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は じ め に 

 

岡山県中小企業団体中央会では、令和２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、株式会社学生情報センターが運営するインターンシップ専用サイト「キャンパスウェ

ブ」を活用し、岡山県内の１７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、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。 

今年度は、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インターン

シップの事前説明や対面式のイベントが開催できませんでした。しかし、各々の大学でキャンパスウ

ェブの登録方法、インターンシップの進め方を説明した結果、７０名の学生がインターンシップに臨み

ました。また、年末に実施したアンケートでは、2,000 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。 

インターンシップの受け入れを希望する企業／団体の登録は２７０になり、年々増加しており、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キャンパスウエブ登録企業／団体・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 
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ⅠⅠ．．事事業業のの概概要要   
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１１））実実施施方方針針  
■事務局を岡山県中小企業団体中央会に置き、株式会社学生情報センター（運営事務局所在地：東

京）が運営するインターンシップ専用サイト「イインンタターーンンシシッッププ・・キキャャンンパパススウウェェブブ」を利用し、実習期間

は原則８、９月中とする。 
■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。                                                                          
☆インターンシップ・キャンパスウェブ運営機関 
『株式会社学生情報センター』 
（東京都澁谷区神宮前５－５２－２ 青山オーバルビル１０Ｆ）   

２２））経経    過過  
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  
各大学で学生への啓発説明会開催が中止・延期され、オンラインでの説明 
学生がウェブ利用登録開始。登録済み企業・団体に受け入れ継続を依頼  
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・マッチングフェア開催（１８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）（１９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 
インターンシップ・マッチングフェア（女子学生向け）開催（８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）（８日、オンライン） 
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（岡山商科大学（１日）・中国学園大学（９日））（大

学で開催）    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（１７日））（大学で開催） 
インターンシップ・マッチングフェア開催（２１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）（２８日、会場とオンライン） 
企業・団体にお礼挨拶、引き続き事業協力を依頼 
令和２年度事業の報告書作成 �  

連携・協力 
実 施 主 体 
岡岡山山県県中中央央会会 

連携・協力先 
大大学学ココンンソソーーシシアアムム岡岡山山  
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ⅡⅡ．．学学生生啓啓発発説説明明会会（（ガガイイダダンンスス））  ⅢⅢ．．イインンタターーンンシシッッププ・・ママッッチチンンググフフェェアア   
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（（学学生生啓啓発発説説明明会会（（ガガイイダダンンスス））））  

インターンシップに参加する岡山県内の大学・短期大学・専門学校の学生に実習体験を促すための説明

会は当初 4、5月に各大学、学部で予定されていました。（岡山大、岡山県立大、岡山理科大、就実大・短期

大、ノートルダム清心女子大、中国学園大・短期大、山陽学園大、くらしき作陽大、倉敷芸術科学大、環太平

洋大、岡山商科大、岡山商科大学専門学校の各校）し

かし、新型コロナウイルス感染症の流行のために、説明

会が中止、延期されました。 

各大学で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あ

ってオンラインでの伝達に努めました。中央会でも説明

のビデオ撮影に協力しました。 

その結果、キャンパスウエブの登録学生数が約７５０

人になりました。 

 

（（イインンタターーンンシシッッププ・・ママッッチチンンググフフェェアア））  

 

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。例年は、会場を設け多くの企業に参加いただき、対面式の説明会を開催いたし

ますが、今年度は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夏・冬の 2回、その他に女子学生向けの回を含めて、合計 3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） 

はじめての試みでしたが、大学の講義もオンラインになっ

ていたこともあり、運営はスムーズに進みました。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。３回の開催で、合計で延べ１１１

名の学生と述べ９７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。 

 ��   

日程 イベント名

参加

学生数

（延べ）

参加

企業数
形態

22002200//77//1188 WWeebb版版おおかかややままイインンタターーンンシシッッププママッッチチンンググフフェェアア 1188名名 4466社社 オオンンラライインン

22002200//88//88 WWeebb女女子子学学生生イインンタターーンンシシッッププ合合同同説説明明会会 6644名名 1155社社 オオンンラライインン

22002200//1111//2211 WWeebb版版おおかかややままイインンタターーンンシシッッププママッッチチンンググフフェェアア 2299名名 3366社社 オオンンラライインン
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ⅢⅢ．．イインンタターーンンシシッッププ・・ママッッチチンンググフフェェアア   
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（（個個別別大大学学  イインンタターーンンシシッッププ・・ママッッチチンンググフフェェアア））   
今年度は、全体向けのイベントだけでなく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。３大学でオンライン開催、３大学で学内で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。 
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、学内での対

面型の大学では、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３大学で、延べ１１０名の学生と２９社の

企業の参加をしていただきました。また、学内開催の３

大学で、１５３名の学生と２７社の企業に参加となりまし

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、オンライン開催の様子・インターンシップマッチングフェアの様子）  ��   
日程 イベント名 大学名

参加

学生数

（延べ）

参加

企業数
形態

22002200//88//88 女女子子大大生生向向けけWWeebbイインンタターーンン説説明明会会 ノノーートトルルダダムム清清心心女女子子大大学学 77名名 99社社 オオンンラライインン

22002200//88//88 就就実実WWEEBBイインンタターーンンシシッッププママッッチチンンググフフェェアア 就就実実大大学学 99名名 1100社社 オオンンラライインン

22002200//88//88 山山陽陽学学園園大大学学生生ののたためめののWWeebb学学内内イインンタターーンンシシッッププ説説明明会会 山山陽陽学学戦戦大大学学 9944名名 1100社社 オオンンラライインン

22002200//99//11 岡岡山山商商科科大大学学学学内内イインンタターーンンシシッッププ説説明明会会 岡岡山山商商科科大大学学 5599名名 88社社 学学内内

22002200//99//99 中中国国学学園園大大学学・・中中国国短短期期大大学学学学内内イインンタターーンンシシッッププフフェェアア 中中国国学学園園大大学学 2299名名 99社社 学学内内

22002200//1111//1177 吉吉備備国国際際大大学学学学内内イインンタターーンンシシッッププ説説明明会会＆＆業業界界研研究究会会 吉吉備備国国際際大大学学 6655名名 1100社社 学学内内
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ⅣⅣ．．学学生生事事前前研研修修会会   
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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開催いたしまし

た。今年度は、年間２回の開催となりました。 
コロナ禍の下、オンラインでの開催となりましたが、学生７８名が参加しまし

た。（日程、講師・会場は表３参照） 
セミナーでは、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㈱リクルート・キャリアの方を講師に迎え、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○企業の捜し方○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、㈱トーキングアイの講師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

22002200//77//1199 WWeebb版版おおかかややままイインンタターーンンシシッッププ事事前前研研修修会会 4444名名 オオンンラライインン

((講講師師））
セセミミナナーー：：㈱㈱リリククルルーートトキキャャリリアア　　川川喜喜田田　　剣剣氏氏

ママナナーー講講座座：：㈱㈱トトーーキキンンググアアイイ　　槙槙枝枝　　妙妙子子氏氏

22002200//1111//2288 WWeebb版版おおかかややままイインンタターーンンシシッッププ事事前前研研修修会会　　秋秋・・冬冬 3344名名 オオンンラライインン＆＆会会場場

（（会会場場）） 岡岡山山国国際際交交流流セセンンタターー（（岡岡山山市市北北区区奉奉還還町町））

((講講師師））
セセミミナナーー：：㈱㈱リリククルルーートトキキャャリリアア　　岡岡部部　　泰泰祐祐氏氏

ママナナーー講講座座：：㈱㈱トトーーキキンンググアアイイ　　渡渡壁壁　　恵恵子子氏氏
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ⅤⅤ．．大大学学別別応応募募、、体体験験者者数数   
 

- 6 - 

 

■■イインンタターーンンシシッッププ大大学学別別のの応応募募、、体体験験者者数数（（イインンタターーンンシシッッププキキャャンンパパススウウエエブブににてて））  
    

■■イインンタターーンンシシッッププ・・キキャャンンパパススウウェェブブ  岡岡山山県県登登録録企企業業・・団団体体数数（（実実施施企企業業にに県県外外企企業業をを含含むむ））のの推推移移   
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ⅤⅤ．．大大学学別別応応募募、、体体験験者者数数   
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■■イインンタターーンンシシッッププ・・キキャャンンパパススウウエエブブのの登登録録数数  （県外大学は、中央会がコーディネートした大学生を集計） 

※２０１９年度は、キャンパスウエブシステム改訂後大学別の集計ができなかったために総数のみの掲載となった。 

  

  

  

■■岡岡山山県県内内企企業業・・団団体体ににててイインンタターーンンシシッッププ実実習習ししたた学学生生数数（（企企業業・・団団体体アアンンケケーートトよよりり））  

    ※アンケート回答数：１８４企業・団体 

 

【２０２０（令和２）年度インターンシップの傾向】 

２０２０年度は、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を希望数は増加いたしまし

た。受入希望の企業・団体数は増加しています。企業・団体アンケートで集計したインターンシップの実習数は、２千人

を超えて実習していることから考えましても依然として高い体験数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。 

年年度度
キキャャンンパパススウウエエブブににてて

ママッッチチンンググししたた学学生生数数

キャンパスウエブ以外

マッチングの学生数
合計

22002200（（令令和和２２））年年度度 7700 22,,113333 22,,220033

22001199（（令令和和元元））年年度度 8800 11,,115599 11,,223399

受受入入学学生生数数
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ⅥⅥ．．資資料料編編   
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■集計は受け入れ企業を対象（回答者数82社　回答人数82人）

11））企企業業・・団団体体アアンンケケーートト結結果果（（回回答答社社数数１１８８４４社社  回回答答人人数数１１８８４４人人））  

  

�

    ��
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ⅥⅥ．．資資料料編編   
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２）登録企業･団体一覧 

① メーカー 

 

企業・団体名 所在地

1 アイサワ工業株式会社 岡山市北区表町１ー５ー１

2 株式会社英田エンジニアリング 美作市三保原678

3 アサゴエ工業株式会社 岡山市北区御津高津１２０－２８

4 旭電業株式会社 岡山市南区西市４３３番地４

5 池田精工株式会社 苫田郡鏡野町小座1833

6 ＩＫＯＭＡロボテック株式会社 津山市戸島　６３４－２８

7 石川工業株式会社 岡山市北区今岡1001

8 株式会社　意匠堂 倉敷市新田３２１９ー９

9 株式会社イシン住宅研究所（イシンホーム） 津山市二宮６５４－４

10 株式会社インパム 岡山市南区洲崎１ー２ー１３

11 株式会社ウエキ 岡山市南区藤田２２７－１８３

12 内山工業株式会社 岡山市中区小橋町２ー１ー１０

13 栄光テクノ株式会社 岡山市南区新福２丁目７ー２０

14 株式会社エイチ・エス・ピー 岡山市中区江崎５６ー５

15 有限会社エーアンドエス 笠岡市拓海町１５２番地

16 エヌイーシール株式会社 加賀郡吉備中央町下加茂1825

17 株式会社MJカンパニー 岡山市北区西市３０８－６

18 オーエヌ工業株式会社 津山市上田邑３２３５ー２

19 オージー技研株式会社 岡山市中区海吉１８３５ー７

20 オーティス株式会社 真庭市中原２０２ー１３

21 株式会社大本組 岡山市北区内山下１ー１ー１３

22 オカネツ工業株式会社 岡山市東区九蟠１１１９－１

23 株式会社岡山木村屋 倉敷市中庄２２６１ー２

24 小田象製粉株式会社 倉敷市児島塩生２７６７番６８

25 カイタック株式会社 岡山市北区昭和町３ー１２

26 株式会社カザケン 倉敷市真備町箭田　８６２－１２

27 化繊ノズル製作所 井原市東江原町838

28 株式会社サイ 岡山市東区西大寺中野105

29 株式会社　蓬莱組 岡山市南区泉田３－７－２０－１

30 カモ井加工紙株式会社 倉敷市片島町236

31 菅公学生服株式会社 岡山市北区駅元町１５－１　岡山リットシティビル５F

32 関西プラスチック工業株式会社 倉敷市四十瀬３３１－３

33 岩水開発株式会社 岡山市南区福吉町１８－１８

34 株式会社共和工業所 倉敷市松江４ー２ー３

35 協和ファインテック株式会社 岡山市東区金岡西町９４８－９

36 倉敷繊維加工株式会社 倉敷市下庄１１３８－１

37 グリーンツール株式会社 笠岡市みの越１７番地

38 コアテック株式会社 総社市赤浜５００番地

39 晃立工業株式会社 津山市草加部1147

40 株式会社コーセイカン 倉敷市下庄１１２６－６

41 株式会社　コニック 勝田郡勝央町太平台１０ー５

42 坂本産業株式会社 笠岡市走出６７０－１

43 株式会社　佐野組 高梁市成羽町下日名３８ー４

44 さんもく工業株式会社 岡山市南区海岸通２丁目６番３号

45 三陽機器株式会社 浅口郡里庄町新庄3858

46 山陽ロード工業株式会社 津山市下高倉西１２３０－１

47 株式会社サンラヴィアン 浅口郡里庄町新庄3920

48 株式会社重藤組 岡山市南区福成三丁目６-２２

49 シバセ工業株式会社 浅口市鴨方町六条院中3037

50 株式会社ショーワ 倉敷市児島稗田町2006
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企業・団体名 所在地

51 杉岡建設株式会社 新見市新見３６８番地４

52 西部丸山株式会社 苫田郡鏡野町寺元１５０ー２

53 ゼノー・テック株式会社 岡山市南区豊浜町１２ー８

54 セロリー株式会社 岡山市南区藤田１６７８－１

55 大善株式会社 岡山市北区撫川1513

56 ダイヤ工業株式会社 岡山市南区古新田1125

57 タカヤ株式会社 井原市井原町661-1

58 株式会社タカラ 岡山市北区蕃山町４ー５

59
タグチ工業グループ（タグチ工業、田口クリエイト、タグチアシス

ト、タグチアシスト西日本、タグチ工業名古屋工場）
岡山市北区平野561-1

60 竹久夢二本舗　敷島堂株式会社 瀬戸内市邑久町尾張１１５３－１

61 タツモ株式会社 岡山市北区芳賀5311

62 有限会社田中製作所 倉敷市栗坂４６７－１９

63 タマデン工業株式会社 玉野市玉原３ー７ー２

64 株式会社デンソー勝山 真庭市三田220

65 株式会社徳山電機製作所 岡山市東区九蟠1119

66 トヨタホーム岡山株式会社 岡山市北区久米161

67 とら醤油株式会社 倉敷市酒津2362

68 株式会社トンボ 岡山市北区厚生町二丁目２番９号

69 ナガオ株式会社 岡山市北区京橋町１０番１７号

70 中島硝子工業株式会社 井原市木之子町５３０１ー２

71
ナカシマグループ（ナカシマプロペラ・帝人ナカシマメディカル・シ

ステムズナカシマ）
岡山市東区上道北方６８８－１

72 株式会社中野コロタイプ 岡山市北区玉柏390

73 中村建設株式会社 高梁市横町１５４１－５

74 株式会社ナテック 倉敷市下庄１１２６－１５

75 西尾総合印刷株式会社 岡山市北区津高651

76 日本植生株式会社 津山市高尾５７３－１

77 株式会社のだ初 倉敷市玉島柏島４７８０ー２

78 畠山製菓株式会社 瀬戸内市邑久町豊原702

79 株式会社姫太郎 揖保郡太子町山田435-2

80 平林金属株式会社 岡山市北区下中野３４７ー１０４

81 ヒルタ工業株式会社 笠岡市茂平１４１０ 

82 株式会社フジックス 備前市新庄６２８－１

83 冨士ベークライト株式会社 小田郡矢掛町小田6500

84 株式会社フジワラテクノアート 岡山市北区富吉２８２７ー３

85 ペガサスキャンドル株式会社 倉敷市西阿知町１３２０－５

86 マイクロクラフト株式会社 岡山市北区田中　６１７－１７

87 株式会社マックエンジニアリング 倉敷市８２５２－３５

88 丸五ゴム工業株式会社 倉敷市上富井58

89 満栄工業株式会社 加賀郡吉備中央町下加茂1597

90 三島産業株式会社 福山市駅家町万能倉1295番1

91 ミック工業株式会社　岡山工場 真庭市三崎８６０－１

92 三乗工業株式会社 総社市井尻野100

93 みのる産業株式会社 赤磐市下市447

94 銘建工業株式会社 真庭市勝山1209

95 目黒建設株式会社 倉敷市生坂２６１ー６

96 モリマシナリー株式会社 赤磐市仁堀東1383

97 安田工業株式会社 浅口郡里庄町浜中1160

98 有限会社コア構造設計 岡山市北区今2丁目6-10　内田ビル3F

99 ライフデザイン・カバヤ株式会社 岡山市北区中仙道二丁目９ー１１

100 ランデス株式会社 真庭市開田６３０－１
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② 商社 

  
③ 百貨店・ストア・専門店 

 

企業・団体名 所在地

101 株式会社和田組 倉敷市水島東千鳥町１ー１

102 ワタナベ工業株式会社 総社市清音上中島２番地

103 株式会社ワン・エニー 岡山市南区箕島９５８－９

企業・団体名 所在地

104 暁電業株式会社 岡山市南区福成２丁目１３－１

105 株式会社エコライフジャパン 倉敷市宮前４７２－２

106 カワニシグループ 岡山市北区下石井１－１－３　日本生命岡山第二ビル8階

107 クラブン株式会社 倉敷市笹沖４１０－５

108 株式会社サンヨープレジャー 岡山市北区大内田７１５－４

109 新生電機株式会社 岡山市南区新福１ー５ー６

110
ダブルツリーグループ（株式会社ハヤシ・株式会社プラントツリー

ズ）
倉敷市加須山３３４ー４

111 東洋重機工業株式会社 岡山市北区久米６番地

112 トヨタカローラ岡山株式会社 岡山市北区鹿田町１ー１ー２６

113 トリツ機工株式会社 岡山市南区福成２－１９－２

114 株式会社中島商会 岡山市北区柳町２ー２ー２３

115 ネッツトヨタ岡山株式会社 岡山市南区泉田１ー３ー６

116 富士ゼロックス岡山株式会社 岡山市北区今４丁目１４番２６号

117 双葉電機株式会社 岡山市南区福成２－２３－１８

118 株式会社前嶋 岡山市南区福成２丁目２２－３

119 株式会社四方一商店 真庭市栗原1343

120 ライト電業株式会社 岡山市南区芳泉２丁目２－３２

121 株式会社WORK SMILE LABO 岡山市南区福浜町１５ー１０

企業・団体名 所在地

122 株式会社イリエ 津山市川崎５３２－１

123 株式会社インターナショナルリレーション 岡山市北区磨屋町２ー５

124 株式会社エイコー堂 倉敷市児島駅前２－３０

125 オートバックス　株式会社ディー・エス笹沖 倉敷市白楽町５２６－１（本部）

126 菅田株式会社 津山市川崎１９０２ー３

127 株式会社こまり 岡山市北区伊島町２丁目２１－２７

128 株式会社ザグザグ 岡山市中区清水３６９－２

129 株式会社山陽マルナカ 岡山市南区平福１丁目３０５－２

130 株式会社　シマダオール 倉敷市中畝７丁目４番７号

131 株式会社ジュンテンドー 益田市下本郷町206-5

132 生活協同組合おかやまコープ 岡山市南区藤田５６４ー１７８

133 株式会社染織近藤 岡山市北区丸の内１ー７ー３

134 大黒天物産株式会社 倉敷市堀南７０４－５

135 株式会社つるや 津山市上村８０番地

136 株式会社天満屋 岡山市北区表町２ー１ー１

137 株式会社天満屋ストア 岡山市北区岡町１３－１６

138 日植アグリ株式会社 岡山市北区大内田７６９－１（岡山県総合流通センター内）

139 株式会社マルイ 津山市二宮７１番地
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④ 金融 

  
⑤ マスコミ 

 

 

⑥ ソフトウェア・通信・情報処理   
⑦ サービス 

 

企業・団体名 所在地

140 おかやま信用金庫 岡山市北区柳町1丁目11番21号

141
こくみん共済 coop＜全労済＞ 中四国統括本部 岡山推進

本部
岡山市北区駅元町６番２６号

142 税理士法人　吉井財務研究所 岡山市北区青江１丁目４番１６号

143 玉島信用金庫 倉敷市玉島１４３８番地

144 株式会社　中国銀行 岡山市北区丸の内１－１５－２０

145 株式会社トマト銀行 岡山市北区番町２ー３ー４

146 日本生命保険相互会社　岡山支社 岡山市北区駅前町１ー８ー１８　イコットニコット５Ｆ

企業・団体名 所在地

147 株式会社山陽新聞社 岡山市北区柳町２ー１ー１

148 白神商事株式会社 岡山市南区浦安南町579

149 玉島テレビ放送株式会社 倉敷市玉島阿賀崎１－２－３１

150 株式会社テイクオフ 岡山市南区当新田７８ー１１

151 株式会社ティ・シー・シー（天満屋グループ） 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル2F

152 テレビせとうち株式会社 岡山市北区柳町２ー１ー１

企業・団体名 所在地

153 アイネットシステム株式会社 岡山市中区平井１０９１－１

154 有限会社アクシス 倉敷市老松町４ー８ー２０

155 株式会社イー・ネットワークス 岡山市北区大内田テレポート岡山５F

156 株式会社トスコ 岡山市北区西市 １１６－１３

157 株式会社C-AXIS 岡山市北区駅前町１ー８ー１　岡山新光ビル7F

158 株式会社システムズナカシマ 岡山市北区中島田町2丁目3-19

159 株式会社システムタイズ 岡山市北区下中野３１８－１１０

160 株式会社スイフトスタッフ 玉野市迫間 ２２７３ー１

161 セリオ株式会社 岡山市中区原尾島３－１６－４

162 株式会社ソフィア 津山市河原町２９番地３

163 株式会社ＮＩＣＳ 玉野市宇野１丁目１１番１号

164 株式会社ハイテックシステムズ 岡山市北区幸町大樹生命岡山ビル7F

165 ピープルソフトウェア株式会社 倉敷市阿知１－７－２　くらしきシティプラザ西ビル５階

166 ビジネスセンター岡山株式会社 岡山市北区島田本町１丁目５番３７号

167 株式会社ミトラ［担当事業所：岡山］ 岡山市北区津島中1-1-1岡山大インキュベータ110

168 有限会社ミト・ワークス 岡山市中区浜三丁目３ー４０

169 株式会社両備システムズ 岡山市南区豊成二丁目７番１６号

企業・団体名 所在地

170 株式会社アイリーフ 岡山市北区奉還町１ー３ー１８

171 株式会社いのうえ 倉敷市二日市511-1

172 医療法人福寿会 倉敷市藤戸町藤戸1580

173 株式会社ウェーブハウス 岡山市北区辰巳２－１０８

174 株式会社ウエスコ 岡山市北区島田本町２－５－３５

175 ウエストジャパン興業株式会社　備前自動車岡山教習所 岡山市中区清水４１８
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176 株式会社エイト日本技術開発 岡山市北区津島京町３丁目１－２１

177 株式会社エヌ･シー･ピー 岡山市北区下伊福本町１－３３

178 株式会社オーディーエル 岡山市北区表町２－２－３３　表町水川ビルⅡ-3F

179 岡山医療生活協同組合　総合病院岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町２ー２０

180 岡山県貨物運送株式会社 岡山市北区清心町４－３１

181 岡山スポーツ会館 岡山市北区絵図町1-50 株式会社岡山スポーツ会館

182 岡山ビューホテル（株式会社セントラル・パーク） 岡山市北区中山下１丁目１１番１７号

183 株式会社岡山マツダ 岡山市北区野田４－１４－２０

184 株式会社　岡山ももたろう自動車学校 岡山市中区藤崎　622-4

185 株式会社おもちゃ王国 玉野市滝１６４０－１

186 カジノン株式会社 岡山市北区番町１丁目１１番２５号

187 株式会社環境科学設計 倉敷市玉島阿賀崎２７７５ー３

188 喜多商事株式会社 岡山市北区西市１１７－４

189 株式会社木村建築設計事務所 岡山市北区野田３ー１８ー２０

190 株式会社キャリアプランニング 岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル1階

191 協同組合岡山県土質試験センター 岡山市北区津島京町２ー８ー１

192 社会福祉法人クムレ 倉敷市栗坂８番地

193 株式会社倉敷アイビースクエア 倉敷市本町７番２号

194 株式会社グロップ 岡山市中区さい東町２ー２ー５

195 啓心塾　/　英語・英会話　HELLO　/　株式会社中川楽器 倉敷市宮前５６ー１

196 株式会社建美装社 岡山市中区江崎７２４－５

197 興南設計株式会社 倉敷市粒江２０－３６

198 公立学校共済組合岡山宿泊所ピュアリティまきび 岡山市北区下石井２－６－４１

199 株式会社サイカイコンサルタント 岡山市北区西市 １１６－4

200 株式会社坂口損保 倉敷市堀南833

201 株式会社三備保険事務所 倉敷市北畝１ー２３ー５

202 株式会社　山陽新聞事業社 岡山市北区柳町２丁目１番１号

203 株式会社　山陽設計 岡山市中区清水２ー５ー２２

204 株式会社　山陽レイスポーツ 岡山市南区泉田１丁目７－６

205 下津井電鉄株式会社 岡山市北区大元駅前３－６１

206 社会福祉法人鶯園　特別養護老人ホーム千寿荘 真庭市蒜山上長田２８ー１

207 社会福祉法人 四ツ葉会 倉敷市徳芳504

208 社会福祉法人王慈福祉会 倉敷市児島下の町５ー２ー１７

209 社会福祉法人ことぶき会　特別養護老人ホーム宇甘川荘 岡山市北区御津紙工１４１０番地

210 社会福祉法人松園福祉会　あすなろ園 倉敷市玉島勇崎１０４４番地

211 社会福祉法人　日翔会 日野郡日野町根雨７３０ 特別養護老人ホームあいご　内

212 社会福祉法人報恩会　牛窓ルンビニ保育園 倉敷市４９５９ー５

213 すずらん歯科クリニック 倉敷市茶屋町 １７６４－５

214 瀬戸内エンジニアリング株式会社 倉敷市水島西栄町８番４号

215 株式会社綜合設計 岡山市北区今保１８５－８

216 株式会社創心會 倉敷市茶屋町２１０２－１４

217 株式会社ソーデン社 岡山市南区箕島　３７７－４

218 株式会社タイム 岡山市北区下中野４６５－４

219 中国電力株式会社 広島市中区小町４－３３

220 つばさクリニック 倉敷市大島５３４－１
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⑧ 官公庁・公社・団体 

 

 

 

 

 

221 つばめガス株式会社 岡山市南区福田174

222 株式会社　適性科学研究センター 岡山市北区伊島町１ー３ー２

223 株式会社天満屋ホテルズアンドリゾーツ 倉敷市下津井吹上３０３－５３

224 東横イン　岡山駅西口広場 北区駅元町２２ー１０

225 東横イン　岡山駅西口右 北区奉還町１ー１２ー４

226 東横イン　倉敷駅南口 倉敷市阿知２ー１０ー２０

227 東横イン　岡山駅東口 岡山市北区駅前町１ー７ー３

228 有限会社トラベルシリウス 真庭市湯原温泉３７８－１

229 株式会社ドルフィン・エイド 倉敷市新倉敷駅前三丁目130番地

230 ナカウン株式会社 岡山市中区倉富３４０－１８

231 株式会社　新見自動車教習所 新見市西方２９２９－２

232 日進測量株式会社 岡山市中区清水３６６－２

233 ネットリンクス株式会社 岡山市北区表町1-7-15　パークスクエアSHOWA3F

234 株式会社HAKKEIJAPAN 真庭市豊栄1572

235 株式会社はれコーポレーション 岡山本社：岡山市北区表町1丁目5番1号　岡山シンフォニービル

236 株式会社BtoBホールディングス 岡山市北区駅前町１ー８ー１

237 株式会社ベクトル 岡山市北区駅前町1丁目8番1号　岡山新光ビル6F

238 株式会社ホテルグランヴィア岡山 岡山市北区駅元町１ー５

239 都ユニリース株式会社 倉敷市連島町連島１４２－２８９

240 有限会社アグリ元気岡山　（農マル園芸　吉備路農園） 総社市西郡４１１－１

241 株式会社湯郷プラザホテル　季譜の里 美作市湯郷180

242 株式会社ヨコヤマコーポレーション（ビックリドンキー） 岡山市東区西大寺中野８７５－１３

243 株式会社ライフクリエイト 岡山市北区撫川８２８番３号

244 両備グループ（両備ホールディングス（株）、他） 岡山市北区錦町６番１号

245 株式会社リョービツアーズ 岡山市北区磨屋町１－６　岡山磨屋町ビル8F

企業・団体名 所在地

246 一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団 備前市西片上１４０６－１８

247 一般社団法人　日本地域イノベーション研究機構 岡山市北区駅前町1-8-1 　岡山新光ビル５階

248 NPO法人若者応援コミュニティとりのす 岡山市北区伊福町４－４－３１

249 公益財団法人岡山県環境保全事業団 岡山市南区内尾６６５－1

250 岡山県工業技術センター 岡山市北区芳賀5301

251 岡山県生涯学習センター 岡山市北区伊島町３ー１ー１

252 岡山県庁 岡山市北区内山下二丁目4番6号

253 岡山県立図書館 岡山市北区丸の内２ー６ー３０

254 岡山市 岡山市北区大供一丁目１番１号

255 岡山労働局 岡山市北区下石井　１－４－１　岡山第2合同庁舎3階

256 笠岡市 笠岡市中央町１ー１

257 倉敷市 倉敷市西中新田　６４０番地

258 社会福祉法人　倉敷市総合福祉事業団 倉敷市有城７１０番地
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■業種別の登録県内企業・団体数と県外実施企業・団体数 
  

    業業  種種  
22002200((令令和和 22))年年度度   2019(令和元)年度  

登登録録企企業業  受受入入企企業業    登録企業 受入企業  

メーカー 103 3   87 6  

商社 18 0   １6 0  

百貨店・ストア・専門店 18 0   17 0  

金融 7 1   8 2  

マスコミ 6 0   6 0  

ソフトウェア・通信・情報処理 17 0   16 2  

サービス 76 3   67 4  

官公庁・公社・団体 25 0   26 12  

        

合合  計計  227700  1100    241 26  

  
※※業業種種ににつついいててはは、、各各企企業業・・団団体体のの登登録録にによよりり集集計計いいたたししままししたた。。  
  

 

  

 

 

 

 

 

企業・団体名 所在地

259 社会福祉法人藤花会 岡山市東区西大寺北966

260 高梁市役所 高梁市松原通２０４３番地

261 津山市　[産業文化部　仕事・移住支援室] 津山市山下９２－１　津山圏域雇用労働センター内

262 津山市役所[総務部 人事課] 津山市山北520

263 特定非営利活動法人赤磐子どもNPOセンター 赤磐市町苅田町苅田324　陽なたぼっこ

264 特定非営利活動法人地域資源文化研究所 岡山市北区表町一丁目 1-8-1102

265 新見市 新見市新見３１０番地３

266 新見商工会議所 新見市高尾２４７５番地の７

267 備前市役所 備前市東片上１２６番地

268 特定非営利活動法人　ふれあいサポートちゃてぃず 備前市日生町日生８８６番地

269 防衛省　自衛隊岡山地方協力本部 岡山市北区下石井１－４－１　岡山第二合同庁舎

270 特定非営利活動法人　桃太郎ハンズ 岡山市北区春日町９ー３
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