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『学生のための改善塾』（ムダ取りインターンシップ）【取材依頼】 

～県内ものづくり企業でトヨタ生産方式「カイゼン」を実習～ 
 

若者の就職支援を進める県の人材チャレンジセンター（愛称「ジンチャレ！」）では、今年度、 

製造業の魅力を若者に発信し、県内中小企業の人材確保を支援する事業を展開しています。 

その一環で、大学生が県内のものづくり企業で改善実習を行い、トヨタ生産方式を学ぶととも

に、県内企業の魅力を体感します。また、受入企業は、新しい視点から「現場の改善提案」を受

けることができます。 その特徴は… 

● トヨタ生産方式「カイゼン」を学ぶ実践的なインターンシップ（５泊７日） 

●工場再生請負人の異名を持つ「ＰＥＣ産業教育センター」（山田
やまだ

日
ひ

登
と

志
し

所長、岐阜市須      

賀）が学生を指導 

●企業の改善トレーナーなどの社会人（１０名程度）と学生（２０名）が、寝食を共に 

して実習・交流 

【日  程】＜前期＞８月 ２日（水）～８月 ５日（土）の３泊４日 

＜後期＞８月２８日（月）～８月３０日（水）の２泊３日 

＊詳細は、別紙のとおり。 

【前期の実習日程】 

①ワカムラ電機（株）（加茂郡八百津町八百津４３４７。半導体関連機器の製造等） 

  ８／３（木）10:00～15:00 工場内で改善実習 

  ８／４（金） 9:00～10:30 社内で成果発表会 

②株式会社 東伸（大垣市野口３－１。産業用自動機械の製造等） 

  ８／４（金）13:30～18:00 工場内で改善実習 

  ８／５（土） 9:00～10:00 社内で成果発表会 

【内  容】○学生は、ＰＥＣ産業教育センターで、モラール訓練（挨拶や大声を出す訓練）

とトヨタ生産方式の座学を行う。 

      ○学生（２０名）は、一流企業（スタンレー電気（株）他）の改善トレーナーな

ど社会人（１０名程度）とともに受入企業で改善実習を行う。 

      ○工場の生産工程を観察し、ムダを発見し、その場で生産ラインや機械・原材料・

在庫の位置を変えるなどの改善を実践する。→成果発表会 

【参加者】将来、産業社会で活躍しようとする大学生 ２０名（予定） 

■ジンチャレ！の企業向けサービスの概要（平成１８年度計画） 

 ○ものづくり合同会社説明会：工業団地等の企業集積地で合同会社説明会を開催（５回）。 

 ○企業の魅力発信セミナー：ジンチャレ！に求人企業担当者を招き、若者に企業の魅力を発信（１９回）。 

 ○スタッフによる代行合説：求人企業に代わってジンチャレ！スタッフが会社説明を代行（３回）。 

 ○学生のための改善塾（ムダ取りインターンシップ）：学生が県内企業でトヨタの改善を実習（２回）。 

■ジンチャレ！の利用実績（平成17年度実績） 

 ○延べ利用者：３２，９０３人 ○新規利用者：１１，１１０人 ○進路決定者：５，７７６人



学生のための改善塾（学生のための改善塾（学生のための改善塾（ムダムダムダ取りインターンシップ）日取りインターンシップ）日取りインターンシップ）日 程程程 表表表

8/2(水)
PEC産業教育ｾﾝﾀｰ

13:00～17:00       ﾓﾗｰﾙ訓練
17:00～17:30       開会式
17:30～18:30       懇親会
18:30～19:30       ﾋﾞﾃﾞｵ上映
19:30～20:30 座学
20:30～22:00        実行宣言

8/2(水)
PEC産業教育ｾﾝﾀｰ

13:00～17:00       ﾓﾗｰﾙ訓練
17:00～17:30       開会式
17:30～18:30       懇親会
18:30～19:30       ﾋﾞﾃﾞｵ上映
19:30～20:30 座学
20:30～22:00        実行宣言

8/3(木)
PEC産業教育ｾﾝﾀｰ

6:00～7:00 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ等
7:00～8:00        朝食
8:00～8:30        清掃
8:30～ 移動

ﾜｶﾑﾗ電機（株）
10:00～10:30      ﾓﾗｰﾙ訓練
10:30～11:00      開会式
11:00～12:00        現場実習
12:00～13:00 昼食
13:00～15:00       現場実習
15:00～15:30    宿まで移動

15:30～18:00    実習まとめ
18:00～19:00         懇親会

8/3(木)
PEC産業教育ｾﾝﾀｰ

6:00～7:00 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ等
7:00～8:00        朝食
8:00～8:30        清掃
8:30～ 移動

ﾜｶﾑﾗ電機（株）
10:00～10:30      ﾓﾗｰﾙ訓練
10:30～11:00      開会式
11:00～12:00        現場実習
12:00～13:00 昼食
13:00～15:00       現場実習
15:00～15:30    宿まで移動

15:30～18:00    実習まとめ
18:00～19:00         懇親会

8/4(金)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00           朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

ﾜｶﾑﾗ電機（株）
9:00～10:30      成果発表会
10:30～ 移動（昼食）

（株）東伸
13:00～13:30            開会式
13:30～18:00        現場実習
18:00～18:30     宿まで移動

18:30～19:30           懇親会
19:30～21:00     実習まとめ

8/4(金)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00           朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

ﾜｶﾑﾗ電機（株）
9:00～10:30      成果発表会
10:30～ 移動（昼食）

（株）東伸
13:00～13:30            開会式
13:30～18:00        現場実習
18:00～18:30     宿まで移動

18:30～19:30           懇親会
19:30～21:00     実習まとめ

8/5(土)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00           朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

（株）東伸
9:00～10:00      成果発表会
10:00～ 解散

8/5(土)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00           朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

（株）東伸
9:00～10:00      成果発表会
10:00～ 解散

8/28(月)
ﾜｶﾑﾗ電機株）

10:00～10:30       ﾓﾗｰﾙ訓練
10:30～11:00       開会式
11:00～12:00        現場実習
12:00～13:00       昼食
13:00～15:00        現場実習
15:00～15:30      宿まで移動

15:30～18:00      実習まとめ
18:00～19:00           懇親会

8/28(月)
ﾜｶﾑﾗ電機株）

10:00～10:30       ﾓﾗｰﾙ訓練
10:30～11:00       開会式
11:00～12:00        現場実習
12:00～13:00       昼食
13:00～15:00        現場実習
15:00～15:30      宿まで移動

15:30～18:00      実習まとめ
18:00～19:00           懇親会

8/29(火)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00          朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

ﾜｶﾑﾗ電機（株）
9:00～10:30     成果発表会
10:30～ 移動（昼食）

（株）東伸
13:00～13:30           開会式
13:30～18:00       現場実習
18:00～18:30    宿まで移動

18:30～19:30          懇親会
19:30～21:00    実習まとめ

8/29(火)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00          朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

ﾜｶﾑﾗ電機（株）
9:00～10:30     成果発表会
10:30～ 移動（昼食）

（株）東伸
13:00～13:30           開会式
13:30～18:00       現場実習
18:00～18:30    宿まで移動

18:30～19:30          懇親会
19:30～21:00    実習まとめ

8/30(水)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00           朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

（株）東伸
9:00～10:00     成果発表会
10:00～ 解散

8/30(水)
6:00～7:00          ﾓﾗｰﾙ訓練
7:00～8:00           朝食･準備
8:00～8:30 成果発表会練習
8:30～ 移動

（株）東伸
9:00～10:00     成果発表会
10:00～ 解散
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後
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学生のための改善塾（ムダ取りインターンシップ）の概要

ワカムラ電機 株式会社

【本社】加茂郡八百津町八百津４３４７

【設立】１９６８年７月
【事業内容】半導体関連機器、電気制御機器

等の製造、金属部品・板金加工
【ＵＲＬ】http://www.wakamura.co.jp/

株式会社 東伸

【本社】大垣市野口３－１

【設立】１９５０年４月
【事業内容】産業用自動機械及びシステムの

開発、設計、製作、販売
【ＵＲＬ】http://www.cstoshin.co.jp/

改
善
実
習
の
受
入
企
業

改
善
塾
の
様
子

モラール訓練 座 学

実習企業に移動 成果発表会

○トヨタ生産方式＜カイゼン＞を学ぶ実践的なインターンシップ（５泊７日）

○工場再生請負人の異名を持つ「ＰＥＣ産業教育センター」（山田日登志所長。岐阜市須賀）が指

導。一流企業の改善トレーナーが、青年リーダーと一緒になって、ムダの見方、カイゼンの仕方

を教えます｡

○（株）東伸（大垣市。産業用自動機械製造等）、ワカムラ電機（株）（八百津町。半導体関連機器

製造等）の工場で、カイゼン活動を行います。

○改善トレーナーなど企業人（１０名程度）と学生（２０名）が、寝食を共にして交流します。

【参加資格】 将来、産業社会で活躍しようとする大学生

【問合せ先】 岐阜県人材チャレンジセンター（担当：北川／鈴木） ＴＥＬ：０１２０－８９－１１４９




