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1 基本構想 

背景・目的（問題意識） 

人生 100年時代、人口減少、産業構造の変化、グローバル化、地方創生、東京一極集

中から遠隔分散型への展開、そしてコロナ禍後の経済構造、社会構造が劇的な変化が想

定される中で、日本国内の GDPの約 6割を占める地方経済は、これまでの延長線、また

大都市モデルとは異なる、新たなアプローチによる地域経済の活性化が必要である。  

地域経済をけん引する存在である中堅中小企業において、更なる生産性向上は必須で

あり、その為に経営者と共にこれまでの延長線にはない自社の未来を描き、共に変革を

推進する経営者の右腕となる中核人材を外部から招聘、または同等な機能を提供するア

プローチが求められる。 

中核人材の大票田と想定される都心部の幹部人材の現状は、株式会社日本人材機構の

調査によると、自身の会社で能力を発揮して活躍している同期は「１～3 割」と回答し

た割合は 5割を超え、また、地方企業で働くことについて興味を持っている割合は 5割

を超える。 

地域中堅中小企業、都市部の幹部人材の双方のニーズはマッチしているが、これまで

都市部幹部人材→地方への人材流動化が進まない大きな理由は、「給与差」「ミスマッ

チ後のリスク（地域内で魅力的な職の選択肢が少ない）」であると考えている。 

このような中、人材育成機関としての「大学」が地域社会の核となって、地域産業・

地域行政等と多面的に連携し、新たなアプローチをすることで、地域経済・地域社会の

活性を図ることが本事業の目的である。 

 

事業構築の着眼点（現状） 

 地域中堅中小企業 

 地域中堅中小企業の経営者は、総じて、日々に忙しく、未来を見据えた経営を

したいが、時間がない、またそのリテラシーが低い。（≒考えることができな

い） 

 また経営変革、新規事業等を展開する際、経営者と共に推進する社内人材が育

っていない。（≒展開できない） 

 経営変革を推進する人材を外部から招へいの決断しても、中核人材側が、給与

差・ミスマッチ後のリスクの理由で人材が集まらない。また地域中小企業側

も、これまで外部人材（機能）の活用経験が少ない為、活かしきれない。（≒

変革が進まない） 
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 都市部幹部人材 

 人材 100年時代においては、終身雇用は維持されず、これまで培った自身の能

力をアップデートし、複線型のキャリア形成が必要となる。 

 自身の能力のアップデートするためには、まずは自身を客観的に見つめなお

し、これからの自身のありたい姿との GAPに気づくことであり、この一連のプ

ロセスを実践的に行う学びが必要となる。 

 このような中、機会があれば地域中堅中小企業でのチャレンジを望んでいる

が、前述の理由（給与差・ミスマッチ後のリスク）により、その一歩を踏み出

せない。 

 地域大学 

 少子高齢化に伴い、国からの予算縮小は継続し、大学経営を行う上で新たな資

金を外部から調達することが必要となる。 

 これからの地域にとって必要な人材の育成、輩出は、今後も重要な役割であ

る。（地域における新たな存在価値） 

 従って、これまでの枠組に囚われない、新たな仕組みの導入による大学内の変

革も必要である。 

  本プログラムの目的は、地方企業・地方大学・中核人材が協働し、「働きながら学ぶ場」の創出

によって地方発のイノベーションを創造し、経済の活性化（地方創生）を加速することにある

実務経験教員

生産性向上
実務経験

教員候補

支援機会

（融資等）

リカレント教育

新しい経済政策パッケージ（平成29年12月8日閣議決定）

人づくり革命 生産性革命

地域大学による社会人研究員制度を活用した地方創生PRGM 

大学改革

「実務経験のある教員の配置」

地方創生の推進
「産官学金等連携による

中小企業の生産性改革」

リカレント教育

「人生100年時代の学び直し」

都市部中核人材 大学 地方の中小企業

地域経営支援機関

（地域金融機関等）
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事業の基本構造 

 STEP1: 地域大学が客員研究員を受入れるプログラムを提供し、都市部人材を招聘 

首都圏人材が地域大学の客員研究員となり、週 3,4 日は事前にマッチングされた

企業の支援にあたり、残りの 1,2 日は大学で学習・研究活動するプログラム（約半

年）を提供。実際に企業を支援して新しい知見を得るだけではなく、大学で担当教員

や他の客員研究員からアドバイスを得ることもできる。この間、プログラムの参加者

には業務委託費として報酬が企業から直接支払われる。 

 

 STEP2: プログラム終了後、都市部人材が様々な形で地域定着 

客員研究員は、プログラム（約半年）期間中、働きながら学び、これからの自身の

キャリアを考え、下記に示すような選択を行う。 

 地域中堅中小企業での経営人材 

 地域中堅中小企業との業務委託契約締結による経営支援者地域内での起業家 

 地域大学における実務家教員 

 

 STEP3：都市部人材が様々な活動を通じ地域企業等の活性化に貢献 

客員研究員は、自身の成長の機会と捉え、そして仕事の枠を越え、下記に示すよ

うな活動を展開し、地域経済活性への貢献を行う 

 企業の生産性向上への貢献 

 既存地域人材の育成支援 

 地域内でのネットワーク構築による地域産業の生産性の更なる向上 

 

 STEP4: 持続的な事業運営により、更なる地域活性化に貢献 

本事業が持続することで、輩出する人材数とネットワークが更に拡がる。これによ

り、地域経済へのインパクト（本事業の提供価値）による事業運営資金を獲得し、事

業の発展・拡大が可能になり、その結果として地域全体の活性化に貢献する 
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（参考）信州大学「信州 100年企業創出プログラム」での基本構想① 

 

（参考）信州大学「信州 100年企業創出プログラム」での基本構想② 
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持続的な事業運営体制の構築 

本事業は「地域大学」と「地域民間事業者」のプロジェクト型（お互いの役割と利便

の一致が前提）であることが、事業持続性のキーポイント。事業運営に関する基本的な

考え方は以下の通り。 

① 地域大学 

 良質な教育プログラムを提供し、地域に必要な人材を育成し輩出する。 

② 地域民間事業者 

 成長可能性の高い企業・産業の特定、人材招致、活躍支援、人材定着支援など

の機能を提供し、PRGMに参画する企業や団体から運営費用として、事業対価

（お金）を得る。 

③ プロジェクト（地域大学＋地域民間事業者） 

 事業対価（お金）を地域民間事業者の事業運営費、大学のプログラム運営費に

充当し、持続的な運営ができるよう事業マネジメントを行う。 

 

（参考）信州 100年企業創出 PRGM事業体制（令和元年度） 

 

人材フォロー

案件フォロー

研究員・地域企業のマッチング

業務従事
業務委託費

支払い

PRGM運営費の

支払い

（事業収入）

信大研究員

地域企業

信州100年企業創出PRGM

信州大学

SCOP

（NPO法人）

松本山雅

（Jリーグ）

事業統括

人材募集

企業開拓
（スポンサー企業700社）

教育PRGM提供
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２ 事業立ち上げ準備 

事業構築の基本プロセスと推進に必要なケイパビリティ 

 事業立ち上げ準備として、下記の事業化プロセスに求められるケイパビリティを勘案

したプロジェクト体制を構築する必要がある。 

 

 

大学起点、民間事業者起点どちらでもプロジェクト立上げは可能であるが、それぞれ

以下の要件を満たす必要がある。 

 大学のコミットメント 

 本事業を実施する学内での合意（学長・理事） 

 教育 PRGMを提供する教員・事務 

 社会人を大学に受け入れる新たな枠組み構築 

  

 関連団体と担当者のミッションへのコミットメントを醸成し、事

業全体のペースメーク、PRGMゴール達成に向けた意思決定、事

業推進ができるか

 経営者と対等に経営課題に関する議論ができ、その解決に向け、

外部人材のミッションテーマ・人材要件を設定できるか

 単なる人手不足解消ではなく、人材により自社の経営課題を解決

し、さらなる成長や変革に加え、地域を活性化したい志の高い経

営者を発見できるか

 都市部中核人材を集めるメディア、人材DBを保有できているか

 優秀なビジネスパーソンと対等に会話ができ、その人材の魅力や

能力の見極めができ、企業経営者へのマッチングのナビゲートが

できるか

 当該大学のプログラムに参加する人材・企業側への提供価値を考

慮したプログラム設計に加え、メンタリング、人的ネットワーク

支援、生活サポート（住居・交通など）体制を構築できるか

 第三者として、両者に公平な立場ではいり、企業ミッションの達

成に向け、不具合の早期発見、早期解決できるサイクルを構築で

きるか

プロセス 事業運営の勘どころ ケイパビリティ

全体マネジメント

ビジョナリー・巻き込み力・

人間力・PRJマネジメントカ

ミッションテーマ

人材要件設定

コミュニケーション力

ビジネスコンサルティング力

人材コンサルティング力

企業募集

ネットワーキング力

経営者の見極め力

人材募集

都心人材へのリーチ力

企業・人材の

マッチング

ビジネスコンサルティング力

人材コンサルティング力

大学プログラム

運當

サービス設計力

プロジェクトマネジメント力

地域内ネットワーク力

企難・人材の

フォローアップ

ビジネスコンサルティング力

コミュニケーション力
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 民間事業者のコミットメント 

 本事業にコミットする中心団体の選定 

 経営者ネットワーク、経営者見極め力 

 人材紹介免許、人材の見極め力 

 ＰＲＪディレクターの配置 

 新たな枠組みを構築し、推進することができる能力 

 各ステークホルダーとの調整能力、および影響力 

 

（参考）プロジェクト体制例と役割イメージ  

 

 

 

個別ゼミサポート

研究員、企業へのフォ

ローアップ

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

企業開拓 人材募集 マッチング
集合ゼミ・キック

オフ・報告会設計
個別ゼミ運営

集合ゼミキック

オフ・報告会運営

PRGM参画企業確定➡

企業ミッション設計

ターゲット人材へのPR、

HP等運営

候補者面談、企業引き

合わせ、参画社（者）

の確定

設計、具体化、スケ

ジュール化

研究員指導、メンタリ

ング
運営責任

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

PRGMボード会

PRGM運営に関する意思決定

●●（□□大学）・●●（□□株式会社）

PRGM事務局会

PRGM運営検討・各ゼミの運営状況確認等

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

研究領域

本PRGMを題材とした研究成果

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

マッチング領域

PRGM参画目標の達成（10件）

●●（□□大学）・

●●（□□株式会社）

教育領域

PRGM修了後の歩留まり目標達成

（7割）

●●先生

PRGM統括

PRGM責任者

事務局TOP（ディレクター）が

全体コントロール

コミットメント

・目標明確化

月1回・適時開催

各団体責任者

＋事務局
（意思決定者はできる

だけ少なく）

適正人材・

団体アサイン

事業運営経験＆

人間力のある人材

アサイン

最終意思決定者

週1回
（関係者との信頼関係構築・PRJ

ペースメイクも目的）
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PRJ に必要な機能、該当者・該当団体、および役割 

 

 

  

機能 該当者・該当団体 役割

PRGM統括 事業主体者の責任者 事業に関する最終意思決定

PRGMボード会 各参加団体の事業責任者 事業の意思決定プロセスに関与

PRGM事務局 PRJディレクター＋各団体の実務責任者
実質的なPRGM運営に関する企画・運営

に関する検討や推進

企業開拓 地域企業とのネットワークを持つ団体
PRGM参画企業選定、企業ミッション設

定

人材募集 首都圏人材DB等へリーチできる団体
ターゲット人材へのPR、HP等の企画・

運営

マッチング
企業への人材マッチングを経験してい

る団体

候補者面談、企業引き合わせ、研究員

マッチングの確定

ゼミ教員 大学教員、または外部講師
カリキュラムの設計、および研究員へ

の指導・メンタリング

ゼミアシスタント 事業運営経験＆人間力のある人材 研究員・企業へのフォローアップ

1

2

3

4

5

6

7

8
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３．企業開拓、企業選定（ミッション設定） 

 企業開拓、企業選定は下記の 6つのステップにて実施する。最終ステップでは、企業

における研究員のミッションを設定し、求められる人材像の確定を行う。 

 

 

① 対象企業設定 

プログラムの対象企業数を設定するためには、まずは、参画研究員の目安値を設定し

て、そこから参画企業数の設定と、そのために必要な訪問企業数の設定を行う。 

 

＜プログラムの対象企業数の考え方＞ 

下記の 3ステップによって対象企業数の設定を行う。 

  

 タ-ゲット企業数の設定

 参画していただきたい経営者・企業像の参画基準の明確化

取り組み概要 必要ツール・成果物

対象企業設定1

 企業開拓支援組織（金融機関、NPO、大学、その他支援組

織）への候補企業抽出の依頼企業開拓支援組

織との連携
2

 参画企業の経営テ-マ、研究員ミッション設定と、求める人

材像の確定

 その他、マッチング参考情報の整理

ミッション設定

と人材要件定義
６

 ターゲット企業数設定

 企業参画基準

 プログラム概要フライヤー

 企業参画基準

 事例集

 訪問企業リストの作成と進捗管理

企業リスト作成3

 訪問企業管理リスト

 候補企業経営者との面談依頼、日程調整

 訪問企業の事前調査企業訪問準備4

 ヒアリングシート（事前）

 想定される研究テ-マ一覧表

 企業訪問による訪問企業の参画可否判断

 マッチング参考情報のヒアリング企業訪問5

 ヒアリングシート（訪問時）

 研究員と中途採用やコンサル

タントとの違い

 エントリーシート

 企業ミッションシート一覧表

 経営者・企業風土一覧表

 通勤・住居・交通支援一覧表
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1. 参画研究員の目安値設定 

大学プログラム側での受け入れキャパシティの想定から

参加者数の目安値を設定する。 

2. 参画企業数の設定 

マッチングによる成約率は 50％〜70％程度となるため、

理想的には目安値の 2倍程度、少なくとも 1.5倍程度

を、参画企業数として設定する。 

3. 訪問企業数の設定 

事前調査による精査のレベルによって増減が生じるが、

参画企業数の 2倍程度の訪問企業数を用意する。 

 

＜企業参画基準の考え方＞ 

企業参画基準を、物理的条件と、経営者ヒアリングから設定する。プログラムの目的に

もよるが、できるだけ多様な業界・業種の企業に参加して頂くことが望ましい。 

 

企業の物理的条件

による判断基準

経営者ヒアリング

による判断基準

事業規模

例えば、中小企業に限定するのであれば、中小企業定義※1の基準に準じて判断する。

1

エリア

研究員が企業に通勤しながら、毎週、大学に通うことができるエリアであるかどうかで判断する。

（当初は車を所有しない方が多いため、公共交通機関にて可能かどうか）

2

同業界の可否

プログラム趣旨に照らし合わせて、同業界の参画企業数※2の上限目安を予め設定して、判断する。

3

志向・意欲

経営者の決断力、プログラムの趣旨・目的理解、地域発展の意欲で判断する。

1

経営課題（経営テーマ）

課題設定の可否と、課題種類によって判断する。

2

必須条件

受け入れ体制整備、提示された費用負担、事業終了後の継続雇用・契約の準備と覚悟の有無で、

判断する。

3

※2 同業界上限数の考え方

 プログラムの趣旨にもよるが、対象産業の中ではでき

るだけ様々な業界・業種とした方が、参画企業間同士

の連携可能性や地域エシステムとしての検討などが進

めやすい。

 よって、同業界・同業種の上限は2～3社程度にする

ことが望ましい。

業種
下記のいずれかを満たすこと

資本金 常時使用する従業員の数

製造業 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

※1 中小企業定義

が10人の場合

30社～40社

15社～20社

10人
1

2

3

1
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プログラムに参加していただきたい企業は、企業経営者の「志向・意欲」が高く、

「経営課題（研究テーマ）」が適切で、「必須条件」が満たされる企業として、参画判

断基準を設定する。 

 

  

経営課題

（経営テーマ）

 自社の経営課題について、経営

者が自身の言葉で語れる

 自社の経営課題に対して、何ら

かの解決アクションをとっている

志向・意欲

 プログラムへの参画、及びマッ

チング人材を、経営者自身の判

断で決定できる

1

必須条件

 プログラムの趣旨・目的を十分

理解し、外部からの中核人材の

迎え入れと、課題解決活動支援

を積極的に行う意欲が高い

2

 自社利益のみに囚われずに、地

域への課題意識や地域発展への

意欲が高い

3

 プログラム期間（半年）で解決

に向けた取り組みが行える課題

が設定できる

（課題自体は長期的な取り組みが

必要でも、短期でなんらかの解決

策が講じられればよい）

 継続的な取り組みとなりやすい

課題が設定できる

（「販路拡大」は、単なる人脈活

用だけとなりがちで、継続的な取

り組みとなりにくいため、対象外

とした方がよい。）

 固有の業種経験が無くても取り

組める課題が設定できる

（固有の業種経験が必要な「技術

職」より、応用範囲の広い「事務

職」が対応できる課題が設定でき

る企業を優先する）

※想定される経営課題は次頁参照

2

1

 経営者が定期的（週１等）に研

究員と面談等でのコミュニケー

ションがとれるか

 社内メンバーとの関係性構築など

へのご配慮をいただけるか

1

提示された費用負担のできる

企業

2

事業終了後の継続雇用・契約

の準備と覚悟を持っていただ

ける企業

3

経営者の決断力

プログラムの趣旨・目的理解

地域発展への意欲

課題設定

課題種類

受け入れ体制の整備のできる

企業
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＜想定される経営テーマ一覧表＞ 

人材とのマッチング難易度も考慮した上で、予め企業で想定される経営テーマを整理

しておくと、企業訪問時に参考資料として活用できる。 

 

 

② 企業開拓支援組織との連携 

企業開拓支援組織（金融機関、ＮＰＯ、大学、その他支援組織）への候補企業の抽出

依頼時に、プログラムの趣旨を正しく理解していただけるかどうかが、その後の企業開

拓の進捗に大きく影響を与えるため、できるだけ丁寧な説明を行う。 

＜連携の進め方＞ 

1. 事業内容説明のためのプログラム概要フライヤーを作成する。 

2. フライヤーと企業参画基準などの資料を用意して、企業開拓支援組織に説明し、事

業趣旨理解と参画していただきたい候補企業のリストアップを依頼する。 

3. その際、過去の取り組み事例のリーフレットなどがあれば、具体的なイメージがわ

きやすく、効果的である。 

＜依頼時の留意点＞ 

1. 各組織内で本部→支店メンバー（企業と直接接点を持つ）への伝達を依頼した場

合、趣旨や参画していただきたい企業のイメージが正しく伝わらない場合がある。 

＜参画企業で想定される経営テーマと、テーマ毎の研究員に必要な経験（例）＞

経営テーマ 具体的な取り組みイメージ（例） 必要な経験(例）

①地域連携 地域産業間での協業、エリア活性化の仕組み作り ・広告代理店でのイベント業務、地域活性化コンサル経験者

②ブランド力向上 ビジョン・ミッション作成、PR手法の整理と実施、社内でのコンセンサス作り ・広報、広告代理店経験者

③経営基盤強化 経営の見える化、事業構想・事業計画策定、財務体制強化 ・経営企画、経営コンサル、銀行業務経験者

④生産性向上 IT活用、業務ＢＰＲ、コスト削減施策 ・業務コンサル、ITコンサル、経営企画経験者

⑤組織・風土活性化 ビジョン・ミッション作成、社内コミュニケーション活性化、人事制度改定 ・経営企画、人事、広報、広告代理店経験者

⑥人材育成・人材定着 研修体系整備、リーダー育成プログラム作成、モチベーション向上施策実施 ・人事での研修業務、研修トレーナー、人事コンサル経験者

⑦事業開発・新規事業立ち上げ 市場・顧客マーケティング、新商品・新サービスのコンセプトメイク
・事業開発、マーケティング経験者
※このテーマに関しては業種経験者が望ましい。

⑧集客増加 ＰＲ戦略、顧客ＤＢ構築、顧客の囲い込み手法の構築、ネット・SNS活用 ・広告代理店、企業での集客組織経験者

※その他に、「販路拡大」のニーズも想定されるが、人脈活用だけとなりがちで、継続的な取り組みになりにくいため、「販路拡大」のみのニーズ企業は対象外とする。

※業種経験が必要な「技術職」ニーズについてはご紹介難易度が高い。
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2. そこで、できるだけ多くのメンバーの方に事務局から説明する機会を設けていただ

けるよう依頼していく。 

※ 特に大きな組織の場合、伝言形式だと参画していただきたい企業のイメージが十分

に伝わらず、齟齬が生じやすい。 

プログラム概要を関連組織、参画企業、研究員に紹介するフライヤーを、下記項目を

盛り込んで作成する。 

  

事業名・事業実施団体名（アイコン）

事業名称（タイトル）

リード文

研究員－参画企業－支援組織の関係図

プログラム参画メリット

プログラム参画期間・費用 スケジュール
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③ 企業リスト作成 

企業開拓支援組織からの

紹介企業を元に、訪問企業

管理リストを作成してい

く。 

管理リストは、訪問管理

だけでなく、参画可否や参

画の場合の経営テーマなど

も記載すると、事務局での

状況把握に役立つ。 

 

訪問企業管理リストを作成し、各団体からの紹介企業を一覧表に整理していく。この

シートにて訪問管理、参画可否、参画の場合の経営テーマ管理などを行っていく。 

 

訪問企業管理リストのサンプルは、下記の通り。参画、不参画で色分けして整理して

おくと、把握しやすい。 

 

■企業訪問・進捗リスト 日付

 

No エリア 企業名 売上高 資本金 従業員数 主業 先方対応者 紹介者
初回

訪問日
訪問者 経営テーマとゴールイメージ 初回訪問時コメント 初回訪問の終わり方

参画可能
性

結果
エントリーシー

ト
2回目
訪問

追いかけ履歴

企業訪問前に記載 企業訪問後に記載

企業を紹介した
支援組織と担当者
名を記載。
※同行依頼、結果
共有などに活用。

訪問時の先方の
反応と、以後の
追いかけのために
終わり方を記載。

No エリア 企業名 先方対応者 紹介者
初回

訪問日
訪問者 経営テーマとゴールイメージ 初回訪問時コメント 初回訪問の終わり方

参画可能
性

結果
エントリーシー

ト
2回目
訪問

追いかけ履歴

1 ●●市 ●● 取締役社長　●●様 ●● ●月●日 ●●
『●●●●』
×××××

プログラムへの興味はあり。新たな取り
組みを進めており、●●会社をM&A..。
経営テーマの深堀はこれから。

経営テーマを検討してみる。 ○ 参加

●/●に初稿
→●/●確認
済

●月●日
●/●にメールでエントリーシートフォー
マット送信。
●/●に内容OKの返信あり

2 ●●市 ●● 専務取締役　●●様 ●● ●月●日 ●●
費用を投資として捉えてはいただけた
が、投資に見合うテーマがあるかどう
か。

経営テーマを検討してみる。 △ ×
●/●にメールでエントリーシート送信
→●/●に返信あり「ぴったり当てはまる
テーマが無かった」とのことで不参加。

3 ●●市 ●● 代表取締役　●●様 ●● ●月●日 ●●

人材の定着や中間管理職の育成、今
後の事業展開などへの課題感はある。
全体的に仕組みがうまくできていない
とも感じている。

検討するが、外部人材をこのタ
イミングで入れることへ懸念を
感じられている様子。

△ ×

●/●に意向確認メール送信
→メールにて不参加の連絡あり「課題が
入り組んでいて、外部人材活用イメージ
が持てなかった」

4 ●●市 ●● 代表取締役社長　●●様 ●● ●月●日 ●●
『●●●●』
×××××

コンサルを多数活用したが、うまくいか
ない。テーマは商品開発～衛生、製造
などの技術者まで幅広くある。

社長からは参加する、と。人事
課交えて経営テーマ案を検討。
●月中には結論出す。

△ 参加

●/●に初稿
→●/●確認
済

●月●日
●/● ●●様に状況確認→検討中
●/●に再度、訪問したところ、参加に
なった。

5 ●●市 ●● 取締役社長　●●様 ●● ●月●日 ●●
『●●●●』
×××××

地域への課題感強い。自社では昨年、
立ち上げた●●の運営が一番の課
題。専門家がいない中で進めているた
め専門家へのニーズ高い。

興味は高い。自身で検討して、
●月末までに意向を決める。

△ 参加

●/●に初稿
→●/●確認
済

●月●日
●/●　●●様に意向確認メール。
→テーマで相談したいと連絡あり。
→●/●に再訪し、テーマ設定完了

6 ●●市 ●● 経営企画室長　●●様 ●● ●月●日 ●●
地域発展のために、●●を展開。学生
との連携も図っている。新規事業の推
進者へのニーズあり。

興味は高い。社内で検討して、
●月末までに意向を決める。

○ ×
●/●に●●様より、「新たな人材を確保
するより、既存社員の成長を優先させた
いので、参加しない」と連絡あり。

7 ●●市 ●● 代表取締役社長　●●様 ●● ●月●日 ●●
『●●●●』
×××××

社長がアイディアマンで、新規ビジネス
を次々に企画・推進しているが、次に
続く人材がいない。新規事業人材への
ニーズあり。

社長は参加する、と。常務の●
●様とテーマ設定などを進め
る。

◎ 参加

●/●に初稿
→●/●確認
済

●月●日
●/●に常務にヒアリング。社長と相談
の結果、参加することが決定。

8 ●●市 ●● 専務取締役　●●様 ●● ●月●日 ●●

専務は社長の息子。新たな取り組みを
しようとしても専門家がいない、また、
フルタイムで雇用するほどでもないの
で、この事業に興味あり。

社長と相談の上、判断。コスト
負担がネックになりそう。

△ ×
●/●に意向確認メール送信。
→「コスト負担ができない」ため、今回は
不参加。

企業開拓

支援組織

情報共有 事務局

訪問企業管理リスト

紹介企業

企業開拓組織から紹介い

ただいた企業をリスト化

する。

訪問管理、参画可否管理、

参画の場合の経営テ-マ

などを網羅する。

更新情報を事務局へ全体

共有していく。

A銀行

C大学

B団体
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④ 企業訪問準備 

企業訪問の際、限られた時間で、経営課題設定や人材要件定義まで進めるためには、

事前準備を十分に進めておくことが必要である。 

＜企業訪問のための準備事項＞ 

 1. 企業紹介者に企業訪問日程の調整を行っていただく。 

 訪問時はできるだけ企業紹介者にも同行していただけるよう調整する。 

 時間は 1時間程度確保していただけるようお願いする。 

 ⇒訪問日程の確定 

2. 企業紹介者に、企業の状況や想定される課題などをヒアリングする。 

3. 併せて、ＨＰや帝国データバンクなどの情報を元に、ヒアリングシート（事前準備

用）を作成する。このシートを作成することで、訪問前に企業の基本情報の理解

と、仮説での課題設定を行うことができる。 

 

＜ヒアリングシート（事前準備用）＞ 

訪問企業の事前準備のためのシートを用意する。ＨＰや帝国データなどを活用して 

ＳＷОＴ分析を行い、仮説での経営課題設定を行う。 

  
■●●大学プログラム　ヒアリングシート（事前準備） 

①基本情報

資本金 直近売上高 従業員数

設立年月 株式公開 主要株主

所在地

事業内容

企業の特徴

②SWOT分析→仮説での課題設定

強み(Strength) 弱み（Weakness)

機会（Opportunities) 脅威（Threat)

仮説での課題設定

企業名 業種

企業HP、帝国データバンクなどの情報から
企業の基本情報を記載していく。

企業理解と経営課題の仮設定を行うため
に、各種情報からSWOT分析を行う。
(紹介者からの情報、企業HP、帝国データ
バンクなどの情報から）

SWOT分析より、想定される経営課題を
記載する。（複数想定も可能）
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⑤ 企業訪問 

企業訪問では、まずは、経営者に事業趣旨の正しい理解をしていただくことと、プロ

グラムに参加してみたいと思っていただけることを目指す。 

＜企業訪問時の進め方＞ ※目安は 1時間 

1. 最初に、必ず事業趣旨説明を行う。（紹介者からは概要のみしか伝わっていない場

合が多いため）併せて、過去の事例などの紹介を行えると、事業や紹介される人材

像がより明確になるので効果的。また、通常の中途採用やコンサルとの違いも明確

に伝える。（次頁参照） 

※初回訪問の最大の目的は事業趣旨を正しく理解していただき、この事業に参加し

てみたいと思っていただけること。 

2. 参画していただく場合に作成していくエントリーシートの紹介を行う。参画される

場合は経営テーマと求める人材イメージをすりあわせることが必要であることを伝

える。 

※その際、経営テーマを設定する参考情報として、「想定される経営テーマ一覧

表」資料も活用していく。 

3. ヒアリングシート（訪問時用）の項目を参考にしながら、参画判断のために必要な

項目と、企業の課題、経営テーマ求める人物像などをヒアリングしていく。 

4. その場で参画可否判断ができないケースが多いため、最後に今後の進め方の確認を

行う。 

※明らかにＮＧの場合はその場で判断がでるが、参画への興味があっても、経営テ

ーマや求める人物像などが明らかにできない場合が多い。⇒その際は、再度の訪問

を行う。 

5. また、マッチング時の参考情報として、経営者の人物タイプや企業風土と、通勤手

段や住居・交通に関しての企業支援の有無などを確認しておく。 
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(参考）研究員と中途採用やコンサルタントとの違い 

企業訪問の際、今回のプログラムの研究員が、通常の中途採用やコンサルタント、そ

して今後、増加していく副業・兼業と何が違うのかを、経営者に正しく理解をしていた

だくことが必要である。 

「半年間で雇用継続の判断ができる」、「質の高い人材を確保しやすい」、「コンサ

ルタントと違い、変革人材として大学と連携しながら、社員と一緒に課題解決に取り組

んでいただける」、「地域での持続的な支援体制がある」などの特徴がある。 

 

 

  

企業での

勤務日数
勤務期間

応募者の

質と量
選考方法

地域支援

体制
コスト 企業にとっての価値

中途採用

（正社員）

フルタイム

100%

無期
※ 雇用責任が

生じる

企業単体では

質の高い人材

確保は困難

企業のみで選

考が必要

無し 30万～80万／月 正社員として継続的

な育成を図り、中長

期的な組織の戦力と

して価値を提供。

研究員 週3～4日

60％～80％

有期
※ 半年後に継

続可否を判

断できる

質の高い人材

確保をしやす

い

事務局でのス

クリーニング

が可能

有り
※ 大学、地域

関係者、研

究員同志

30万／月 変革人材として、短

期的でなく本質的な

課題解決に、外部か

つ内部人材として、

社員と一緒に取り組

みを提供。

副業・兼業 月1～2日程度

5～10%程度

有期 希望者は多い

が、企業での

案件化が難し

い

企業のみで選

考が必要

無し 3万～5万／月 短期的な細かな作業

（ex:Web業務、販

促プラン策定）への

実務を提供。

コンサルタ

ント

月1～3日程度

10%程度

有期 － 企業のみで選

考が必要

無し 10万～30万／月 短期的な専門課題

（ex:ISO、コンプラ

イアンス、人事制

度）への指導・アド

バイスを提供。
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(参考）ヒアリングシート（訪問時用） 

企業の訪問時のヒアリングに活用するヒアリングシートを用意し、活用する。 

 

 

⑥ ミッション設定と人材要件定義 

ミッション（経営テーマ）設定と人材要件定義は、その後の人材とのマッチングのキ

ーとなる。企業からのヒアリング情報だけでなく、人材マッチングの難易度も見極めな

がら、すりあわせを行っていく。 

＜ミッション（経営テーマ）設定と人材要件定義の進め方＞ 

1. まずは経営者の課題感と解決に向けた覚悟、そして、課題解決に向けた取り組み状

況をしっかりとヒアリングする。 

2. その課題解決のために内部人材でなく、外部人材活用の必要性と意思を確認する。 

3. そして、その課題が、プログラム実施期間（ｅｘ：半年間）で一定の成果が出せる

ものかどうかを確認する。 

4. 併せて、人材マッチングの可能性あるかどうかを踏まえて、判断していく。 

※前述の「想定される経営テーマ一覧表」を参照 

参画基準のうち、「志向・意欲」と「必須条件」の
各項目について記載する。

「経営者タイプ」「社風・風土」「住居・車などの支援
について記載する。

「企業課題」「経営テーマ」「その背景」について記載する。

「求められる人物像」を、MUST要件とWANT要件に
分けて記載する。

「総合評価」として参画可否と「今後の進め方」を記載する。

■●●大学プログラム　ヒアリングシート（訪問時） 日時 　　年　　　月　　　　日

企業名 紹介者名 面談者名

■志向・意欲 低 ⇔ 高

①経営者の成長意欲

②プログラム趣旨理解

③地域発展への意欲

■必須条件 低 ⇔ 高

①受入体制整備

②費用負担

③事業終了後の
　 継続意向

①経営者タイプ

②社風・風土

③住居。車などの支援

■企業課題と経営テーマ及びその背景

■求められる人物像

■総合評価＆今後の進め方 A：参画OK   B：要検討　 C：NG

■経営者タイプ・風土・環境

【MUST】

【WANT】
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5. 上記をすりあわせた上で、経営テーマとゴール設定を行う。 

6. そして、研究員に任せたい役割・ミッションと、求められる人物像をヒアリングす

る。 

※求められる人物像は、ＭＵＳＴ要件とＷＡＮＴ要件（尚可）に分けて整理する。 

7. 訪問後に、エントリーシートに情報を記載して、経営者に内容の確認を行い、必要

に応じて修正を加え、完成させていく。 

8. 併せて、企業訪問時のヒアリング情報を元に、経営者タイプ・企業風土や、通勤・

住居・交通支援情報を一覧化しておく。 

 

（参考）エントリーシート(フォーマットと Sample) 

企業の基礎情報、経営テーマとその背景、研究員に期待するミッションと求める人物

像をまとめて、企業ごとのエントリーシートを作成していく。これが候補者へ企業紹介

をする際の基本シートとなる。 
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（参考）企業ミッションシート一覧表 

各企業のエントリーシートからの経営テーマ及びゴールイメージと、人材ニーズを一

覧にまとめておくと、その後の人材マッチングの際に役立つ。 

 

 

（参考）企業ミッションシート一覧表(Sample) 

各企業のエントリーシートからの経営テーマ及びゴールイメージと、人材ニーズを一

覧にまとめると下記のような一覧となる。 

 

  

■●●大学プログラム   参画企業経営テーマと人材ニーズ
 

Ｎo エリア 企業名 先方責任者 年齢 紹介者 経営テーマとゴールイメージ 主となる経営テーマ 必要な経験 人物タイプ 年齢帯など

研究員の人材ニーズ

企業訪問管理リストより転記。

「主な経営テーマ」
は想定される経営
テーマの各テーマ
名を記載する。

訪問時ヒアリング
シートの情報から
「必要な経験」
「人物タイプ」
「年齢など」の情報
を記載する。

■●●大学プログラム   参画企業経営テーマと人材ニーズ
 

エリア 企業名 先方責任者 年齢 紹介者 経営テーマとゴールイメージ 主となる経営テーマ 必要な経験 人物タイプ 年齢帯など

1 ●●市 ●● 代表取締役社長　　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

①地域連携
・プロジェクトリーダー
（ファシリテータ）経験
・マーケ、事業企画

・周りを巻き込み、意見
を吸い上げれる人

・40歳前後がベスト
（30代前半メンバーの
引き上げのため）

2 ●●市 ●● 共同代表　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

③経営基盤強化
・中小・ベンチャーの管
理部門経験かコンサル
・飲食店経営経験

・食・飲食店への興味
・トレンドに敏感

・30代の方がよさそう
・女性がよいかも

3 ●●市 ●● 専務取締役　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

③経営基盤強化
・中小・ベンチャーの管
理部門経験

・仕組み作りが得意な
人

・40代〜50代

4 ●●市 ●● 代表取締役　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

④生産性向上 ・業務や製造コンサル
・職人など多様な人材と
の調整力の高い人

・幅広くOK
・60代も経験により可

5 ●●市 ●● 代表取締役社長　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

④生産性向上
・業務コンサル
・製版の仕組みや生産
計画など製造系経験

・周囲を巻き込み、元気
を与えられる人

・幅広くOK
(現場リーダーは40歳く
らい）

6 ●●市 ●● 代表取締役　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

⑤組織・風土活性化
・人事（組織、育成、風
土）

・コミュ力高く、幅広い
層と関係構築できる人

・30代〜40代前半か

7 ●●市 ●● 代表取締役社長　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

⑤組織・風土活性化
・人事（風土、育成、採
用）

・スピード感あり、しゅっ
としている人
（学生など若者受け）

・30代を希望

8 ●●市 ●● 代表取締役社長　●●様 ●歳 ●●
『●●●●●』
×××××

⑥人材育成・人材定着
・人事（制度、風土）
・中小・ベンチャーの管
理部門経験

・大手出身で社内調整
の得意な方

・40代中盤〜50代前半

研究員の人材ニーズ
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（参考）経営者・企業風土一覧表 

経営者の人物タイプや企業風土は、人材との相性をマッチングするための基本情報と

なるため、企業訪問時の所感を元に、整理を行っておく。 

 

 

（参考）経営者・企業風土一覧表(Ｓample) 

経営者の人物タイプや企業風土をまとめると、下記のような一覧となる。研究員候補

者への企業説明及び人材マッチングに活用していく。 

 

  

■関係者限）●●大学プログラム   経営者・企業補足
 

Ｎo エリア 企業名 主業 先方代表者 年齢 経営者タイプ 企業風土等

訪問時ヒアリング
シートの情報から
「経営者タイプ」
「企業風土等」
の情報を記載する。

企業訪問管理シートより転記。
※代表者（経営者）の年齢は
訪問時に確認する。

■関係者限）●●大学プログラム   経営者・企業補足
 

Ｎo エリア 企業名 主業 先方代表者 年齢 経営者タイプ 企業風土等

1 ●●市 ●● ●● ●● ●歳
人当りは良いが、本音が見えにくい。しかし、取
り組みは地域では先進的。業界全体の構造変
革への意欲高い。

従業員にとって働きやすい会社作りや新たな取
り組みなどもいち早く対応しており、採用力も高
い。

2 ●●市 ●● ●● ●● ●歳
20代で起業。おだやかでクレバー。抽象度高い
が、大きな事業構想を描ける人。求める人物要
件は高い。

顧客、及び従業員の評価が高く、本業は安定し
ていそう。しかし、競合他社との競争は激しい。

3 ●●市 ●● ●● ●● ●歳
3年前に社長に就任。従来からの企業理念に対
して、理念は共通だが、やり方は自由と言って
いる。もっと若手を活性化させたい。

歴史ある地域企業。工場では職人気質の人が
多い。

4 ●●市 ●● ●● ●● ●歳
エネルギッシュで判断早い。損得勘定も高い。
人物ジャッジの目線が高そう。スピーディな対応
を好む。

平均年齢30代前半でスペシャリストがいない。
訪問者に対して、全員が立ち上がって挨拶をす
る風土。

5 ●●市 ●● ●● ●● ●歳
地元出身で、地域愛強い。創業社長として様々
な成功、失敗をされてきた強さを感じる。右腕は
不在か。

社長のリーダーシップが強く、典型的なワントッ
プ型企業。メンバーからの自立的な活動ができ
る風土を目指す。

6 ●●市 ●● ●● ●● ●歳
社長の息子で次期社長。スマートで切れ者。人
当りよく、好印象を与える方。地域の人口減へ
の危機感が高い。

本業は好調。女性比率高く、家族経営的な風
土。
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（参考）通勤・住居・交通支援一覧表 

当初は自動車通勤ができない人が多くなるため、公共機関での通勤経路・時間の把握

と、企業の住居支援（寮など）や交通支援(社用車貸与など）の有無を整理しておく。

これは企業紹介の際と、マッチング成立後の研究員の地域生活基盤作りの際に役立つ。 

 

（参考）通勤・住居・交通支援一覧表（Sample) 

公共機関での通勤経路・時間や、企業の住居支援（寮など）や交通支援(社用車貸与

など）の有無を整理すると下記のような一覧となる。 

 

■●●大学プログラム   企業別住居・交通情報
 

エリア 企業名 住所 最寄り駅
最寄り駅までの

交通
最寄り駅
→主要駅

住居支援 交通支援

訪問時ヒアリング
シートの情報から
「住居・車などの
支援」の情報を
記載する。

訪問時ヒアリング
やNET情報より
記載する。

■●●大学プログラム   企業別住居・交通情報
 

エリア 企業名 住所 最寄り駅
最寄り駅までの

交通
最寄り駅
→主要駅

住居支援 交通支援

1 ●●市 ●● ●● ●●駅
バス・徒歩で30分
(6.3km)

普通48分
特急28分

寮（1.5万/月）有
大学に行くときは
社用車利用可

2 ●●市 ●● ●● ●●駅
徒歩16分(1.2km)
バス活用で11分

ー

3 ●●市 ●● ●● ●●駅
バス・徒歩で約43
分
(11km）

普通48分
特急28分

駅前に寮がある
（自社寮ではな
い）

4 ●●市 ●● ●● ●●駅
徒歩9分
（700m)

ー

5 ●●市 ●● ●● ●●駅
バス・徒歩で約30
分
(6km）

ー

6 ●●市 ●● ●● ●●駅
バス・徒歩で約54
分
(11km）

普通48分
特急28分

寮（2.0万/月）有
駅前まで送迎バ
ス利用可

7 ●●市 ●● ●● ●●駅
バス・徒歩で約50
分
(7.4km）

ー
大学に行くときは
社用車利用可

8 ●●市 ●● ●● ●●駅
バス・徒歩で約30
分
(4.5km）

ー



24 

 

４ 人材募集、人材選定、およびマッチング 

人材募集全体の流れ 

 

 

① 人材ターゲット設定 

研究員として必要な能力（ビジネスリテラシー）、人物（コミュニケーション力・志

向性）の人材ターゲットの言語化を行い、年齢層・居住地・職務経験（管理職経験の有

無、事務系・技術系等）のプロファイル設定を行う。 

人材ターゲット設定は、③募集経路選定・④募集メッセージ作成、そして研究員マッ

チングの量・質に大きく影響する為、プロジェクト内でしっかりとした議論が必要であ

る。 

 

② 募集人数（母集団）設定 

 当該プログラムに受入れる研究員人数を設定後、選定に必要な候補者の募集人数（母

集団）の目標設定を行う。目標数の設定に関しては、受入れ研究員数の 10 倍以上の設

定が望ましい。（過去のプログラム実績より推定） 

  

 受入れ研究員の人材ターゲットイメージを行い、ターゲットプロファイルを設定する人材ターゲット設定1

 受入れ研究員人数から、募集人数（母集団）目標の設定を行う募集人数設定2

 ①～⑤を完了し、募集活動のスタート。各経路ごとの効果を測定し、募集人数（母集団形

成）目標を達成する
募集開始・モニタリング６

 ①募集人数（母集団）目標、②人材ターゲットのプロファイルを考慮した 募集経路（告

知方法）設計と必要予算の確保を行う
募集経路設計3

 プログラム詳細が記載され、エントリー者を受け付けるHPを設置するエントリー用HP設置4

 ②人材ターゲットを想定したプログラムメリットを作成し、キャッチワード、文面作成を

行う
募集メッセージ作成5
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＜日本人材機構がサポートしたプログラム実績＞ 

① 2018年度 信州大学「信州 100年企業創出プログラム」実績 

→エントリー人数：105名 → 研究受入れ確定数：9名 

② 2019年度 信州大学「信州 100年企業創出プログラム」実績 

→エントリー人数：48名 →研究員受入れ確定数：5名 

③ 2019年度 金沢大学「共創型観光産業展開プログラム」実績 

→エントリー数：95名 → 研究員受入れ確定数：9名 

 

③ 募集経路設計 

人材ターゲットが多く存在する経路をリサーチし、使用可能な予算も考慮し、経路を

選定する。特に「①人材事業者 DBメルマガ配信」に関しては、プログラム企画背景や

目的、人材事業者側にとっての配信メリットを提示し、双方にとって有益な連携となる

よう調整が必要となる。 

 

＜日本人材機構が使用した大まかな経路とその特徴＞ 

 

＊各経路に関する具体的な費用・掲載方法は、個別に運営事業者に問い合わせること 

  

経路＊ 内容 経路特長

人材事業者DB

メルマガ配信

専門家、兼業・副業を希望する会員向け

メルマガ内にPRGM紹介をいただく
チャレンジ志向の高い人材の含有率が高い

SNS広告
Facebook等に有料でPRGM告知の広告を

掲載

地方での活躍や生活を望む幅広い人材が

集まる

地方創生メディア

記事掲載・SNS配信

GlocalMissionTimes等の地方創生メディア

にPRGM記事を掲載、あわせSNSフィード
地方創生を志向する人材の含有率が高い

ビジネス系メディア

記事掲載・SNS配信

NEWSPICKSなどのメディアに記事フィード

（有料）

ビジネスリテラシーの高い人材の含有率が

高い

1

2

3

4
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④ エントリー用 HP設置 

 下記の項目を参考に情報掲載し、エントリー者を受け付ける HPを設置する。合わせ

て、エントリー情報（個人情報）を扱う為、個人情報管理体制も合わせて構築する。 

A) プログラム名称 

B) プログラムの目的 

C) 募集要項 

(ア) 場所・期間 

(イ) プログラム期間中の研究員のミッション（実施すること） 

(ウ) 求められる人物像（能力・志向） 

(エ) 活動資金（プログラム期間中での金銭面の支援内容） 

(オ) 応募期間・応募条件・応募後の流れ 

D) 参画予定企業情報（研究員のマッチング先企業） 

(ア) 企業名・企業でのミッション内容・企業ＨＰ（ＵＲＬ掲載） 

E) 担当教員紹介 

F) 応募エントリーフォーム 

フォームの項目はＰ30の「人材選定」②応募シート項目設定を参照 

 

＜参考ＨＰ＞ 

信州大学「信州 100年企業創出プログラム」 

https://www.shinshu-u.ac.jp/project/100nen_kigyo/index.html 

金沢大学「共創型観光産業展開プログラム」 

https://kyoso-kanko.w3.kanazawa-u.ac.jp/ 

 

⑤ 募集メッセージ作成 

人材ターゲットを想定し参加メリットを分かりやすく整理し、応募にあたって知りたい

情報を記載することがポイントとなる。以下にメルマガ文面例を示す。 
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⑥ 募集開始・モニタリング 

 人材募集開始タイミングは、人材マッチング（面談・企業引き合わせで 1-2か月を要

す）の期間を考慮すると、プログラムスタートの 3-4か月前には開始（約 1か月程度の

応募期間の場合）ことが必須となる。 また、一般的にメルマガ等の告知後 1-2日で大

まかな施策効果は判明する為、募集施策実施後、効果測定（募集実施後 1-2日程度で）

を行い、スピーディーにメッセージ修正や施策追加などを検討・実施する。 

＜メール件名＞ 

〇〇大学で働きながら学ぶ「客員研究員」を募集！ 

＜本文内容＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

● 〇〇大学で働きながら学ぶ「客員研究員」を募集！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

急募！10月 1日よりスタート、来年 3月までの半年間のプログラム 

活動資金として月額 30万円を支給、参画企業は 15社確定 

https://〇〇〇.... *エントリー用 HPの URLを記載 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆概要 

半年間、〇〇大学で客員研究員として学びながら、〇〇産業に関わる地域企業等の経営課題
を解決のため、１社につき１名ずつ募集します。 

週のうち３～４日各企業で課題と向き合い、１～２日は大学の特設ゼミで大学教授らとディ
スカッションしながら６カ月間での課題の解決に取り組みます。 

活動費として月額 30万円の報酬を得ながら「実践型リカレント教育」を受けることができ
ます。 

◆参加メリット 

１．地域企業・団体の中核機能としての学び 

２．キャリアの磨きこみ、新たな気付き、知識の学び 

３．地域ネットワーク構築、地域文化や慣習などの学び 

 

６ヶ月のプログラムの終了後、参画企業と同意ができれば、転職、業務委託者として業務継
続が可能です。 

◆プログラムの詳細及び応募については以下のサイトをご参照ください。 

https://〇〇〇.... *エントリー用 HPの URLを記載 
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人材選定 

人材選定には下記の３つのフェーズがある。フェーズごとの進め方とノウハウを紹介

していく。 

 

 

■ 人材選定その１（応募から事務局面談による２次スクリーニングまで） 

 

 

  

 研究員参画基準作成➡応募シート項目設定➡1次スクリーニング（面談可否判断）➡候補者と事務局

との面談設定➡面談による2次スクリーニング（企業への紹介可否判断）まで
人材選定 その

 候補者と企業の仮マッチング➡候補者への企業紹介（推薦承諾）➡企業への候補者紹介（面談実施

可否判断）➡候補者と企業との面談➡面談後のフォローアップ（マッチング成立可否判断）まで
人材選定 その

 マッチング成立➡候補者の現職整理➡企業の受け入れ準備➡業務委託契約締結➡研究員の地域生活

準備まで
人材選定 その

1

2

3

 今回のプロクラムに参画して欲しい人物像を検討して、参画

基準を作成する。

取り組み概要 必要ツール・成果物

研究員参画

基準作成
1

 1次スクリーニングに必要な項目を網羅して、WEBでの応募

シートを作成していく。応募シート

項目設定
2

 研究員参画基準（1次・2次ス

クリーング用）

 応募シート

 研究員参画基準に基づき、応募シートの情報より1次スク

リーニングを行い、面談に進んでいたたくかどうかを判断す

る。

1次スクリーニ

ング
3

 候補者管理シート（1次スク

リーニング時）

 対面（1時問程度）もしくは電話（30分程度）での面談設定

を行う。

 候補者管理シートによって、状況を把握し、対応に漏れがな

いようにしていく。

面談設定4

 呼び込み等メールテンプレート

 候補者管理シート（面談前）

 研究員参画基準に基づき、面談シ-トを作成する。

 面談実施により2次スクリーニングを実施し、企業への紹介

可否を判断する。

 結果を候補者理シートにて把握していく。

面談➡2次

スクリーニング
5

 面談シート

 候補者管理シート（面談後）
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① 研究員参画基準（１次・２次スクリーニング用） 

研究員参画基準を、物理的条件（１次スクリーニング）と、研究員候補者へのヒアリ

ングによるもの（２次スクリーニング）とで設定を行う。 

 

 

＜研究員参画基準（研究員候補者ヒアリングによる参画基準）＞ 

プログラムに参加していただきたい研究員は、「志向・意欲」が高く、「経験・スキ

ル」が備わっており、「必須条件」が満たされる人として、判断基準を設定する。 

 一定の社会人経験と、地域での中長期での活躍期待から30代～50代を主に選定。

 20代、60代以降は経験・意欲で厳選。

1 年齢

 都市圏から地方への人材流動を主目的としているため、地元からの応募者の優先順位は

下げる。

2 現住所

 地域で週5日生活できる人を優先。1～3日程度の方は原則NG。

3 参加可能日数

 明らかにコンサル志向の方など事業趣旨と合わない方はNG。

4 応募動機

研究員候補者の物理的

条件等による判断基準

（1次スクリ－ニング）

研究員候補者

ヒアリングによる

判断基準

（2次スクリ－ニング）

 プログラム開始時期までに現職を整理できるかどうかは確認ポイント。さらに、提示さ

れた期問・報酬で地域生活できるかどうか、経験・スキルを活かして課題解決に取り組

める企業があるかどうか。

3 必須条件

 地方への興味関心、キャリアの志向との合致度、学習意欲・経験の観点で判断する。

1 志向・意欲

 課題解決のための専門スキルの有無と共に、コミュニケーション力と地方適応力に留意

して判断する。

2 経験・スキル
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② 応募シート項目設定（Sample) 

ＷＥＢでの応募シートを 1次スクリーニングができる情報項目を網羅してフォームを

作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

経営課題

（経営テーマ）
志向・意欲

 地方にビジネスチャンスを感じ

ている人

 地方でのライフワークスタイル

や移住に興味がある人

 地方の伝統文化や企業慣習を尊

重・理解できる人

1

必須条件

2

3

地方への興味関心

 大都市圏大手企業でのキャリア

形成ではなく、自律的なキャリ

ア形成を望む人

 クロスアポイントメントや兼

業・副業、多地域居住などび新

たな働き方に興味がある人

キャリアの志向

 学ぶことが好きで自身をより成

長させたい人

 社会人になってからの学習経験

のある人（資格取得、MBAな）

 課題解決を研究的に取り組める

人

学習意欲・学習経験

 地域企業の課題解決のための特

定の専門性のある人

 マネジメントや人材育成経験・

スキルがある人は尚可（必須で

はない）

 今までの取り組みを他社でも応

用できる人（一般化・汎用化す

るカ）

1

2

3

専門スキル

 独善的にならず、上下へだてな

く、適切なコミュニケーション

のできる人

 相手にわかりやすく伝える力と、

理解する力の高い人

コミュニケーション力

 地方企業の風土や人材へ柔軟に

適応できる人

 上から目線、コンサル目線では

なく、地域や企業に溶け込むこ

とのできる人

地方適応力

1

2

3

プログラム開始時期までに現

職を整理できる人

（基本、引き止めがあるため、

本人の強い意志があるかどう

かがポイント）

提示された期間・報酬

（ex：週5日、30万／月）

で地域で生活ができる人

課題解決に取り組める参加企

業候補がある人

 志向・意欲の合致度が高くても、

経験・スキルを活かして課題解

決に取り組める企業が無い場合

は、残念ながら参加が難しくな

る

 その場合、企業の経営テーマを

変更して受け入れをしていただ

くことも検討する

 定額以上の報酬を要求される人

もいるが、イレギュラー対応は

しない方が良い

＜補足＞

11)〜22)
本人の社歴、経歴より、経験・スキルを把握
するための設問。

24)〜25)
必須条件として地域での参加可能日数を
確認するための設問。
※不可の場合も土日含めるとOKの場合が
あるので、面談にて確認。

26)〜29)
応募理由として、学習意欲、得意領域、
地域への興味関心、地域で取り組みたい
こと、などを確認するための設問。

1）タイムスタンプ

2)メールアドレス

3)受入企業への個人情報の提供に同意されますか？

4)お名前

5)フリガナ

6)年齢

7)郵便番号

8)住所

9)携帯電話番号

10)パソコンのメールアドレス

11)会社名1

12)役職（職位）

13)勤務年数

14)主な職務内容

15)会社名2

16)役職（職位）

17）勤務年数

18）主な職務内容

19）会社名3

20）役職（職位）

21)勤務年数

22)主な職務内容

23)PRポイント

24)週5日間、●●県内で企業勤務及び大学でのゼミ参加が可能ですか

25)難しい場合、週何日くらいであれば可能ですか

26)どのような分野の学び直しをしたいとお考えですか

27)どのような分野の企業で、どのようなことに役立ちたいとお考えですか

28)本プログラム終了後のご自身のキャリアプランについてお聞かせください。

29)本プログラムで取り組みたいテーマ等があれば記載いただき、その理由をお教えください。

30)本プログラムをどこでお知りになりましたか？



31 

 

③ １次スクリーニング 

応募シートの回答を基に、事務局面談に進んでいただくかどうかを判断する。１次ス

クリーニングは明らかな条件不適合者を省くというスタンスで行い、可能な限り面談に

て確認を進めていく方が良い。結果を候補者管理シートに記載していく。 

＜判断の際の確認ポイント＞ 

 年齢：適度なビジネス経験と地域・企業での継続的な活躍の視点より、20代、60

代は優先順位を下げる。（ただし、経験や意欲の高い方は面談を実施して判断） 

 現住所：地元からの応募者は優先順位を下げる。（ただし、経験や意欲の高い方は

面談を実施して判断） 

 必須条件：特に地域で週 5日過ごせるかどうかは重要な確認ポイントとなる。１〜

３日と回答された方はＮＧにした方がよい。（ただし、土日を含めれば可能な方も

いるので注意する） 

 応募動機：志向、意欲の確認。明らかに単なるコンサル志向の方はＮＧとする。 

＜1次スクリーニング通過率（目安）＞ 

 今までの事例では、1次スクリーングングの通過率は 70%程度。※応募者の数と事

務局のマンパワー、時間にもよって変動するため、目安値として活用する。 

（参考）候補者管理シート（1次スクリーニング後） 

エントリーシートの登録順に候補者管理シートを作成し、事務局内で共有していく。

1次スクリーニングの結果は初期メール欄に記載していく。お見送り判断の方で、意欲

の高い方は終了時の対応を丁寧に行えるようコメント欄に補足しておく。

 

エントリーシート
情報より初期対応を
決定し、記載する
・面談（対面）
・面談（電話）
・お見送り

エントリー情報を転記

面談後マッチング候補 面談前評価 経験・スキル

No お名前 年齢 住所 初期メール ステータス コメント 評価（プルダウン） 評価ポイント 懸念点 A社 B社 C社 評価（プルダウン） コメント 人事 採用
経営企

画 マーケ
事業開

発 IT
ベン

チャー
業務改

善

1 c.お見送り
追加補足資料あり
※お断り時丁寧に対応する

2 b.電話

3 a.対面

4 a.対面

5 a.対面

6 b.電話

7 c.お見送り
追加補足資料あり
※お断り時丁寧に対応する

8 c.お見送り

面談後評価

特にお見送りの方
で、別途、応募資料
を用意されるなど
意欲の高い方は
コメントしておく
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④ 面談設定 

エントリーシートの内容にて、面談（対面）、面談（電話）、お見送りの判断をした

上で、それぞれのテンプレートを活用して候補者にメールをお送りする。その後は下記

のフロー図に添って対応していく。応募者への対応は可能な限り速やかに行う。（専任

の担当者を置くことが望ましい）最後にプログラム不参加の方全員に、最終のご連絡を

行い、応募への御礼と、次年度実施時のお声がけ可否の確認を行う。 

 

 

（参考）面談者へのメール１（Ａ面談呼び込みメール）（Sample） 

エントリーシートにて、面談（対面）もしくは電話面談に呼び込みたい候補者に、面

談日程確認のメールをお送りする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募者

エントリー
シート

面談
（対面）

希望者

面談
（電話）

希望者

お見送り者

プログラム
参加者

プログラム
不参加者

面談
呼び込み

メール

面談日時
連絡メール

面談確定
メール

電話面談
呼び込み

メール

電話面談
日時連絡

メール

電話面談
確定

メール

内容にて
判断

お見送り
メール

最終ご連絡
メール

返信

返信

返信

返信

A B C

D E

件名：【御礼】■■大学プログラムエントリー

●●様

この度は■■大学「×××××プログラム」へエントリー頂き誠にありがとうございます。

本プログラムにて、
企業さまと研究員候補者の皆さまのマッチングを支援させて頂いております、

▲▲と申します。

私の方でエントリー情報を拝見させていただき、
直接お話しをする時間をいただきたく、ご連絡を差し上げました。

大変恐縮ですが、面談の時間を1時間程度ご調整頂くことは可能でしょうか。
ご都合のよい日程を幾つか頂戴できれば幸いです。
（土日の対応も可能です）

面談場所については、弊社（場所記載）を予定しております。

ご検討何卒よろしくお願い致します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■■大学「××××××プログラム」事務局
連絡先：×××-×××-××××

＜ポイント＞

①返信率を高めるためには、エントリー後、
できるだけ早く呼び込みメールをお送りする。

②できるだけ時間、曜日をフリーにして候
補者の都合のみを伺う形にした方が良い。
※勤務中の方は、土日もしくは平日夜の
希望が多いため、面談者側もできるだけ土
日、平日夜の時間確保をしておく。

③候補者の心理的負荷を下げるために

レジュメなどの持参物はこの段階では

指示しない。

④来社での面談が難しい場合は、まずは

電話にて初期接点を持てるよう柔軟に

対応していく。

※初期対応はすべて電話で行うことも

可能。
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（参考）面談者へのメール２（Ｂ面談日時連絡メール)（Sample） 

呼び込みメールに返信があった候補者に、日時確定のメールをお送りする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）面談者へのメール３（Ｃ面談確定メール）（Sample） 

面談日時連絡メールに返信があった候補者に、お礼のメールをお送りする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件名：ご面談日程のご連絡です。／▲▲

●●様

お世話になっております。▲▲でございます。
ご都合をお知らせくださいまして、誠にありがとうございます。

ご足労をお掛けいたしまして、大変恐縮ではございますが

弊社にて、ご面談日程を設定させていただきました。
================================
日時：●月●日（●）●：●〜
場所：▲▲

（住所を記載）
（交通アクセスを記載）

宛先：受付にて【▲▲】をお呼び出しください。

その他：既にご準備されているレジュメ等がおありでしたら

こちらのメールアドレスにお送りください。
【メールアドレスを記載】（▲▲宛て）

================================
ご確認のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

▲▲

①候補者からの返信に対して、きるだけ速
やかに日時を確定して、返信をする。

②面談までにレジュメ（履歴書と職務経
歴書）の用意があれば、事前に送ってい
ただく。手持ちにない場合は、できるだけ、
面談時に持参いただく。もしくは、面談後
にできるだけ早めにご提出いただく。

※企業への紹介時にはレジュメが必要とな
るため、できるだけ早期に回収できるように
していく。

③返信が無い場合は、２〜３日後に

再送する。

＜ポイント＞

件名：ご確認ありがとうございます。/▲▲

●●様

お世話になります。
▲▲でございます。

ご多忙の折、日程をご確認くださいましてありがとうございました。

また、レジュメを事前にお送りいただきましてありがとうございます。
確かに受領いたしました。

それでは当日はお気をつけてご来社ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

▲▲
連絡先：×××-×××-××××

①候補者からのメールに対して、確かに
受領した旨をお知らせする。

②事前にレジュメが来た場合には、その
受領のお礼を、来てない場合は、面談
当日にできれば持参して欲しい旨を添
える。

＜ポイント＞
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（参考）お見送り者へのメール（Ｄお見送りメール）（Sample） 

お見送りと判断された候補者にも、必ずメールでのご連絡を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）選考終了時のメール（Ｅ最終ご連絡メール)（Sample） 

研究員の選考が終了した時点で、研究員として参加されなかった全ての応募者へ最終

のご連絡のメールをお送りする。これは次年度継続した場合に再度、お声がけをするた

めにも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件名：【御礼】■■大学プログラムエントリー

●●様

この度は■■大学「×××××プログラム」へエントリー頂き
誠にありがとうございます。

エントリーいただきました内容を本プログラムメンバーで共有させて頂き、
企業様のニーズとのすり合わせをさせて頂きたく存じます。

ご紹介出来る企業様がありましたら、改めてご連絡させて頂きます。

●月末までに当方から連絡がない場合は、今回はお見送りさせて
頂くことご了承願います。

引き続き何卒よろしくお願い致します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■■大学「×××××プログラム」事務局

①いきなり、お見送りであったことを伝える
のではなく、候補者が確定する時期までに
連絡が無かった場合はお見送りになる旨を
伝える。

②意欲の高い応募者からは補足資料の
送付や問い合わせが来る場合があるが、そ
の際は選定に時間がかかる旨をお伝えして、
ご納得いただくように対応する。

※最終のご連絡の際は特に丁寧に対応
するよう心がける。

＜ポイント＞

【件名】■■大学「×××××プログラム」選考結果について

●●様

このたびは■■大学「×××××プログラム」にエントリーいただき誠に
ありがとうございました。

非常に多くの方にエントリーいただき、参画企業様とのマッチングも含め選考
を進め、××××年×月×日(×)に研究員が最終確定いたしました。

今回のプログラム選考において、貴殿は残念ながら今回のプログラム参加は
お見送りとなりました。ご意向をいただいたにも関わらず、ご期待に沿えない結
果となり誠に申し訳ございません。

次年度も本プログラムの継続を予定しております。
次年度プログラムがスタートする場合は、改めてご案内を差しあげますので、
再度ご応募いただければ幸いです。

＊次年度以降の本プログラム案内が不要の場合、本メールにその旨をご返
信いただければ幸いです。

本プログラムのマッチングに時間を要した為、選考結果のご連絡が大変遅くな
り申し訳ありません。

貴殿の今後の益々のご活躍を陰ながらお祈りしております。

■■大学「×××××プログラム」事務局

①面談実施者、面談未実施者（お
見送り者）問わず、プログラムに参加
されなかった方全員に、応募いただい
たことへのお礼と、次年度実施時のお
声がけの許可をいただくためのご連絡
を行う。

※候補者の選定終了後、すみやかに
実施する。

※選考時などでトラブルとなり、事務
局側で今後の参加を希望されない方
がいた場合には、このメール送信者か
らはずしておく。

＜ポイント＞
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（参考）候補者管理シート（面談前） 

エントリーシートの登録順に候補者管理シートを作成し、事務局内で共有していく。

初期メールの対応指示、ステータスの確認、面談前に経験・スキル整理と事前評価情報

を記載する。面談後に評価、評価ポイント、マッチング候補企業を記載する。 

 

 

⑤ 面談→２次スクリーニング 

研究員候補者との面談は下記の手順を参考に進めていく。必ずプログラムの説明を行

い、正しい理解をしていただいた上で、ヒアリングを進めていくことが大事である。 

＜面談の基本的な進め方＞ 

 プログラムの説明 

※プログラムの趣旨等を十分に理解されていない場合が多いため、必ず説明を行

い、再度、参加意思を確認する。 

 プログラムへの応募動機の確認 

 今までの経験・スキルの確認 

 必須条件の確認 

 現職整理意思＆難易度 

 参加期間・報酬条件への適応 

 プログラム自体への質問、懸念点の確認 

面談前の情報で
優先度を記載
・A経験OK
・B面談後確認
・C可能性確認

経験のある職種を
記載して、研究
テーマとの合致
可能性を事前に
想定しておく

ステイタスは常に
最新状態に更新。
・面談調整中
・面談予定
・面談済
・辞退・OUT
・決定

面談後に記入エントリー情報を転記

面談後マッチング候補 面談前評価 経験・スキル

No お名前 年齢 住所 初期メール ステータス コメント 評価（プルダウン） 評価ポイント 懸念点 A社 B社 C社 評価（プルダウン） コメント 人事 採用
経営企

画 マーケ
事業開

発 IT
ベン

チャー
業務改

善

1 c_お見送り
追加補足資料あり
※お断り時丁寧に対応する

2 b_電話 面談予定 C（可能性確認） ・広告代理店A社 〇 △

3 a_面談
面談調整
中 A（経験OK） ・人材会社B社 〇 ◎ 〇 〇

4 a_面談 面談済 C（可能性確認） ・メーカーC社 △

5 a_面談 面談予定 A（経験OK） ・ベンチャー経営者 〇 〇 ◎ △ 〇 〇 ◎

6 b_電話 面談済 B（面談後判断） ・D社経営企画 〇 △ △ △ △

7 c_お見送り
追加補足資料あり
※お断り時丁寧に対応する

8 c_お見送り

面談後評価
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 興味あり企業についての確認、及びご紹介したい企業（ある場合のみ）の紹介 

面談後、下記の判断基準より総合評価（企業推薦ＯＫ、要検討、ＮＧ)を行う。 

＜判断の際の確認ポイント＞ 

●プログラムの趣旨理解と参加本気度 

 応募理由等から参加意欲の高さを確認 

 必須条件を満たせるかどうかの確認 

●お人柄とご志向 

 地域企業に迎え入れていただくことが必要なため、上から目線の方、コンサル志向

の強い方は避けた方が良い 

 学習意欲や成長意欲の低い方は、プログラムへの適応度が低い 

●経験や強みと、参画企業の経営テーマとの合致度 

 企業とのマッチングができるかどうか、そしてマッチング可能性のある企業へ興味

を持っていただけるかどうか 

 併せて、研究員と経営者や風土との相性の考慮も必要 

●総合判断の最終的なジャッジポイントは、 

 「自分達の地域に仲間として迎え入れたい人かどうか」 

 

＜2次スクリーニング通過率（目安）＞ 

 今までの事例では、面談実施者に対して 35％（3人に 1人）程度。 

 エントリー者から面談実施者が 70%程度なので、エントリー者に対しては 25%（4

人に１人）程度。 

※候補者の量、質での変動はあるので、あくまで目安値として活用する。 
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（参考）面談時ヒアリングシート 

前述の参画判断基準を確認しながら、総合的な判断を行えるよう下記のフォーマット

での面談時ヒアリングシートの活用を推奨する。 

 

（参考）候補者管理シート（面談後） 

面談実施後に、企業にご紹介できるかどうかの評価を記載する。評価点と共に懸念点

も記載しておく。（特に現職調整の難易度や他の活動状況など）経験・スキルと面談で

の人物等評価より、企業へのマッチング評価を記載する。 

 

「研究員参画判断基準」の各項目についての
有無を記載していく。
コメント欄には関連するヒアリングコメントを記載する。

プログラムの応募理由には、本人の志向・意欲が
現れるため、必ず確認をしていく。

最終的な総合評価として、「企業推薦OK」
「要検討」「NG」で判断し、理由を記載する。

CS名  (　電話　・　面談　） 面談者名

■志向・意欲 低 ⇔ 高

①地方への興味

②キャリアの志向

③学習意欲

■経験・スキル

①専門スキル

②ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

③地方適応力

■必須条件

①現職整理

②条件合致度
  （期間・報酬）

③企業候補有無

■応募動機確認

■面談メモ

■総合評価＆今後の進め方 A：企業推薦OK   B：要検討　 C：NG

紹介可能性のある
企業をマッチング度
を含め、記載。
・自信あり◎
・可能性あり○
・あるかも△

面談後評価を記入
・A 企業推薦OK
・B 要検討
・C NG

面談後に記入

面談後マッチング候補 面談前評価 経験・スキル

No お名前 年齢 住所 初期メール ステータス コメント 評価（プルダウン） 評価ポイント 懸念点 A社 B社 C社 評価（プルダウン） コメント 人事 採用
経営企

画 マーケ
事業開

発 IT
ベン

チャー
業務改

善

1 c_お見送り
追加補足資料あり
※お断り時丁寧に対応する

2 b_電話 面談済 C（NG） ・デジタルマーケ経験
・コンサル志向強い
・収入面が折り合わない C（可能性確認） ・広告代理店A社 〇 △

3 a_面談 面談済 A（企業推薦OK）
・採用経験◎
・人物◎

・現職多忙
→面談設定難航しそう

△ ◎
A（経験OK） ・人材会社B社 〇 ◎ 〇 〇

4 a_面談 面談済 B（要検討） ・業務改善経験は貴重
・大手経験のため、地域企業へ
の適応懸念

△
C（可能性確認） ・メーカーC社 △

5 a_面談 面談済 A（企業推薦OK）
・経営全般での経験◎
・人物◎ ・現職整理できるか

◎
A（経験OK） ・ベンチャー経営者 〇 〇 ◎ △ 〇 〇 ◎

6 b_電話 面談済 B（要検討） ・社長の右腕経験あり
・通常の転職活動も進んでいる
→進捗確認必要

〇
B（面談後判断） ・D社経営企画 〇 △ △ △ △

7 c_お見送り
追加補足資料あり
※お断り時丁寧に対応する

8 c_お見送り

面談後評価
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 人材選定その２（マッチング） 

 

① 候補者と企業の仮マッチング 

候補者と企業の仮マッチングは、研究員へ企業への紹介可否の確認→紹介可の候補者

の中から企業への紹介優先順位付け→企業への研究員紹介へと進めていく。 

＜候補者と企業の仮マッチングと必要な合致度＞ 

●候補者と企業の仮マッチングの進め方 

  研究員に可能性のある企業を紹介し、企業への紹介可否確認を行う。 

              ↓ 

  紹介可の候補者の中から企業ごとに紹介順位をつける。 

              ↓ 

  企業へ研究員の紹介を行う。（紹介の仕方は次頁にて） 

 

●研究員に可能性のある企業を紹介するための仮マッチングは、下記の 2 点の合致度に

より決定する。 

 企業情報（経営テーマ、経営者タイプ、風土など）と面談後

の候補者情報（応募シートと面談での確認による、経験・ス

キル、人物タイプ、志向など）を元に、候補者ごとの紹介可

能企業を設定する。

取り組み概要 必要ツール・成果物

候補者と企業の

仮マッチング
1

 優先頂位をつけながら、候補者へマッチング可能性の高い企

業を紹介し、企業への打診の承諾を得る。候補者への

企業紹介
2

 候補者管理シート

（面談後）

 企業エントリーシート

 企業へ候補者の推薦状＋レジュメを送付して、面談実施可否

を確認する。企業への

候補者紹介
3

 推薦状

 候補者レジュメ

 日程調整の上、企業と候補者の面談を実施する。

両者の面談4

 面談の進め方について

 マッチング管理シート

 双方の意向、懸念点などの情報を収集して、マッチング可否

の判断をする。

 マッチング不成立の場合は、新たな候補者（もしくは企業）

の紹介を行う。

面談後の

フォローアップ
5

 マッチング管理シート
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経営テーマと研究員の経験・志向との合致度 

・ 経営テーマとなる課題解決にて期間内に成果を出すためには、同様な課題解決を行

った経験や必要なスキルを持っていることが必要。この合致度が第一優先となる。 

・ さらに、研究員が本プログラムにてチャレンジしたいこと（志向）と合致している

かも確認する。 

研究員と企業経営者及び企業風土との相性の合致度 

・ 経験、スキルが合致していても、研究員と企業経営者や社風との相性が悪いと、良

いマッチングとはならない。双方の人物タイプの相性も大事な確認点となる。 

 

（参考）企業、個人への情報開示種類 

企業と個人への情報開示には下記の３つのパターンがある。それぞれメリット、デメ

リットがあるが、全体での選考スピードを考慮しながら、使い分けていく必要がある。 

 

 

個人1と企業1マッチング1

個人複数と企業1マッチング2

個人1と企業複数マッチング3

候補者

企業

候補者

候補者 企業

候補者

企業

企業

実施ケース 双方にとって明らかにベストマッチングの場合

メリット
双方、迷いなく選考を進めていくことができる。成立すれば最も効

率のよい選考となる。

デメリット マッチング不成立だった場合に、選考の時間が遅くなる。

実施ケース 企業に可能性のある候補者が複数名いた場合

メリット
企業側は比較検討によって選考できるので、一度で決定しやすい。

場合によっては1企業で複数名の成立となる場合もある。

デメリット
面談の日程が揃わないと、企業側が決定できない。結果、面談設定

期問中に、候補者が別の企業で決定してしまうリスクがある。

実施ケース 研究員に可能性のある企業が複数社あった場合

メリット 候補者は比較検討できるため、納得感高く決定しやすい。

デメリット

優秀な候補者だった場合、不成立企業の選考目線が上がり、次候補

者での成立難易度があがる。また、日程が揃わないと候補者が意思

決定できず、選考が遅くなる。
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（参考）候補者管理シート（仮マッチング） 

企業への候補者紹介の優先順位をつけていく際には、面談実施後の管理シートを活用

していく。 

 

 

② 候補者への企業紹介 

候補者への企業紹介の際は、エントリーシートで確認をしてもらいながら、口頭にて

お薦めポイントなどをお伝えしてくことが効果的である。 

●候補者への企業紹介の進め方 

 候補企業のエントリーシートを紹介しながら、候補者へのお薦めポイント（経験や

志向に合致している点）を伝える。 

・面談前の事前想定により可能性の高い企業を予めピックアップしておき、面談時の

ヒアリングでマッチング可能性が高いと判断した場合は、その場で紹介し、企業へ

の紹介可否の確認を行う。 

・面談後の紹介は、エントリーシートをメールでお送りした上で、できるだけ電話

（口頭）でお薦めポイントをお伝えして、企業への紹介可否の確認を行う。 

・この時点では、あくまで紹介可能性のある企業として紹介しておく。 

（後でより優先度の高い候補者が出現する場合があるため） 

・企業への紹介を行うことが決定した時点で、その旨を候補者へお伝えする。 

  

企業ごとに◎もしくは
○の候補者を比較し
、紹介順位を決める

面談後に記入

A企業推薦OKの方
から進める
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●留意点 

・ 企業の基本情報を伝えると共に、経営テーマと経験・スキル・志向の合致している

点と、経営者のタイプや社風との合致度が高いことを伝えると、紹介企業への興味

関心を高めることができる。 

・最終決定は両者がお会いいただいた上での判断となることを伝え、まずは、お会い

いただけるように話を進めていく。 

・併せて、研究員の日程都合（いつであれば現地に行けるか）を確認しておけば、そ

の後の日程調整がスムーズに行われる。 

 

③ 企業への候補者紹介 

企業への候補者紹介の際は、推薦状と候補者のレジュメを確認していただきつつ、口

頭でお薦めポイントをお伝えするのが効果的。また、面談は対面以外の方法も検討でき

ると望ましい。 

●企業への候補者紹介の進め方 

 企業にお送りするのは、「推薦状＋候補者のレジュメ（履歴書・職務経歴書）」 

 メールで送信した後、できるだけ電話（口頭）にて、候補者のお薦めポイントを説

明して、興味関心を高めていただいた上で、面談の可否の判断をいただく。 

●面談の日程調整 

 面談可能となった場合は、両者の面談の日程調整を行う。 

 面談は、現地（会社）にて対面で行うことを基本とするが、候補者には移動時間を

含めた時間確保と旅費金銭負担が生じるため、下記のような代替策も検討できるこ

とが望ましい。 

 ＷＥＢ面談（ＳｋｙｐｅやＺｏｏｍなど） 

 経営者が候補者の在住所（東京など）への出張の機会での設定 

●留意点 

 候補者の略歴を伝えると共に、経営テーマと経験・スキル・志向の合致している点

と、人物タイプの合致度が高いことを伝えると、紹介候補者への興味関心を高める

ことができる。 

 最終決定は両者がお会いいただいた上での判断となることを伝え、まずは、お会い

いただけるように話を進めていく。 
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（参考）推薦状（Sample) 

企業へ候補者を紹介する際に添付する推薦状には下記の内容を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考）推薦状の文章例 

推薦状の文章例は下記のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦状 

株式会社●●●● 御中 

 

●●●●事務局  

 

研究員候補者として、以下の方をご推薦致します。 

■候補者 ●●●●様 （●歳） 

■略歴等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人物所感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■推薦理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他補足  

 

レジュメ情報を基に、候補者の略歴を記載する。
特に、成果を上げた取り組みや、特長となるキャリアを
強調してく。

面談で感じた人物所感を記載する。さらに、本人の
志向、チャレンジしたいことや、地域とのご縁があれば、
それらも記載する。

企業へのお薦めポイントを記載する。
特に経営テーマとの合致度の高い経験・スキルや
人柄としての魅力などを記載する。

●●様（●歳） ●●様（●歳） ●●様（●歳） ●●様 (●歳）
履歴書 ○ ○ ○ ○
職歴書 ○ ○ ○ ○
その他

略歴等

■■大学商学部卒業後、●●で採用
支援や自社新卒採用に従事。その
後、●●で自社の採用、組織制度構
築など。現在は●●で新卒向けの新
規事業開発などを担当。また、個人で
も人事コンサル会社を運営されていま
す。

■■大学経済学部卒業後、●●の●
●、●●の●●。●●会社で●●の
営業、●●で営業部署の立ち上げな
ど多岐にわたる幅広い経験をされ、そ
れぞれの組織で成果を上げてきた方
です。

■■大学社会学部を卒業後、●●を
主とした●●商社にてデータ分析、ト
レンド情報収集、市場分析に基づく新
規提案などのマーケティング関連業務
に幅広くご経験をお持ちの方です。

■■大学国際関係学部卒業後、大手
●●メーカーにて●●向けの営業、そ
の後、●●商社でアメリカの●●向け
の営業をご経験されてきた方です。小
さい頃から英語を学ばれてきて、高
校、大学での留学経験もお持ちの方
です。

人物所感

地頭よく、人当りの良い方です。新卒
を中心とした採用経験が豊富で、企業
の魅力を若い人向けに組み替えてア
ピールする力に自信をお持ちです。
また、弟が■■大学出身とのことで、
地域に対しても高く興味を持たれてい
ます。

人当りよく、さわやかで好印象を与え
る方です。営業戦略立案や人材育成
などの経験が豊富で、メンバーを自
立・活性化させることを得意とされてい
る方です。

年齢の割に落ち着きを感じる方で、コ
ミュニケーションも的確で、優秀な方だ
と感じます。以前、3年間●●に住ま
われた経験があり、●●が大好きな
方です。食を通じて、●●の魅力を伝
えるために頑張りたいと意欲を持たれ
ている方です。

非常に明るく、はきはきとされている
方で多くの方に好かれるタイプの方で
す。芸術や寺院などへの興味も高く、
御社のお取り組みに関心を高くお持ち
になられている方です。

推薦理由

新卒を中心とした採用経験の豊富な
方で、貴社のお求めになられている採
用力強化において、まさに適材の方だ
と思います。また、ベンチャー企業中
心でのご活躍や個人での起業経験な
どから、既存のメンバーの方にも大い
に刺激を与えることができる方だと思
います。

サービス業における経験が豊富で、コ
ミュニケーション力が高く、行動力と柔
軟な対応力をお持ちの方です。メン
バーを巻き込み活性化する力もお持
ちの方ですので、御社の組織活性化
と今後のご発展に必ず貢献できる方
だと思い、ご推薦させていただきま
す。

マーケティング領域でも特に市場分
析、トレンド情報収集などにお強みを
持たれている方です。食に関しての興
味関心も高く、大好きな●●に移住し
て、●●から食を柱とした魅力発信を
していきたいと希望されています。

フットワークと英語力に自信を持たれ
ている方で、御社の求めていらっしゃ
る人材に合致している方だと思い、ご
推薦させていただきます。お人柄的に
も自信をもってお薦めできる方ですの
で、ぜひ一度、お会いいただければと
思います。
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④ 両者の面談 

両者の面談の際は、通常の中途採用の面接ではなく、研究員との顔合わせの場である

ことを最初に理解していただくことが大事である。その上で、双方による人物の見極

め、企業テーマと研究員の経験・志向の合致度の確認を図る。 

●面談の進め方 

 企業代表者、候補者、事務局、（可能であれば企業紹介者も陪席）での面談を行

う。 

 双方の挨拶の後、最初に事務局より、本日の面談の目的と進め方を説明する。（次

頁参照） 

 次頁の次第に沿って、1時間を目安に面談を進めていく。 

 双方には、人物の双方での見極めと、企業が解決して欲しいテーマと、研究員の経

験や志向が合致するかどうかでの判断をしていだく。 

 その場で双方合意となる場合もあるが、結論がでない場合は、面談後に事務局が双

方の意向や懸念点などを確認・調整を行いながら、結論を導いていく。 

 結果は、後述のマッチング管理シートに反映していく。 

●留意点 

 最初の事務局からの説明で、この面談は中途採用の面接ではなく、本プログラムに

おける大学研究員候補者とのお顔合わせの場であることを、双方に理解していただ

くことが大事なポイントである。 

 採用面接と捉えられると企業の選考目線が高くなってしまうため。 

 研究テーマはこの面談では詳細までは決定せず、プログラム開始後に、研究員が実

際に企業に関わってからの決定になることを、双方に理解していただく。 
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（参考）面談の進め方について（Sample) 

面談時には、下記のような進め方を紙で用意しておくと進行がスムーズとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 面談後のフォローアップ 

面談後、速やかに事務局から双方の意向確認を行い、すりあわせを行っていく。マッ

チング不成立の場合は、可能な限り新たな候補者（もしくは企業）の紹介を行う。しか

し、事業趣旨理解不足や必須条件で折り合いがつかない場合は、その時点で終了する。 

●面談後フォローアップの進め方 

 両者の面談後、事務局から双方に意向及び懸念点の確認を行う。 

 企業側には、面談直後に即座に確認を行う。その上で、候補者とも確認を行う。 

 双方、もしくはどちらかから懸念点が出た場合は、その内容に応じて、可能な限り

払拭できるように働きかける。 

 その上で、期限を区切って（最長 1週間程度）結論を促す。 

 企業、候補者どちらかが、他の候補の選考が残っていて結論が出せない場合は、最

終結論が出せる時期をお知らせしておく。 

 結果をマッチング管理シートに記載する。 

●マッチング結果後の対応 

 双方合意の場合→「次章マッチング成立」へ 

 不成立の場合→理由を確認の上、別の候補（企業・研究員）の紹介が可能であれ

ば、紹介を進める。 

■■大学「×××××プログラム」における
御社候補者とのご面談の進め方について

今回のご面談は、標記の客員研究員候補者と御社とのお顔合わせの場となります。
つきましては、ご面談を下記の通り、進めてまいります

１．今回のプログラムについての再確認（事務局より）
２．エントリーシートに基づき、企業のミッションテーマとその背景のご説明（企業より）
３．客員研究員候補者のプロフィールのご紹介＋ミッションテーマに関しての実績紹介等

（候補者より）
４．参画した場合の働き方等の確認 （企業・候補者双方）
５．今後の進め方の確認 （事務局より）
※質疑は随時行います。

▶今後、企業と研究員間で業務委託契約書、企業と大学間で秘密保持契約書、研究員と大学間で
協定書を結んでいただきます。

▶研究員が担当する課題解決テーマ及び課題解決の取り組みに関しては、本日は詳細までは
決定いたしません。今後、下記のステップで進めてまいります。

①●月までに、双方で業務委託契約書を取り交わしていただく際に課題解決テーマと大まかな解決
への取り組みをすりあわせる。（ただし、この時点では仮設定）

②▲月からの実際の参画時点から、再度、研究員による現状分析・問題分析を行い、企業及び
大学教員とも確認の上で最終的な課題設定を行う。（▲月末メド）

③その上で、具体的な課題解決の取り組み計画を策定して実行していく。
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●留意点 

 不成立の場合は、双方の相性等によるものか（他の企業、候補者とであれば可能性

あり）、そうでないかの見極めが必要。事業趣旨理解不足や、必須条件での齟齬が

明らかな場合は、その時点で終了した方が良い。 

(参考）マッチング管理シート（Sample) 

企業ごとのマッチング状態を把握するために、下記のようなマッチング管理シート

を活用していく。 

 

（参考）マッチング成否要因 

今までの事例からのマッチングの成否要因では、個人側のＮＧが多い。中でも「企業

から期待される業務内容が広すぎて対応できないケース」と、「マッチング成立後に現

職整理ができなかったケース」が多い。 

 

  

■■大学ＰＲＧＭ　参画企業×研究員候補者マッチング状況

企業 研究員 結果 ヨミ

●●様 12:00〜 ◎ ◎ 双方受託 業務整理 現職の業務整理を進める→済 寮（●●市）

●●様 13:00〜 ◎ 他社決定辞退 × 退職交渉 ●●で決定されたため、辞退

●●様 ××× 14:00〜 ◎ ◎ 双方受託 Ｃ 派遣契約交渉 契約終了の相談開始、10月は途中抜けあり→企業了承 寮（●●市）

●●様 面談できず - - × 業務整理 ●●様で決定したため、お見送り

●●様 ×× 11:30〜 ◎ ◎ 双方受託 退職交渉 退職交渉・保育所確保→済 賃貸（●●市）

●● ●●様 ×× 10:00〜 受け入れ不可 ◎ × Ｂ 離職 企業側の意見まとまらず、受け入れ不可に

●●様 ×× 10:30〜 ○ 辞退 × × 業務整理 候補者が現職の整理ができず、辞退

●●様 ×× 11:00〜 ○ 辞退 × Ｃ 退職交渉 候補者が退職交渉難航して辞退

●● ●●様 ×× 10:30〜 ◎ ◎ 双方受託 Ａ 休職交渉 現職との調整、奥様との相談→済 賃貸（●●市）

●●様 ×× 15:00〜 ○ 辞退 × × 業務整理 候補者が現職の調整できず、辞退

●●様 ×× 14:00〜 ◎ 辞退 × Ｂ 休職交渉 双方合意→現職の休職交渉の結果、参加断念

●●様 ×× 10:30〜 お見送り ◎ × × 業務整理 ××までに企業結果だし→企業お見送り

●●様 ×× 17:00〜 ◎ ◎ 双方受託 Ｂ ●末離職 ××に再度、会って、最終意思確認を行う→合意 賃貸探索中（●●市）

住まい

どちらか
Ａ

●●

●●

●●

コメント
成約

どちらか
Ａ

××
●●

●●

研究員現職調整
面談後評価

企業 候補者 年齢 面談日時

面談後の双方の
判断を記載。

最終結果を記載。

双方受託後の研究
員フォローのため、
現職の調整で必要
なことを把握し、記載
する。

現地での住まいの
検討状況も把握し
記載する。

（参考）金沢大学プログラム 

での選考事例 

エントリー
15社

決定7社

（9人）

推薦

14人（延べ）

決定
9人

未決定
5人

企業側NG
1人

個人側NG

4人

面談後OUT
１人（経験合わず）

面談前辞退
2人（転職等）

他社・他者決定
2人

未決定
8社

推薦
13人（延べ）

未決定
13人

企業側NG
4人

個人側NG

9人

書類OUT

2人（経験合わず）

受入できず2人
（コスト負担・社内理解）

面談後辞退
4人（業務合わず）

現職整理できず

5人
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 人材選定その３（マッチング成立後のプログラム参加準備） 

 

 

① マッチング成立 

双方が合意してマッチング成立した場合は、正式な契約前であるため、両者の結論を

必ずログが残る形（メール）で受領していく。また、マッチング成立後も、プログラム

開始まで、継続的に、研究員、企業へのフォローを行っていく。 

●マッチング成立の確認の進め方 

 両者の結論（参画可、不可）の確認は、ログが残せるようメールで行う。 

 電話（口頭）で確認した場合も、必ず差し込みメール（●●とお伺いいたしまし

た）を入れる。 

 併せて、今後の大まかな予定を双方にお伝えしておく。 

 (ｅｘ)企業、研究員が取り交わす契約書等のスケジュール、開校式の日程など 

 研究員には速やかに現職の整理を開始し、状況を逐一、報告・相談していただくこ

とをお願いする。 

 その状況は、企業にも報告を行い、また企業には受け入れ準備を進めていただく。 

 マッチング成立の場合は、双方へは必すメールにて合意の旨

をお伝えしていく。

 併せて、今後の予定と必要事項を双方にお伝えする。

取り組み概要 必要ツール・成果物

マッチング成立1

 現職への退職・休職などの申し入れ、業務整理などが円滑に

進むように状況を適宜確認しながらフォローしていく。

 最終的な参加開始日程を確認。スタートが遅れる場合は大学、

企業との相談を行う。

 候補者の現職整理が完了した段階で、業務委託基本契約書を

双方で捺印の上、取り交わす。

研究員の

現職整理
2

 ー

 業務委託基本契約書

 企業内で研究員の受け入れ準備を進めていただく。企業の

受け入れ準備
3

 ー

 当面の業務内容や勤務形態などを双方で確認して、業務委託

契約書を締結する。

 大学との協定書などを取り交わす。

 研究員に対しては「業務委託契約」となることでのリスクも

説明しておく。

業務委託契約

締結
4

 業務委託契約書

 協定書

 住居、交通手段の確保などの状況確認を行い、必要に応じて

地域側でのサポートを実施する。
研究員の

地域生活準備
5

 ー
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●留意点 

 マッチング成立後、プログラム開始までの間に 1〜２ケ月程度時間が空く場合が多

い。 

 その期間で、研究員は現職整理を行うが、通常の転職時の退職交渉と同様に強い引

き留めにあう場合も多い。また、企業も急激な業績悪化などで状況が変化すること

もある。 

 よって、マッチング成立後も事務局は双方の情報把握をタイムリーに実施し続け、

必要に応じてフォローを行っていくことが大事である。 

 

② 候補者の現職整理 

両者が合意されても、候補者が現職を整理できなければ、プログラムへの参加ができ

なくなる。雇用形態別に事務局からも適切なフォローをしていくことが必要となる。 

＜現職の雇用形態別に必要な整理、交渉＞ 

●正社員 

 退職もしくは休職の交渉に速やかに入っていただく。 

 優秀な方であれば当然、会社からの強い引き留めが入るため、状況をタイムリーに

共有していただきながら、事務局からも適切なアドバイスを行っていく。  

●契約社員・派遣社員 

 雇用先との契約満了期間を確認する。 

 プログラム開始後に満了となる場合は、満了前での契約終了を雇用先に打診してい

ただく。 

 難しい場合は、プログラムの参加時期を参画企業と相談していく。その際、満了前

の期間であっても、大学でのゼミには有給休暇などを使用して参加していただける

よう促す。 

●個人事業主 

 担当している業務の休止、終了、もしくは引継ぎを行っていただく。 

 プログラム参加に影響の無い範囲での継続はできなくはないが、参画企業との事前

相談が必要となる。 
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●経営者 

 会社の休止、もしくは引き継ぎを進めていただく。 

 リモートでの経営継続は現実的にはかなり難しいため、少なくともプログラム期間

中は経営に携わらなくてもよい状態を作っていただくことが必要となる。 

（参考）業務委託基本契約書の締結 

候補者の現職整理が完了したタイミングで、双方の参加を確定させるために、下記

のような「業務委託基本契約書」を、双方捺印の上で取り交わすことを推奨。（正式

な業務委託契約書の締結には時間がかかる場合が多いため） 

 

  

●●事業における業務委託基本契約書 

 

●●大学が実施する「●●●●事業」（以下、「本プログラム」という）において、○○○

○（受入企業名）（以下、「甲」という）と○○○○（研究員氏名）（以下、乙という）とは、

両者において業務委託することに合意したので契約締結する。 

本プログラムは●●に採択された事業の一環であり、乙は●●大学の客員研究員として

●●に関する研究に携わるとともに、甲における課題に対し整理、解決にむけて図るもので

ある。 

 

第 1条（業務委託期間） 

令和●年●月●日 から 令和●年●月●日 

第２条（業務委託内容等） 

別途「業務委託契約書」を締結するものとする。 

 

以上、本契約締結を証するため、両当事者記名捺印の上各一通を保有する 

 

令和●年●月●日 

（甲） （受入企業所在地） 

○○○○○○○○○○○○○○（受入企業名） 

（乙） （研究員の住所） 

○○○○○（研究員氏名） 
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③ 企業の受け入れ準備 

プログラム開始前から企業で受け入れのための準備を進めていただき、研究員が初日

から気持ちよく企業に参加できるようにしていただくことが、プログラムの成否のカギ

となる。 

●研究員の社内での紹介の場作りと紹介方法の検討 

 できるだけ早期に多くのメンバーに研究員を紹介する場を設定する。 

 紹介する際のポイントは、コンサルタントではなく、社内のメンバーと共に取り組

む方であることを伝えること。 

（紹介例） 

 「大学プログラムに参加された方で、社内の皆さんと一緒に課題解決に取り組んで

いただく方です。」 

●経営者との定例ミーティングの設定 

 原則、毎週定例のミーティングを設定して、経営者と研究員が頻度高くコミュニケ

ーションを図れるようにする。 

※今までの事例では、半年間の成果やその後の継続に際して、両者のコミュニケー

ションの頻度が高い方が、よい結果となる場合が多い。ここは大事なポイントとな

る。 

●社内メンバーとのコミュニケーション機会の設定 

 できるだけ早期に多くの社内メンバーとのコミュニケーションできる機会を設定す

る。 

 最初の業務を、「社内メンバーへの現状インタビュー」とすると双方の関係構築が

スムーズになる。 

 また、飲みニケーションも双方の信頼関係作りには効果的である。 

●名刺作成 

 会社の名刺に、「●●大学客員研究員」という名称（可能であれば大学ロゴも）を

入れた名刺の準備を行う。 
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④ 業務委託契約締結 

大学と企業、研究員、そして、企業と研究員の間で、必要な契約を締結していただく

ことで、プログラムへの参加が最終確定する。契約内容は各大学での規定等に準じる。

また、特に研究員に対しては業務委託契約となることでのリスクなども併せて、伝えて

おく。 

＜契約締結業務で必要な事項（例）＞ 

●大学と参画企業 

 「協定書」を取り交わす。 

 協定書の内容：（本プログラムの目的）（本プログラムの実施方法）（経費等の負

担）（個人情報の管理）（秘密等の保持）（成果の公表）などついて記載する。 

●参画企業と研究員 

 「業務委託契約書」を取り交わす 

 業務委託契約書の内容：通常の業務委託契約書の様式に準じる。（業務テーマ・内

容）（業務実施場所）（業務委託経費）（業務委託経費の支払い方法）などを記載

する。 

 業務テーマ・内容については概要のみ記載でよい。具体的な内容は、研究員の活動

開始後に再度、すり合わせを行う。 

●研究員に対してのリスク説明 

 「業務委託契約」となるため、健康保険、雇用保険など各種保険は適用外となる。

そのため、４月以降に業務継続できなかった場合は雇用保険の支払いがないことな

どのリスクも予め伝えておくほうが良い。 
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⑤ 研究員の地域生活準備 

研究員の多くは、土地勘のない地域で生活基盤を短期間で作ることが必要となる。そ

こで、地域側の事務局にて、住まい探しなどに関してフォローできる体制を作っておく

ことが望ましい。 

＜研究員の地域生活準備への事務局でのフォロー＞ 

●住まい探し 

 研究員が困ること 

 相談できる不動産業者を知らない。 

 土地勘が無いため、企業及び大学への通勤に適したエリアの選定が困難であ

る。 

 半年間契約となるため、通常どおりの敷金・礼金は負担が大きい。 

 そこで、地元の信頼おける不動産会社の紹介や候補エリアのアドバイスなどをして

いく。 

 可能であれば、敷金、礼金等へ配慮を頂けるよう不動産会社に協力を依頼する。 

●保育園、幼稚園、学校探し 

 お子様を連れてプログラムに参加される方がいらっしゃる場合は、施設探しも大変

となる。 

 そこで、行政など関係者に協力を依頼して、できるだけ早期に施設探しが完了でき

るよう働きかける。 
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５ 大学プログラム設計 

 大学プログラムには、それぞれのステークホルダーによって異なる目的がある。①首

都圏から地方に研究員にとっては、これまでの知識・経験に加えて、地域企業において

経営課題を解決するために不足するスキルアップ、②地域企業においては、研究員によ

る経営課題の解決に加えて、大学が有する知的財産へのアクセス、③大学にとっては、

研究員の実績に応じた実務家教員の採用機会がある。 

 特に、必ずしも地方での勤務経験が多くない研究員が地域企業で活躍し、かつ地域で

のプログラム後のキャリアを継続することを考えると、下記のような構成による大学プ

ログラムが有効である。 

 

 

 

プログラム事前準備教育Ⓟ 

 地方で働くことの準備として、その地域の歴史・文化を理解することが重要であり、

地域創生カレッジが提供している教材を活用することや、歴史書、観光書などと合わせ

て学習することで、大まかな人の考え方や風習・習慣についても理解しておくことが望

ましい。時間的な余裕があれば、事前に担当企業を訪問しておくことも有効である。 

  

8～9月 10月 2月 3月 4月～

事前準備教育

プログラム P

 「地方創生カレッ

ジ」教材

 集合セミナー

（課題解決手法、

地域歴史・文化）

 地域ツアー

（企業訪問など）

 個別コーチング

プログラム A

経営構想ゼミ

（企業課題アセスメント、および経営構想策定）

プログラム B

スキルアップ教育

（教員によるアドバイス、大学特別講座の受講）

プログラム C

集中討議ワークショップ

（レクチャー、ディスカッション、および社長との集中討議）

修了レポートの

作成と提出

プログラム R

 修了レポートの

作成と提出

 修了プレゼン

 地域活性学会の

研究テーマ設定

 4月以降の活動・

就労先決定

地域活性

学会

クライアント企業における経営改革

週4日間の経営改革業務の実施

（社長討議、クライアントチームとの共同作業）
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大学プログラムⒶ：経営構想ゼミ 

 経営構想ゼミを毎週実施することで、研究員が担当企業における企業課題を分析し、

解決のための仮説構築・検証を繰り返すことで、経営構想を策定していく。毎週のゼミ

では 1人の研究員について 1時間程度の議論が適切であり、1週間の活動の振り返りか

ら議論を始め、様々な課題解決の議論を行っていく。1つのゼミでは、担当教員 1人に

対して、3名程度の研究員でゼミを実施することが望ましい。 

大学プログラムⒷ：スキルアップ教育 

 研究員のバックグラウンドはさまざまであり、知見・経験には大きな差がある。担当

企業の経営課題の解決に向けて、俯瞰的・総合的なスキルアップ教育を提供することが

重要である。特に、経営学の概要となる経営課題分析、財務・会計、マーケティング

論、組織変革論、戦略論などを毎週 2-3時間程度で実施することが望ましい。それぞれ

大学の教員が担当するほか、経営コンサルタントが特別講座として実施することも有効

である。 

大学プログラムⓒ：集中討議ワークショップ 

 研究員のスキルアップ教育に加え、研究員同士が全員集合して集中討議する場を隔週

で設定する。企業の経営分析の進め方やイノベーション創造などのテーマを設定したワ

ークショップ形式で実施する。また、地域の企業経営者、自治体関係者らとの議論や、

地域企業や地元の歴史的名所でのフィールドワークなどを実施することも有効である。

これらの集中ワークショップを通じて、地域企業変革の進め方を理解するとともに、研

究員間、研究員と地元経営者間のネットワークを構築することも可能となる。 

大学プログラムⓇ：修了レポートの作成と提出 

 大学プログラムの最終段階として、各研究員による修了レポートの作成と提出を求め

る。6か月間のプログラムの中で、2か月目には各企業の経営分析による研究テーマ報

告会、4か月目には中間報告会を実施し、6か月後のプログラム終了時点では、最終研

究報告会を実施する。プログラム終了後には、企業する研究員は研究活動をさらに継続

することで、地域活性学会への研究論文の提出、学会発表の機会を得ることも可能であ

り、希望によって大学での実務家教員へのキャリアが開ける。 

本大学プログラムの最大の特徴は、研究員の地域定着歩留まりを上げるための工夫を

最大限に含めていることである。客員研究員の称号を 2年間付与し、担当企業での成果

を着実に上げるためのスキルアップ教育を提供し、地元での大学職員、研究員同士、お

よび企業経営者らとのネットワークや地元での一体感を醸成する集中討議ワークショッ

プを実施し、そしてさらなる地域でのキャリア形成の可能性を提供することである。  

  



54 

 

実際に、これまで実施してきた信州大学と金沢大学におけるプログラムでは、多くの

研究員が地元に定着し、地域活性学会へ研究論文を提出し、大学でのさまざまなカリキ

ュラムにて講師として参加する研究員が現れている。継続的なプログラムの提供によっ

て、年度を超えた研究員同士の関係が構築され、また企業とのネットワークが強化さ

れ、まずます地元に定着する研究員が増えていくと考えられる。今後は、さらに自治体

や地元の実業家ネットワークとの連携の場も設けることで、研究員の地元化が着実なも

のになると考える。 

下記は、2018年度信州大学 100年企業創出プログラムの日程概要である。10月にプ

ログラムがキックオフしているが、研究員のプログラム参加タイミングにばらつきがあ

ったため、全体としての活動は 11月から 3月までの 5か月間で実施している。ここで

は毎週金曜日午前中の経営構想ゼミと午後の集合ゼミ（スキルアップ教育）、隔週程度

の特別セミナー（集中討議ワークショップ）を実施している。研究員の参加時期がズレ

たことで、全体としてのプログラムスタートが若干遅れたため、11月には強化合宿を

実施し、研究活動のロケットスタートにつなげている。 

 

日程 ゼミ（午前）

○信大のリソースを知る ■図書館セミナールーム

　・ゼミの概要説明 13:00～13:20

　・信州大学の該当と目指していること（仮） 13：30～14：30

　・情報検索研修 14：40～16：40

　・知財研修 16：50～17：50

○「22世紀からのメッセージ」
■医学部MTGスペース

14：00～15：30

○「財務・企業会計」 15：40～17：10

11/16(金) 個別ゼミ 「シナリオプランニング手法の活用」
■医学部MTGスペース

15：00～16：30

○強化合宿

　シンポジウム

　グループ討議

■グレイスフル塩尻

13：00～15：20

15：25～18：35

○懇親会
■陽だまりの家

19：05～21：00

11/18(日) 　グループ討議
■陽だまりの家

9：00～14：40

11/30(金） 個別ゼミ
「人材、企業、地域のシナジーによる活性化事

例」

■医学部MTGスペース

15：00～16：30

12/01(土)

○特別セミナー

　100年企業構想を実装するⅠ（仮）

　特別協力：スコラ・コンサルト

■国際科学イノベーション

センター　10：00～17：00

12/07(金) 個別ゼミ 「新規事業戦略策定手法の活用」
■医学部MTGスペース

15：00～16：30

12/14(金) 個別ゼミ 「なつかしい未来～老舗企業の事業戦略～」
■医学部MTGスペース

15：00～16：30

12/15(土）

○信州100年企業訪問

フィールドワーク

　・宮坂酒造（13:00～）

　・その他

■訪問企業先

10：00～17：00

12/21(金） 個別ゼミ 「ローカルイノベーションの最前線」
■医学部MTGスペース

15：00～16：30

01/11(金) ○中間報告会に向けた事前指導
■中軽井沢研修施設

13：00～18：00

01/12(土) ○100年企業構想中間報告会
■中軽井沢研修施設

10：00～16：00

01/18(金) 個別ゼミ 「企業のガバナンス構築」
■医学部MTGスペース

15：00～16：30

01/25(金) 個別ゼミ 「企業経営のトランスフォーメーション」
■医学部MTGスペース

15：00～16：30

01/26(土)

○特別セミナー

「地域エコシステム創造による日本版

地方創生の“To Be”モデルのデザイン」

■松本中央図書館セミナー

室

12:00～16:30

02/01(金) 個別ゼミ 「ローカルワークライフバランス」

02/08(金) 個別ゼミ 「地域産業と地域活性化」

02/09(土)

○特別セミナー

　　100年企業構想を実装するⅡ（仮）

　　特別協力：スコラ・コンサルト

■国際科学イノベーション

センター　10：00～17：00

02/15(金)

02/22(金)

02/23(土)
○特別セミナー

「100年企業創出と地域社会の未来」

■信州大学中央図書館

13：00～16：30

※懇親会あり

03/30(土) ○100年企業構想報告会
■図書館セミナールーム

（予定）10：00～17：00

個別ゼミ

集合ゼミ（午後） 特別セミナー

個別ゼミ

個別ゼミ

11/02（金)

個別ゼミ

11/09（金)

11/17(土)
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キックオフ直後の企業経営分析ガイダンス 

 プログラムキックオフでは、大学学長の挨拶、プログラム責任者によるプログラムの

全体説明、学長から研究員への客員研究員委嘱状の授与に続き、大学プログラムの初期

活動として、企業経営分析ガイダンスが実施する。下記は、2019年 10月 2日に行われ

た金沢大学共創型観光産業展開プログラムの企業経営分析ガイダンスである。 

 担当企業の経営状況、業界 2次調査から着手し、経営者インタビューなどから企業の

経営分析を実施する。そこで抽出された経営課題をイシュー・ツリーなどで要因分析を

行い、経営課題解決に向けた仮説と検証方法を約 1か月で進めている。 

 

 

 

それぞれのステップに合わせて、検討のテンプレートを用意し、研究員全員の経営分

析の進め方のブレを少なくしている。下記のテンプレートを提示する。尚、金沢大学プ

ログラムにおいては、11 月の研究員全体集合ゼミである総合演習にて、企業経営分析

結果の発表会を実施し、各自の研究テーマを明確にした上で、研究実施計画を共有し

た。 

  

企業・業界概要整理 経営課題の抽出
課題の深堀りと

仮説策定

アクションプランの

策定

 2次調査を中心に企

業概要を整理

 ネット調査や関連図

書などによって、業

界動向や主要なト

ピックス、競合を調

査

 経営者インタビュー

や主要メンバーとの

ディスカッションに

よって課題を抽出

 経営分析（財務、組

織、3C／4P、5F、

VCなど）によって

課題を定性・定量把

握

 イシュー・ツリーの

作成によって課題の

要因を分析

 経営者や主要メン

バーとのディスカッ

ションにより仮説を

策定

 仮説検証方法の検討

と実施体制・プロ

ジェクトチーム設計

 アクションプランの

策定とチェックポイ

ントの設定

経営課題と個別ゼミの研究テーマは、個別ゼミにて整合を図っていく
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© JHR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

所属する企業・組織の概要①

企業・理念・ビジョンの概要 企業の業績推移

 企業概要

• Ｘｘｘ

 企業理念

• Ｘｘｘ

 企業ビジョン、目指す姿

• Ｘｘｘ

 主要事業ポートフォリオ（製品、サービス）

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

主要KPI
• Ｘｘｘ
• Ｘｘｘ
• Ｘｘｘ

過去5年程度の売上・営業利益推移

© JHR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

所属する企業・組織の概要②

企業の経営戦略、中長期計画 組織構造

 企業の経営戦略

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

 中長期計画

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ Ｘｘｘ Ｘｘｘ

Ｘｘｘ Ｘｘｘ Ｘｘｘ Ｘｘｘ

組織概要
• 従業員数
• 平均年齢
• 平均所得
• Ｘｘｘ
• Ｘｘｘ

© JHR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

所属する企業・組織の事業構造

３Cと４P分析 バリューチェーン

 ３C

• 自社： ｘｘｘ

• 顧客： ｘｘｘ（STP）

• 競合： ｘｘｘ

 ４P

• Product: ｘｘｘ

• Place: ｘｘｘ

• Price: ｘｘｘ

• Promotion: ｘｘｘ

KSF：

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

© JHR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

所属する企業の業界構造（５ Forces分析）

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

買い手の交渉力

業界内の競争

売り手の交渉力

新規参入の脅威

代替品の脅威

© JHR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

所属する企業の経営課題と要因分析

経営課題

 経営課題

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

要因分析（イシュー・ツリー）

課題要因

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

Ｘｘｘ • Ｘｘｘ

© JHR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

課題解決仮説と検証アクションプラン

課題解決仮説 検証アクションプラン

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

Ｘｘｘ

課題要因 課題解決仮説

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

 アクション①

• Ｘｘｘ

 アクション②

• Ｘｘｘ

 アクション③

• Ｘｘｘ

 実施体制・チーム

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

© JHR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

課題解決に向けて求めれられるコンピテンシー・スキル

コンピテンシー・スキル

 コンピテンシー

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

 スキル

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

総合演習への期待

 コンピテンシー・スキル補完

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

 知見・経営手法・メソドロジー

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ

• Ｘｘｘ
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中間報告への記載項目 

 6か月のプログラムにおいて、4か月目には研究活動の中間報告会を実施し、各研究

員の課題解決の現状と最終報告会に向けた残課題を共有している。下記は信州大学 100

年企業創出プログラムにおける、中間報告書作成に向けたガイダンス資料である。 

 

最終報告会への記載事項 

 プログラムの最終報告作成にあたり、各研究員にこれまでの企業での活動成果に加え

て、企業が中長期に渡って成長していくための経営テーマを研究要素として抽出し、ま

とめていくことが望まれる。下記は信州大学 100年企業創出プログラムの最終報告書作

成に向けたガイダンス資料である。 

 

<100年企業構想中間報告会に向けた事前準備>

• 各ゼミでファカルティの指導を受けながら、基本的に別添のテンプレートも参照しながら、
プレゼンスライド(パワーポイント、5~6p)と配布資料(2~4p)を完成させてください

• パワポのソフトをお持ちでない方は、事前にお申し出ください。当日、ゼミ・アシスタント、
あるいは事務局でワード原稿からの移し替えなどサポートいたします

• テンプレートの項目はすべてが必須事項ではありませんが、下記は必ず盛り込んでください

1) 取り組みテーマの概要、取り組みテーマの設定理由

2)未来の社会、世界、環境予測とミッション先企業が目指したい姿

3)現状と課題

4)解決手法

5)現在の取り組み段階

• 配布資料についてはこの日のうちに各自20部ずつプリントアウトしてください

• プリンタは事務局が持ち込みます
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＜参考＞未来シナリオの構造 

 

＜参考＞信州大学 100年企業創出プログラム概要資料 
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６.プログラム期間中のフォロー体制（企業・研究員） 

プログラム期間中のフォロー体制として、ゼミアシスタント、大学（教員）と事務

局と連携したフォロー体制を構築する。ゼミアシスタントが研究員、企業との接点を

持ちながら状況把握を行うが、研究テーマの研究員と企業とのすり合わせは、大学

（教員）が責任を持って担当していく。 

 

 

 

  

企業・個人のフォロー体制

① 大学ゼミへの参加による研究員との信頼関係

構築

② 大学ゼミへの参加によるミッション遂行状況

の把握

➡必要に応じ担当教員・事務局への報告

③ 参画企業（経営者・受入責任者）への定期訪

問による研究テーマの遂行状況の把握

➡必要に応じ担当教員・事務局への報告

④ 工ラ-発生時の企業・研究員へのフロント対

応（必要に応じて担当教員、事務局が対応）

⑤ その他、研究員の地域生活での相談、サポー

トを行う。

※ よって、地域居住者が望ましい。

ゼミ

アシスタント

① 大学ゼミにて研究員へ適切な指導を行う。

② 研究テーマについて研究員と企業とのすり合

わを定期的に行う。

③ 研究員と参画企業とのエラー発生防止とエ

ラー発生時の対応責任者となる。

大学

（教員）

① プログラム全般の運営

② 各種案内の発信

③ 各種契約等の締結

事務局

研究員 企業
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プログラム期間中のフォロー（研究員・企業）の留意点 

プログラム期間中のフォローにおいて大事なことは、企業（経営者）側との定期的な

接点作りと、研究テーマを大学（教員）が責任を持って、研究員と企業（経営者）との

すりあわせを行うことである。 

＜留意点＞ 

 「ゼミアシスタント」は大学ゼミなどに陪席した際は、必ず議事メモを作成し、大

学（教員）と事務局に共有していく。 

 研究員との接点は大学ゼミへの陪席などで頻度高く行われるが、企業（経営者）と

の接点は、そのための機会を作ることが必要なため、おろそかになりがちとなる。 

しかし、エラーの大半は、個人（研究員）と企業（経営者）とのコミュニケーショ

ン不足や、経営テーマに対しての認識の違いから生じる。 

→そこで、月に 1回は企業（経営者）との接点を持てるような仕組みを作ることが

必要である。一つの方策として、月に１〜２回は企業にて個別ゼミを実施すれば、

企業経営者との接点も持ちやすい。もしくは、大学に企業経営者の方にも来ていた

だいて、個別ゼミを実施してもよい。その際は、研究員に日程調整などは任せてし

まう方がスムーズに実施できる。 

 研究テーマについては、プログラム開始前（エントリーシート時）→開始直後→開

始途中→終了前、と内容が次第に変化していくことが多い。研究テーマの研究員と

企業（経営者）とのすり合わせがプログラムの成果及びその後の業務継続に大きな

影響を与える。そこで、大学（教員）が責任者となり、開始時（１ケ月後）→中間

時（３ケ月後）→終了前（５ケ月後）の最低３回は企業（経営者）と研究員との３

者にて、その確認を行う。 

※個別ゼミにて齟齬を感じた場合は、できるだけタイムリーにその対応を行う。 
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７ プログラム終了後のマッチングナビゲート 

マッチングナビゲートで大事なことは、必ずプログラムの中間時点で、企業経営者と

研究員双方の意向確認（希望雇用形態、希望条件）と相互調整を実施していくこと。終

了間際に、両者の意向が異なってしまうと、調整が困難で、かつ、継続できなかった場

合の研究員の転職活動も難しくなる。 

 

 

 

  

1ヵ月目～２か月目

活動フォロー

マッチング

ナビゲート

 研究員の企業活動及び地

域生活にスムーズに馴染

めるようにサポートを行

う。

 研究員の研究テーマを、

企業経営者と研究員間で

すりあわせられるようサ

ポートを行う。

3ヵ月目～4か月目 5ヵ月目～6か月目

 研究員の企業活動及び地

域生活での問題点を把握

して、サポートを行う。

 企業経営者と研究員のコ

ミュニケーション状況を

把握して、頻度が少ない

場合は、双方に働きかけ

る。

 研究員の取り組み成果へ

のサポートを行う。

 研究員の最終報告レポー

ト作成及び発表に対して

のサポートを行う。

 初期の企業訪問時に、企

業経営者と研究員双方に、

継続の場合の希望する雇

用形態や希望条件などを

大まかに確認しておく。

↓

 特に企業側に正社員雇用

の意向が高い場合、企業

と研究員の間では給与条

件でのギャップが生じが

ちであるため、雇用形態

に柔軟性を持った検討を

していただけるよう促し

ていく。

↓

① 両者継続意向

• 雇用形態と条件の確認とす

りあわせを両者間で行える

よう働きかける。

① どちらかのみ継続意向

• 不可理由を確認して、改善

を試みる。

① 両者継続希望しない

• 研究員の希望があった場合

は転職活動等へのサポート

を行う。

 終了1ヶ月前をメドに双

方の最終意思確認を行う。

↓

① 両者継続意向

• 雇用形態と条件に相互確認

を行うように働きかける。

• 業務委託継続の場合、研究

員から地域でプラスしての

雇用先確保の希望があった

場合、サポートを行う。

② 継続希望しない

• 研究員の希望があった場合

は転職活動等へのサポート

を行う。

 中間時期に、企業経営

者と研究員双方の継続

意向の確認を行う。
➡

➡

➡
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プログラム終了後のマッチングナビゲートの留意点 

プログラム終了後のマッチングナビゲートにおいて大事なことは、「企業経営者と研

究員の日常でのコミュニケーション頻度」に留意することと、企業経営者に対して、

「正社員にこだわらない雇用形態への理解」を求めていくこと。 

＜留意点＞ 

 プログラム終了後の話は、終了間際にいきなりではなく、開始時期、中間時期にも

確認を行っていく。 

→内容は前頁参照。 

 マッチングナビゲートの成否には、「企業経営者と研究員の日常でのコミュニケー

ション頻度」が大きく影響を与える。頻度が低いと、研究員が何を行っているのか

が伝わらず、また、研究員も企業経営者が考えていることが理解できず、双方の理

解不足によってマッチング不成立が生じやすいい。 

→ゼミを定期的に企業で実施するなどをして、両者のコミュニケーション頻度の確

認と、促進を図る。 

 地域企業では、雇用形態として正社員での継続を希望される場合が多く、その際は

研究員と条件面での折り合いがつかず、マッチング不成立が生じやすい。その背景

には、企業経営者に、「正規雇用は○、非正規雇用は×」という考え方や、家族経

営的な旧来型の経営スタイルをよしとする考え方が根強く残っている場合が多い。 

→初期のプログラム紹介時より、研究員は、「兼業・副業やクロスアポイントメン

ト制度への興味が高い人が多い」ことへの十分な理解を求め、正社員雇用にこだわ

らないよう啓蒙していくことが必要である。 

 研究員の働き方は、正社員ではなく、フルタイムではない業務委託形式を希望する

場合が多い。企業側からも正社員で雇用するには条件が折り合わず、業務委託での

継続を希望される場合がある。その際、研究員側から、参画企業にプラスして、地

域での他の雇用先の紹介を希望される場合がある。 

→地域金融機関等と連携して、地域での雇用先紹介を図れるようなサポートを行う

ことが望ましい。 
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プログラム終了後のマッチングナビゲート 

プログラム終了後に、参画企業からマッチングフィーを獲得する場合と、獲得しない

場合では、ビジネスモデル上の影響に差があるため、事務局の関与も異なってくる。獲

得する場合は、プログラム終了後の業務継続へのフォローに積極的に関わるべきだが、

獲得しない場合は、原則として、事務局は関与しないことを予め研究員、企業に伝えて

おいた方がよい。 

 

 

 

  

ビジネスモデル上の影響

 事業収入として金額シェアが

高く、想定通りに獲得できな

いと、事業が赤字となってし

まう。

 事業収入としての想定が無い

ため、事業への影響は無い。

研究員・企業への関与

 プログラム終了後の業務継続

に、プログラム期間中から積

極的に関与していく。

 初期、中期の時期から双方の

懸念点などを把握して、すり

合わせを図る。

 原則として、プロクラム終了

後に関しては事務局（教員・

ゼミアシ含む）は積極的には

関与しない。

 そのことを初期から双方に伝

えておくことが大事。

※両者から相談があった場合は、

必要に応じて対応していく。

マッチングフィーを

獲得する場合

マッチングフィーを

獲得しない場合
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