Press Release
報道関係各位
平成 26 年 12 月 10 日
沖縄県商工労働部雇用政策課
中小企業魅力発見事業 「Gut’s」 インターンシップ （現・おきなわ企業魅力発見事業）

～修了生の就職内定率、入社後離職率ともに効果
「Gut’s」インターンシップは大学生の就職に高い効果あり
沖縄県商工労働部雇用政策課は、このほど、平成 23～25 年度に実施した【中小企業魅力発見事業
「Gut’s」インターンシップ】の修了生（大学生）を対象に、その後の思考・行動の変化や就職の状況等
について、事務局である（特非）沖縄人財クラスタ研究会と共同でアンケート調査し、状況をまとめまし
た。結果として、「Gut’s」インターンシップ修了生の平成 26 年 11 月末現在の就職内定率は 78.2％と、
昨年の 11 月末時点の沖縄県の大学生内定率 31.1％を大きく上回ることが分かりました。
（注）なお、平成 26 年度からは、後継事業の 【おきなわ企業魅力発見事業「Gut’s＋」インターンシップ】 として、
事業実施いたしております。

＜Gut’s 修了生の就職内定率（平成 26 年 11 月末現在＞
平成 27 年 3 月卒業予定者（大学生） 78.2％
（過去 3 年の沖縄県の大学生の内定率は 23.0～31.1％）
[参考]
１）沖縄労働局「新規学卒者の求職・就職の状況（過去３年の 11 月末現在の沖縄県の大学生内定率）」
31.1％（H26・3 月卒）
、24.7％（H25・3 月卒）、23.0％（H24・3 月卒）
２）沖縄労働局「新規学卒者の求職・就職の状況（平成 26 年 10 月末現在）」
平成 27 年 3 月卒業予定者 沖縄の大学生内定率 30.6％
３）厚生労働省「大学等卒業予定者の就職内定状況調査（平成 26 年 10 月１日現在）
」
平成 27 年 3 月卒業予定者 全国の大学生内定率 68.4％

＜Gut’s 修了生の入社後離職率＞
平成 24/25 年 4 月入社の１年以内離職率 9.5％
（過去 3 年の沖縄県の新規学卒者の１年以内離職率は 21.2～26.2％）
平成 26 年 4 月入社の 11 月末現在離職率 2.9％ （入社 8 ヶ月現在の離職率）
[参考]
４）厚生労働省「新規学校卒業就職者の就職離職状況調査結果」沖縄県の入社１年以内離職率
21.2％（H24･4 入社）
、26.2％（H23･4 入社）
、25.2%（H22・4 入社）
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＜調査の概要＞
調査期間
調査方法

平成 26 年 11 月 01 日（土）～11 月 30 日（日）
郵送調査：調査票を修了生へ郵送し、返信用封筒にて個別に回収。
電話調査：返信用封筒での回収ができない場合は、電話にて個別アンケートを実施。

調査対象

平成 23 年～25 年度 中小企業魅力発見事業「Gut’s」インターンシップ修了生 345 人

回収人数

233 人

回収率

67.5％ （233 人／345 人）

＜統計値＞
※Gut’s 修了生の就職内定率 （平成 27 年 3 月卒業予定者・大学生）
内定者数 61 人 ÷ 就職希望者数 78 人 ＝ 78.2％
（注）なお、アンケート未回収者を含めた全体の就職希望者数を分母とした場合は、
内定者数 61 人 ÷ 就職希望者数（アンケート未回収者含む） 108 人 ＝ 56.4％ となります。

※Gut’s 修了生の入社後離職率 （平成 24・25 年 4 月入社の１年以内の離職率）
離職者数 2 人 ÷ 就職者数 21 人 ＝ 9.5％
※Gut’s 修了生の入社後離職率 （平成 26 年 4 月入社／8 ヶ月経過現在の離職率）
離職者数 １人 ÷ 就職者数 34 人 ＝ 2.9％

＜事業概要＞ おきなわ企業魅力発見事業 「Gut’s+」
県内大学１～３年生、短期大学・専門学校１年生、高等専門学校３～４年生(以下、「大学生等」という。)
に対し、県内中小企業における効果的なインターンシップ（事前研修１週間＋３日間×２社の企業実習）
を実施することで、中小企業への就職を視野に入れた幅広い職業観を育成し、雇用のミスマッチの解
消及び若年者雇用情勢の改善を図る。また、県内企業に対してインターンシップの活用を促し、大学
生等のインターンシップを新たに受け入れる企業を開拓する。

＜照会先＞

沖縄県商工労働部雇用政策課 雇用対策班 電話番号：098-866-2324 （担当）具志 一彦
特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 電話番号：098-943-7789 代表理事 白井
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参考レポート （その他のアンケート 一部抜粋）
1： 「Gut’s」 に参加した理由 「大学生活の充実度」 と 「友人との関わり」 が上位に。
「Ｇｕｔ’ｓ」インターンシップに参加した理由の１位に「インターンシップに興味があった」、２位に「大学
生活を充実させるため」、３位に「友人に勧められたから」 という結果が出ている。
平成 25 年度に沖縄県雇用政策課が行った「若年者雇用問題を考える学生委員会・県内６大学アン
ケート調査」においても、学生全体の約３割が充実感を得ていないことから、「大学生活を充実させるた
め」という理由が上位であることが考えられる。また、ＳＮＳなどの口コミの広がりが、３位の「友人に勧め
られたから」、５位の「友人に誘われたから（一緒に参加）」に、反映された結果となった。

Ｑ１：「Gut’s」 に参加した理由は？ （複数回答可/233 人のうち）

インターンシップに興味があった （58.9%）
大学生活を充実させるため （47.6%）
友人に勧められたから （35.7%）
働くことに興味があった （24.9%）
友人に誘われ一緒に参加 （21.1%）
業界研究・企業研究のため （17.8%）
Guts説明会で興味を持ったから （14.1%）
目的・夢を実現させるため （11.9%）
先生・教授に勧められたから （10.8％）
保護者に勧められたから （2.2％）
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参考レポート （その他のアンケート 一部抜粋）
２： 「Gut’s」 が、学生の中小企業や仕事に対する理解促進だけでなく、学生生活全般にも良い影響。
当事業の目的にもある中小企業や仕事に対する理解促進（イメージアップ）に効果を示しただけでは
なく、２位の「自信の獲得(成長実感および成長予感)」、４位の「アルバイトに対する取り組み姿勢の改
善」、5 位の「講義に対する取り組み姿勢の改善」にあるように、「Gut’s」が、学生生活全般にわたって
良い影響をもたらしている。
また、８位の「海外インターンシップの参加・海外留学」、９位の「県外・長期インターンシップへの参
加」は、「Gut’s」をきっかけとして、多くの学生が次なるステージへ羽ばたいていることがわかる。
その他にも、３位の「職業選択の柔軟性（選択の幅の拡大）」は、「Gut’s」修了生の高い就職内定率
とも相関関係があると考えられる。

Ｑ２：「Gut’s」 に参加したことによる良い変化は？ （複数回答可/233 人のうち）
中小企業や仕事に対するイメージアップ （74.6%）
自信の獲得（成長実感および成長予感） （73.0%）
職業選択の柔軟性（選択の幅の拡大) （56.8%）
アルバイトに対する取り組み姿勢の改善 （40.0%）
講義に対する取り組み姿勢の改善 （36.8%）
サークルやイベントの参加（立上げ含む) （24.3%）
資格取得や検定試験への挑戦 （22.7%）
海外インターンシップ・海外留学 （16.8%）
県外・長期インターンシップへの参加 （16.2%）
苦手科目・興味のなかった科目の履修 （6.5％）
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参考レポート （その他のアンケート 一部抜粋）
３： 「Gut’s」 での学びは、「自分の意見・考えを伝えること」 「学生と社会人との違い」 が上位に。
１位の「発表やプレゼンの苦手意識の克服」、３位の「講義中の質問、社会人との会話」、４位の「連
帯責任（メンバーとの連絡・意志疎通）」にあるように 「自分の意見・考えを伝えること」 が、「Gut’s」修
了生にとって大きな「学び」となっている。この点については、現在の教育ではフォローしきれていない
箇所を、「Gut’s」で上手く補完できていると考えられる。
また、６位の「告知活動（説明会開催、チラシ配布等）」については、社会人や内定を得た「Gut’s」修
了生からの回答が多く、教授や友人・知人・後輩に「Gut’s のメリット・デメリット」や「自身の成長や課題」
などを伝える告知活動が、就職活動のトレーニングや社会人（特に営業）のヒントに役立ったとのコメント
がある。
その他には、２位の「社会のルールやマナー（学生との違い）」、４位の「連帯責任（メンバーとの連絡・
意志疎通）」、5 位の「時間管理・体調管理」、６位の「遅刻対策（提出物の締切なども含む）」にあるよう
に、「学生と社会人との違い」について早期に触れたことで、その後の学生生活で意識するようになった
とのコメントが多い。

Ｑ３：その後の学生生活や就職活動、社会人になってから役立ったことは？ （複数回答可/233 人のうち）

発表やプレゼンの苦手意識克服 （67.0%）
社会のルールやマナー（学生との違い） （55.7%）
講義中の質問、社会人との会話 （45.9%）
連帯責任（メンバーとの連絡・意志疎通) （44.3%）
時間管理・体調管理 （31.4%）
告知活動（説明会開催、チラシ配布等） （25.9%）
遅刻対策（提出物の締切なども含む） （25.9%)
企業での実習体験（異なる２社） （23.2%）
日報の作成 （22.7%）
終了後の体験レポート （5.9%）
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参考レポート （その他のアンケート 一部抜粋）
4： 「おきなわ企業魅力発見事業・Gut’s+」 へのコメント （一部抜粋）
・自分自身の成長を実感したい方は参加をお勧めします。「私は・・・」ではなく「みんなで・・・」と考える
ことが習慣になりました。（沖縄キリスト教学院大学・３年次・女性）
・事前研修と企業実習を通して、アットホームな感覚で社会人の方と接することが出来ることで、社会人
と自分自身の差を真剣に考えるきっかけとなる。インプットとアウトプットが連動していて、得られるものが
多くあった。（琉球大学・３年次・男性・起業により現在休学中）
・Gut’s を通して、苦楽を共にできる頼れる友人ができたのは私の大きな財産です。また、事前研修を
通して、意識が変わり自信を持ちました。（沖縄女子短期大学・２年次・女性・県内ホテルに内定）
・Gut’s に参加したことで、「自分の苦手を得意に変える」など自分自身が成長し、就職活動にも、普段
の生活にも生かすことができました。卒業後は、県外企業に就職するので、今のうちに Gut’s に恩返し
ができればと思います。（琉球大学・４年次・女性・県外小売業に内定）
・社会人になることが怖かったのですが、Gut’s で素晴らしい社会人の方々にお会いでき、働くことが楽
しみになりました。また、将来の夢がコンプレックスでしたが、将来について客観的かつ楽観的に考えら
れるようになり、その結果、建物に携わるという夢をもち、来年春からそのスタートをきります（沖縄国際
大学・４年次・女性・県内建設業に内定）
・私が参加した時よりも、参加企業数が大幅に増え、より多くの学生の選択肢が広がると思います。事前
研修の１週間は、他のインターンシップにはない魅力です。（琉球大学・４年次・男性・官公庁に合格）
・前向きに考える機会や場を多く設けてくださって本当に感謝しています。出会った企業の方から多く
の刺激をいただき、視野が広がりました。この時の経験は、今の仕事にも役立っています。（沖縄国際
大学卒業・社会人１年目・女性・県内金融業に勤務）
・事業開始から３年が経過し、さらにパワーアップする Gut’s にエネルギーをもらっています。今後も縦
と横の繋がりが広がることを期待しています。（沖縄大学・社会人１年目・男性・県外広告業に勤務）
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