方)
・現場での施工体験(実習2日以上の方)
＊実習場所が現場となるため、所在地と異なる場合があります。

インターンシップ
実習保険に加
入可能な方

【本社総務部人事課】
●住所：945-8540　新潟県柏崎市新町2-8
●電話番号：0129-419-288
●Eメール：ueki-jinji@uekigumi.co.jp

新潟県 未定 清水建設㈱北陸支店
大学生

大学院生
未定 2016/7/10

人事部人事課　加藤克人
TEL:025－229－8210
Mail:jinji@honmagumi.co.jp

http://www.honma
gumi.co.jp/

土木・建築施工管理職体験（測量業務、品質監理、工事写真撮影・整
理、安全管理、工事書類作成補助　等）当社職員の補助役として実際
の工事現場で実習していただきます。

鹿島建設(株)北陸支店　管理部総務グループ
　内藤グループ長　025-243-3763

http://www.kajima.
co.jp/

実際の建設現場での業務を経験してもらう。
【専攻】土木、建築施工、建築設備、機械・電気　他

第一建設工業㈱
社員・業務サポート本部人事キャリア開発部
インターンシップ担当　田口
電話　025-241-8111
jinji@daiichi-kensetsu.co.jp

http://www.daiichi
-kensetsu.co.jp/

新潟県 新潟市 ㈱本間組 大学 2～3名 7月末

新潟県 新潟市 鹿島建設(株)北陸支店 大学 若干名 ―

【マイナビ2018】
https://job.mynavi.
jp/18/pc/corpinfo
/displayInternship/
index?corpId=5360
7&optNo=DOrl2

【当社ＨＰ】
http://www.uekigu
mi.co.jp/

新潟県 新潟市 株式会社加賀田組

大学・大学
院・高専・専
門学校

2 9月10日(金)

株式会社植木組 大学・高専新潟県 柏崎市 未定 2016年7月31日

機関・企業名
大学・高専等

の区分
受入可
能人数

所在地
募集の〆切 備考問い合わせ先

ホームページへの
リンクアドレス等

実習内容

鉄道工事等の現場体験（予定）
①鉄道近接工事の概要紹介、②鉄道土木工事の施工管理業務、③
軌道工事の管理業務、④その他、民間工事（マンション等）の現場あり

時期や期間、実習場所は
弊社事業所内とします。
相互に相談の上決定しま
す。新潟県

新潟県内
当社事業

所
第一建設工業㈱ 大学

2名程
度

7月31日

大学、高専、
高校

㈱福田組新潟市新潟県

建設工事現場での施工管理業務の実習総務人事部まで電話またはメールでお問い合わ
せください。025-266-9119、recruit@dws.fkd.co.jp

7月31日８月中旬～９月中旬若干

新潟県 妙高市 ㈱熊谷組 1～2名 希望日の１ヶ月前迄

新潟県 新潟市 ㈱熊谷組 1～3名 希望日の１ヶ月前迄

㈱熊谷組北陸支店建築部
石川県金沢市広岡2丁目13番5号 MHM金沢ﾋﾞﾙ2Ｆ
 〒920-8721　電話　076-208-3238

RC造14階建てのマンションの現場で高層RC造建築物の躯体工事の
進め方、品質・工程管理を経験する

受け入れ時期
は夏休みを想
定しておりま

す。

㈱熊谷組北陸支店土木部
石川県金沢市広岡2丁目13番5号 MHM金沢ﾋﾞﾙ2Ｆ
 〒920-8721　電話　076-208-3195

上越自動車道の４車線化事業の一環として、中之郷IC～上越高田IC
間の観音平トンネル工事下り線L=2,125ｍの施工を行う工事の内の、
明かり構造物（橋台 6基、橋脚 1基、PC上部工23ｍ）の施工一式を経
験する。

受け入れ時期
は夏休みを想
定しておりま

す。

http://www.tanakaind.co.jp/
http://www.tanakaind.co.jp/
http://www.n-hirose.co.jp/
http://www.n-hirose.co.jp/
http://www.taisei.co.jp/
http://www.taisei.co.jp/
http://www.shimz.co.jp/event/index.html#event110�
http://www.shimz.co.jp/event/index.html#event110�
http://www.shimz.co.jp/event/index.html#event110�
http://www.kagata.co.jp/
http://www.kagata.co.jp/
http://www.kajima.co.jp/
http://www.kajima.co.jp/
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平成28年度　インターンシップに関する学生受け入れ情報等について（新潟県内）

受け入れ時期

県名 市町村名 (期間)

（H28.7.7現在） 

機関・企業名
大学・高専等

の区分
受入可
能人数

所在地
募集の〆切 備考問い合わせ先

ホームページへの
リンクアドレス等

実習内容

随時

5日間

7月上旬～8月下旬

7月上旬～10月下旬

5日間

7月下旬～8月上旬

7月上旬～9月下旬

2日間

随時

3日間

7月上旬～8月上旬

10月上旬～11月上旬

未定

８月上旬～８月下旬

7月上旬～8月下旬

3～5日間

7月中旬～9月中旬

８月中旬～９月中旬

３日間

7月上旬～８月下旬

４日間

7月下旬～９月下旬

3日間

7月上旬～８月下旬
http://kitac.co.jp/ 技術部での調査・設計に関する実務を体験する

7月上旬～８月下旬
設計部での実務体験及び現場実務体験

未定

http://www.kozogi
ken-niigata.co.jp/

総務部まで電話（025-281-1111）またはメール
（soumu@kitac.biz）でお問い合わせください。

新潟県 新潟市 （株）構造技研新潟
大学、高専、
高校、専門学

校
2 ６月３０日（火）

総務課小柳までメールでお問い合わせください。
ni.soumu@kozogiken-niigata.co.jp

マイナビ、リクナビに情報を掲載しております。お
急ぎの方は総務部　樋浦まで電話(025-245-
7131)または、メール(saiyo@khgk.co.jp）でお問い合
わせ下さい。

http://www.khgk.c
o.jp

道路、橋梁、河川等に関わる調査・計画・設計を体験してもらいます。
CADを使用した設計業務やデータ解析業務など、複数の体験メニュー
を用意しております。

新潟県 新潟市 株式会社キタック
大学、高専、

工業高校
2 ６月下旬

総務部　八木まで　電話連絡願います。
025-285-8540

http://www.nceinc
.co.jp

ＣＡＤ操作の基本練習・構造物計画の実習・完成構造物の見学・維持
管理の実習

新潟県 新潟市 開発技建株式会社
大学、高専、

高校
5名程度 ９月１６日（金）

新潟県 新潟市 エヌシーイー株式会社
大学、高専、

高校
3 ６月３０日（火）

総務部までお問い合わせ下さい。（水倉）
0256-72-2371

http://www.mizuku
ra.co.jp/

土木または建築工事現場の施工管理実習

管理部総務課まで電話またはメールでお問い合
わせください。0254-43-2123、soumu@ono-
gumi.co.jp

http://www.ono-
gumi.co.jp/

土木・建築工事現場の施工管理実習（現場によって実習内容は異なり
ます）

新潟県 新潟市 ㈱水倉組
大学、高専、

専門
3 ６月３０日（木）

総務部まで電話でお問い合わせ下さい。
025-782-1473

http://k-
kaneka.co.jp/kense
tu/

土木または建築工事現場の施工管理実習

新潟県 胎内市 ㈱小野組 大学・高専 2 ７月１５日（金）

総務部まで電話でお問い合わせ下さい。
025-532-2345

土木工事現場の監理業務を体験

新潟県 南魚沼市 （株）カネカ建設
大学、高専、

高校
2 未定

総務部小柳まで電話またはメールでお問い合わ
せ下さい。 0250-22-1700、
koyanagi@ogawagumi.com

http://www.ogawa
gumi.com/

土木、建築、設備工事現場の施工管理体験

新潟県 上越市 （株）澤井商事 高校 3 ６月３０日（木）

総務部までお問い合わせ下さい。担当：牛木
025-537-2316

http://www.usikigu
mi.co.jp

土木または建設工事現場の管理業務を体験

新潟県 新潟市 (株)小川組
大学、高専、
専門、高校

3 随時

管理本部山本まで電話でお問い合わせ下さい。
025-752-3721

http://www.muray
amadoken.com/

土木工事現場の管理業務を体験

新潟県 上越市 ㈱牛木組
大学、高専、
専門、高校

2 ８月３１日（水）

採用担当迄お問い合わせ下さい。
025-792-1230
saiyou@imegasaki.co.jp

http://www.imegas
aki.co.jp

土木・建築工事現場の監理業務を体験 期間については
都合に合わせ
て調整可能で
す。

新潟県 十日町市 ㈱村山土建 高校 未定 随時

総務部高橋まで電話でお問い合わせ下さい。
電話：025-534-2445

http://nishida-
const.co.jp

土木工事現場の監理業務を体験

新潟県 魚沼市 伊米ヶ崎建設㈱
大学、高専、
専門、高校

2 ８月３１日（水）

総務部小黒まで電話またはメールでお問い合わ
せ下さい。0258-75-3151、
somu@nakamotogumi.co.jp

http://www.nakam
otogumi.co.jp

河川、道路、圃場等の工事現場の管理業務を体験

新潟県 上越市 西田建設（株）
大学、高専、

高校
2 ６月３０日（木）

新潟県 長岡市 ㈱中元組
大学、高専、

専門
3 随時

総務部人事課堂谷まで電話でお問い合わせ下さ
い。
0256-32-0006

http://n-oyanagi.com/ 先輩社員との座談会、土木・建築現場の施工内容の説明、見学、現
場内における写真撮影・整理、測量等
★期間や内容はご相談に応じます。どうぞお気軽にご連絡ください★

新潟県 三条市 小柳建設㈱
大学、高専、

高校
3 随時

管理本部　野上
0258-27-0710　　nogami-
taday@chuetsukogyo.co.jp

http://www.chuets
ukogyo.jp

土木・建築工事現場の監理業務を体験

新潟県 長岡市 （株）中越興業
大学、高専、

高校
4 ７月末

http://kitac.co.jp/
http://www.kozogiken-niigata.co.jp/
http://www.kozogiken-niigata.co.jp/
http://www.khgk.co.jp/
http://www.khgk.co.jp/
http://www.nceinc.co.jp/
http://www.nceinc.co.jp/
http://www.mizukura.co.jp/
http://www.mizukura.co.jp/
http://k-kaneka.co.jp/kensetu/
http://k-kaneka.co.jp/kensetu/
http://k-kaneka.co.jp/kensetu/
http://www.ogawagumi.com/
http://www.ogawagumi.com/
http://www.usikigumi.co.jp/
http://www.usikigumi.co.jp/
http://www.murayamadoken.com/
http://www.murayamadoken.com/
http://nishida-const.co.jp/
http://nishida-const.co.jp/
http://www.nakamotogumi.co.jp/
http://www.nakamotogumi.co.jp/
http://n-oyanagi.com/
http://www.chuetsukogyo.jp/
http://www.chuetsukogyo.jp/
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平成28年度　インターンシップに関する学生受け入れ情報等について（新潟県内）

受け入れ時期

県名 市町村名 (期間)

（H28.7.7現在） 

機関・企業名
大学・高専等

の区分
受入可
能人数

所在地
募集の〆切 備考問い合わせ先

ホームページへの
リンクアドレス等

実習内容

7月上旬～８月下旬

３日間

7月上旬～８月下旬

３日間

7月下旬～9月下旬

2週間

7月上旬～８月下旬

大2週間・高2日間

8月上旬～9月下旬

5日間

7月上旬～８月下旬

１週間

7月上旬～８月下旬

１週間

7月上旬～８月下旬

５～１０日間

8月中旬～８月下旬

５日間

8月3日～８月7日

１週間

7月上旬～８月下旬

１週間

7月上旬～８月下旬

1週間

夏休み

10日間程度（連続）

８月上旬～　９月下旬

１０日間

７月下旬～１２月下旬

1～２週間　(調整可）

大学、高専 ７月下旬～８月下旬 地質調査業務に関する実務を体験

高校 ５日間

測量業務の現場実務及び成果取りまとめを体験

道路、河川、土木構造物等の現地調査、診断、計画、設計業務を体験

新潟県
新潟市
上越市

㈱ナルサワコンサルタント 大学、高専

新潟市
2名

上越市
2名

受入期間中随時

総務部・笹川まで電話または、メールでお問い合
わせください。025-282-2070
m-sasaga@narusawa-net.co.jp

http://www.narusa
wa-net.co.jp

新潟県
新潟市
長岡市

㈱ナルサワコンサルタント 大学、高専

新潟市
2名

長岡市
2名

受入期間中随時

総務部・笹川まで電話または、メールでお問い合
わせください。025-282-2070
m-sasaga@narusawa-net.co.jp

http://www.narusa
wa-net.co.jp

技術部櫻井まで電話または、メールでお問い合わ
せください。0250-22-4753 fronto@yamada-
sekkei.jp

測量業務の現場実務を体験

企画部長崎まで電話または、メールでお問い合わ
せください。025-284-2100 nagasaki@nais21.co.jp

http://www.nais21.
co.jp

三次元レーザ計測実習、統合型GIS企画書作成実習

新潟県 新潟市 （株）山田設計
大学、高専、

高校
2 ６月２０日（月）

総務課中村まで電話または、メールでお問い合わ
せください。0258-34-1331 takacho@takacho.co.jp

http://www.takach
o.co.jp/

測量・土木設計（道路・都市計画等）・CADによる作図等を体験

新潟県 新潟市 （株）ナカノアイシステム 大学 2～3 ７月２１日（木）

総務　池内まで電話または、メールでお問い合わ
せください。0255-522-5228 xyz@ruby.ocn.ne.jp

http://www.xyz-
nashimoto.sakura.n
e.jp/

測量業務の現場実務を体験

新潟県 長岡市 高橋調査設計（株） 大学、高専等 2 ７月１５日（金）

総務部久保まで電話または、メールでお問い合わ
せください。0255-72-3448 argos@argos-net.co.jp

http://www.argos-
net.co.jp/

測量業務の現場実務、土木設計に関する実務を体験

新潟県 上越市 （株）梨本測量社
大学、高専、

高校
2 ６月３０日（木）

総務営業部までメールでお問い合わせください。
info@ohara-g.co.jp

http://www.ohara-
g.co.jp/

測量、土木設計、ＣＡＤによる作図等の実習

新潟県
新潟市
妙高市

（株）アルゴス
大学、高専、

専門学校
2 ６月３０日（木）

土木総務課まで電話または、メールでお問い合わせ下
さい。025-226-3006、somu.pw@city.niigata.lg.jp

道路測量（実習）等、現場実務を体験

新潟県 長岡市 大原技術（株）
大学、高専、

専門学校
1 ６月３０日（木）

総務部人事課まで
025-226-2493

http//.city.niigata.l
g.jp/shisei/saiyo/i
nternship/jinji_inter
n2016.html

・建築関係法令等の説明
・建築設計図書作成
・公共施設工事の現場見学

新潟県 新潟市
新潟市土木部土木総務課

（東部・西部地域土木事務所）
大学、高校

大学2
高校5

概ね６月下旬

監理課企画調整室まで電話または、メールでお問
い合わせください。025-280-5383、
ngt080010@pref.niigata.lg.jp

http://www.pref.nii
gata.lg.jp/dobokuka
nri/135680723067
1 html

職員の補助業務（調査、測量、設計、管理ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、施工監理等）を体
験

新潟県 新潟市
新潟市建築部

（住環境政策課、建築行政課
公共建築第1課、2課）

特になし 4 ６月２９日（水）

新潟県
新潟県土木部

県内関係地域機関
大学、高専、

高校
14名
程度

６月１３日（月）

6月30日（木）

６月３０日（木）

随時

新潟県 新潟市 旭調査設計株式会社 大学、高専 1 ６月３０日（火）

地質調査部、栢森（かやもり）まで電話またはメー
ルでお問い合わせください。025-245-8345、
ui.kayamori@asahi-cs.co.jp

http://www.asahi-
cs.info/

ボーリングや孔内試験等の現場体験と得られたデータの整理・解析

新潟県 新潟市 旭調査設計株式会社 大学、高専
2名以

内

総務部北見まで電話または、メールでお問い合わせく
ださい。025-245-8345、hr.kitami@asahi-cs.co.jp

設計図作成、数量計算等の補助作業及び現場見学

新潟県 新潟市 株式会社村尾技建 大学、高専 2

新潟県 新潟市 株式会社興和
大学、高専、
専門、高校

2名程度

http://www.asahi-
cs.info/

新潟県 新潟市 (株)新協地質 2 ７月８日（金）

総務部 五十嵐まで電話または、メールでお問い
合わせください。
025-383-1771、 shinkyo@shinkyo-chishitsu.co.jp

http://www.shinky
o-chishitsu.co.jp

総務課　南雲まで電話または、メールでお問い合
わせください。025-281-8811ms-nagumo@kowa-
net.co.jp

http://www.kowa-
net.co.jp

技術部門（調査・室内試験・設計・施工管理等）における実務体験

経営企画室 日沖まで、電話またはメールでお問
合せください。025-284-6100、
hioki@muraogiken.co.jp

http://www.murao
giken.co.jp

地質調査業務に関する全般的内容について、実地実習を含めた研修

http://www.narusawa-net.co.jp/
http://www.narusawa-net.co.jp/
http://www.narusawa-net.co.jp/
http://www.narusawa-net.co.jp/
http://www.nais21.co.jp/
http://www.nais21.co.jp/
http://www.takacho.co.jp/
http://www.takacho.co.jp/
http://www.xyz-nashimoto.sakura.ne.jp/
http://www.xyz-nashimoto.sakura.ne.jp/
http://www.xyz-nashimoto.sakura.ne.jp/
http://www.argos-net.co.jp/
http://www.argos-net.co.jp/
http://www.ohara-g.co.jp/
http://www.ohara-g.co.jp/
http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1356807230671.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1356807230671.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1356807230671.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1356807230671.html
http://www.asahi-cs.info/
http://www.asahi-cs.info/
http://www.asahi-cs.info/
http://www.asahi-cs.info/
http://www.shinkyo-chishitsu.co.jp/
http://www.shinkyo-chishitsu.co.jp/
http://www.kowa-net.co.jp/
http://www.kowa-net.co.jp/
http://www.muraogiken.co.jp/
http://www.muraogiken.co.jp/
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HOME
会社概要
事業案内

地図調製・印刷
地理調査
写真測量
GIS関連業務

トピックス
加盟団体
お問い合わせ

アクセス

宮城県仙台市立東仙台中学校会社見学

公開日:2016年10月26日（水）00:19

5月11日（水）、宮城県仙台市立東仙台中学校の生徒7名が当社を訪問し、社内を見学しました。

イントロでは、当社の業務内容や取り扱う地図の説明をはじめ、身近なガイドマップから普段目にしないような海図、航空図ま
で幅広い種類の地図を見ていただきました。その後、実際に地図を編集する作業を見学したり、地理調査技術のひとつである
空中写真の実体視を体験したり、色々な角度から地図に触れ合っていただきました。完成品の地図は普段見ることはあっても
それが作られるまでの過程を見たことがない彼らは、興味津々な様子で熱心に社内を見て回りました。

地図が彼らにとって、より身近なものになると良いですね。

　

見学風景

パソコン上での地理調査について説明を受けています。

　

http://www.kokudochizu.co.jp/index.php/topics/56-kengaku.html
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実体鏡を使って空中写真を立体的に見る生徒たち。

　

　

前へ
次へ

Joomla template created with Artisteer.

当ホームページの地図画像は、著作権を有する機関等の許可を受けて掲載しております。よって地図画像データの掲載、再
配布はお断りします。
Copyright © 2014 KOKUDOCHIZU CO.,LTD. All Rights Reserved.

http://www.kokudochizu.co.jp/index.php/topics/56-kengaku.html
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トップ 活動目標 組織案内 学校⽀援活動 Q&A 教育情報

バックナンバー:

バックナンバー:

SSCニュース

知らない名前の会社で訪問学習

生徒がBtoBの企業の存在を知る瞬間

2016/10/13

生徒にとって、消費者を対象にした製品を持つ企業ではなく、主に企業を対象にした製品やサービスを提供している、いわゆるBtoBの仕

事をされている企業は、事前学習をするまで名前も事業内容も未知の存在です。

このほど化学品原料を供給されている企業で生徒が訪問学習を行いました。

本社会議室で会社説明ビデオを観た後、社員の皆様から自社の製品がどのよう

な分野・業種の何に使用されていて、どのような役割を果たしているのか、などにつ

いて説明を受けました。

また自社の強み、自信がある技術や品質についての熱心なお話も聞きました。

生徒たちは事前に会社について調べた上で訪問しましたが、それでも学ぶことの多

くが初めてだらけの学習です。

「今まで皆さんが製造される製品がいろいろな分野で使用され、すごく大きな役割

SSCサポートメモ

「法の日」週間記念行事でイベント開催　　法務省の東京・霞が関庁舎 2016/9/25

法務省・最高検察庁は10月1日(土)、東京・霞が関の法務省庁舎において、今年も法の役割や重要性、法務省の仕事を子どもたち

に知ってもらうためのイベントを開催します。

普段立ち入る機会がない法務省でのイベントです。法務省西門(赤れんが棟側)で受付。

プログラムには事前申し込みが必要なもの(検察官による模擬取り調べ実演、

法の日落語会、模擬裁判など)と、当日自由に参加できるプログラムがありま

す。

また、当日は２０階の談話室が開放され(12時～13時30分)、皇居方面の景

色を見ることができます。詳しくは法務省ホームページをご覧下さい。

Copyright©2005-2016 特定非営利活動法⼈ 学校サポートセンターAll Rights Reserved.

http://www.npossc.net/index.html
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トップ 活動目標 組織案内 学校⽀援活動 Q&A 教育情報

学校サポート体系

サポートスケジュール

総合的な学習サポート

キャリア教育⼊門

スキルアップ学習講座⼀覧

企業訪問学習

ロジカルシンキング講座

マナー講座

キャリア教育⽤教材制作

⼤学・専門学校訪問

企業訪問学習

企画姿勢

⽇本の優れた企業や⼤学、多様な職業の存在はすばらしい教育資源です。

これらの教育資源を活⽤した「中学⽣・⾼校⽣のキャリア教育」をコーディネートします。

キャリア教育旅⾏でのキャリア学習研修活動をサポートします。

学校サポートセンターは企業や学校、専門家などのすばらしい教育⼒の協⼒を要請します。1. 

キャリア教育をサポートして、企業など学習協⼒者の負担を減らし教育の可能性を広げま

す。

受け⼊れ先企業や学校・施設に対しては、側⾯からのサポートによって教育貢献活動の負担

を軽減するための⽀援を⾏います。⽇本が有する優れた企業の教育⼒を提供しやすい環境を

⽣み出します。

これらの活動に関わるスタッフとして、ビジネス経験、⼈⽣経験が豊富で幅広い⼈的ネット

ワークを持つ経験者の協⼒を得ます。

2. 

▲ページTOPへ

実施までの流れ

研修テーマ・⽇程・⼈数・内容など

＜概要決定＞

↓

訪問・研修内容・準備⼯程

＜実施計画確認＞

↓

⺠間企業・機関へ協⼒要請

＜打診と計画調整＞

↓

学校での事前学習と質問提出

＜訪問前の準備＞

↓

学校の直前確認と訪問実施

＜確認と実施＞

▲ページTOPへ

⾼等学校の訪問先と学習内容例

業種 学習内容

コンビニチェーン本社

商品の仕⼊れと販売、時間帯・⽴地・季節による販売の⼯夫、

商品陳列の⼯夫、 照明や店舗デザインの⼯夫、新製品のマーケ

ティング、新ビジネスの展開

ファストフード本社
ファストフードビジネスの仕組み、フランチャイズについて、

商品開発と市場ニーズ、接客マナー、⾷材へのこだわり

証券会社・保険会社

経済活動と株式、株を通して⾒る経済、株式と国際化、求めら

れる⼈財について保険と仕組み、 保険の種類、社会変化と保険

商品の開発、理系も多い多彩な⼈財

⼤⼿ソフト会社

ソフト開発の流れと組織、最新のソフトの機能、インターネッ

トとソフト開発のニーズ、 世界を結んだ連携とこれからのソフ

ト開発

ホテル

ホテル内業務と職種、ホテルの接客サービス、ホテルの仕事

（宿泊・飲⾷・宴会ほか）、 リゾートホテルのサービスとエン

ターテイメント・演出

http://www.npossc.net/html/activity/activity_travel.html
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建設会社

⽇本の代表的建物と美しさ、公共建造物と社会インフラ、建物

に求められる機能・役割と設計、 建設会社の組織と仕事、建設

と環境・バリアフリー、建物の機能・景観

パソコン・ＩＴ企業・通信

インターネットと商品・サービス、インターネットを使ったビ

ジネス、 携帯電話会社の仕組みと組織、広告宣伝、インター

ネットの可能性とリスク

商 社
商社の役割、⽇本の国際化と商社活動、最近の商社の役割、 業

務と求められる⼈財、国際貢献と商社

▲ページTOPへ

事前学習について

学校でのご準備は、

企業での訪問体験を有意義に⾏うため、事前学習を⼗分に⾏っていただきます。1. 

事前学習を⼗分に⾏うことで、⼦どもたちの活動を主体的な学習にしていただきます。2. 

キャリアデザイン基礎学習、訪問先についての学習、マナー学習の３講座があります。(オプ

ション)

3. 

学校の学習計画に合わせたキャリア教育の企画・講師派遣も⾏っています。(オプション)4. 

▲ページTOPへ

事前学習内容

講座テーマ 概要

1.キャリアデザイン基礎学習

キャリアデザインの⼤切さを理解します。

キャリアデザインの概要、目的、⽅法などについて学習して

研修旅⾏の位置づけを明確にします。

⾃分の夢とそのための準備・努⼒を理解し、研修を意義ある

ものにしましょう。

2.訪問先学習

訪問する企業・専門家・学校などについての理解を⼗分に⾏

います。

貴重な訪問時間を⼤切にし、⼗分な研修にするためにも事前

の知識が⼤切です。

事前学習は受け⼊れていただく訪問先へのマナーでもありま

す。

3.マナー講座

マナーは出会いの最も⼤切な最初のコミュニケーションで

す。

体験研修、インターンシップ、進学・就職などマナーが⼤事

になる場⾯が数多くあります。

マナーは相⼿への感謝や思いやりです。講座を通じて基本マ

ナーを学びます。

▲ページTOPへ

Copyright©2005-2016 特定非営利活動法⼈ 学校サポートセンターAll Rights Reserved.
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