国家戦略特区ワーキンググループ

ヒアリング（議事要旨）

（ 開催要領 ）
１

日時

平成 26 年 11 月 18 日（火）13:46～14:07

２

場所

永田町合同庁舎７階特別会議室

３

出席
＜ＷＧ委員＞
座長

八田

達夫

大阪大学社会経済研究所

招聘教授

委員

坂村

健

東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授

吉田

大輔

文部科学省高等教育局長

牛尾

則文

文部科学省高等教育局専門教育課長

牛島

聡

厚生労働省職業安定局若年者雇用対策室長

小林

浩史

経済産業省産業人材政策室長

合野

弘一

福岡市経済観光文化局理事

袴着

賢治

福岡市総務企画局企画調整部長

藤本

広一

福岡市経済観光文化局新産業・立地推進部創業・大学連携課長

的野

直勝

福岡市総務企画局東京事務所調整係長

＜関係省庁＞

＜提案者＞

＜事務局＞
内田

要

内閣府地域活性化推進室長

富屋 誠一郎 内閣府地域活性化推進室長代理
松藤

保孝

内閣府地域活性化推進室参事官

（ 議事次第 ）
１

開会

２

議事

３

閉会

○松藤参事官

創業期の企業におけるインターンシップの活用

そ れでは、時間 になりました ので、創業期 の企業にお けるインター ンシッ

プの活用につきまして議論をお願いしたいと思います。
座長、よろしくお願いします。
○八田座長

わざわざお越しくださいまして、ありがとうございます。

それでは、こ れについて は最初、福 岡市から御 要望について 御説明をお願 いして、あと、
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お役所のほうから それに対する 御意見を伺い たいと思いま す。どうぞ よろしくお願 いいた
します。
○合野理事

改めまして、こんにちは。福岡市です。

皆さん御承知の とおり、日曜日 に市長選挙 がございまし て、高島市長 が再選されま して、
これはやはり我々 市政に対して の期待と、特 に特区に対す る期待が強 いと認識して おりま
す。しっかり推進していきたいと思っています。
以前、承認いた だきましたも のにつきまし ても、雇用労 働相談セン ターがスター トアッ
プカフェにオープ ンしました。そ れから、エリ アマネジメン トでの通り の活用につい ても、
来週大きなイベン トでお客さん を迎えます。 そういうふう にしっかり 我々としては 活用し
てまいりたいと思いますので、また本日もよろしくお願いします。
本日はまず、創 業期の企業に おけるインタ ーンシップの 活用につき ましてでござ います
が、福岡市が認定 します一定の 創業期の企業 に対しまして は、それに 限りまして現 在あり
ます学生情報を広 報活動、採用 選考活動に使 用する期間の 制限を撤廃 することで、 新卒の
学生と企業さんの 情報不足とか ミスマッチが ありますが、 そういうも のを創業期の 企業の
人材確保につなげ るため、そう いうものを解 消して、しっ かり創業期 の企業の人材 確保に
つなげたいと思っています。
詳細につきましては担当課長から説明します。
○藤本課長

創業・大学連携課長の藤本と申します。よろしくお願いいたします。

お配りしておりますカラーの資料を簡単に御説明いたします。
現状ということ ですが、いわ ゆる学生さん と企業様で相 手方の情報 についてもう 少し知
りたい。やはりミ スマッチが起 きていますと いうのが１つ ございます 。特に新卒の 方では
情報不足のためど うしても大企 業なりに志望 者が集中しま して、創業 期の企業の人 材確保
が非常に難しいと いうふうにな っております 。創業期の企 業にとって はよい人材を 確保す
ることは非常に重 要ですし、特 にそもそもの 人数が限られ ております ので、１人採 用する
人材が本当にいい 人材かどうか というのは、 非常にその後 の成長に大 事になってま いりま
す。
インターンシップ と採用活動に ついては、イ ンターンシッ プ推進に当た っての基本 的考
え方ということで、考え方が３省から出されていると認識しております 。
皆さん御存じと 思いますが、 採用活動の時 期が後ろ倒し をされ、３ 年生の３月に 広報の
解禁、採用活動の 解禁を４年生 の８月にする ということで 、それ以前 、例えば３年 生３月
以前に始めたイン ターンシップ で取得した学 生情報は広報 や採用に使 ってはいけな いとか、
あるいは４年生８ 月以前に始め たインターン シップでの学 生情報につ いては、採用 活動に
使用してはならな いということ で、８月以降 に始めたイン ターンシッ プでは、そう いった
ことに使用できますというふうになってございます。
これについて各 省庁の皆様と しては、今の ところ 27 年度の状況を見 てから考えた いとい
うことで御意見を いただいてい るところです が、私どもと しましては 、福岡市が認 定する
2

創業 10 年以内のベンチャー企業 という形で 数をある程度 絞る形で、４ 年生の８月以 前であ
っても学生情報を 採用活動に利 用できるよう な形で、この 制限を撤廃 していただけ ないか
ということと、い わゆる特区の 推進期間が今 年度を含めて ２年間とい うことでもご ざいま
して、できるだけ 早く取り組み たいというこ とで 27 年度以降でな くて、26 年度内 から施
行させていただけないかと考えております。
学業専念の阻害 になるのでは ないかですと か、留学の減 につながる のではないか とか、
いろいろな御意見 があることは 承知している ところですが 、私どもと してこのイン ターン
シップを行う企業 さんを個別に 認定して、あ る程度それぞ れ企業さん の状況、学生 さんの
状況、インターン シップの状況 をきちんと把 握をして、い ろいろな学 業への阻害に ならな
いようにだとか、 そういったと ころを確認し ながら進める ような形で させていただ けない
かと考えております。
御説明は以上でございます。
○八田座長

これ 、議事録を読 む人にもわか るように、今 のところを もう少し詳し く説明

していただきたい のですが、一 番困ることは 何ですか。ま ずインター ンシップを受 け付け
て、８月以前に受 け付けたその 情報をどうい うふうに利用 できないと ころが問題な のです
か。
○藤本課長

広報 解禁ですとか 、採用活動解 禁前に長期の インターン シップという ものが

有効なので、早い 時期からイン ターンシップ を始めた場合 、そのイン ターンシップ の中で
実際に採用活動などを個別に企業さんがその学生さんに対してしてはい けない。
○八田座長

インターンシップをやること自体は合法的なわけですね。

○藤本課長

はい、そう認識しております。

○八田座長

そし て、採用活動 が始まったと きに、いの一 番に前にイ ンターンで働 いた経

験のある人に声をかけることは大丈夫なのですね。
○藤本課長

そこ は、その以前 に取得した情 報を使って声 をかけるの はいけないと いう認

識かなと理解して おりまして、 それと別に、 別のタイミン グで、別の 企業さんと学 生さん
の接点を持つとい う形でないと 、引き続き同 じ学生さんと の連絡先と かの中でお声 がけを
したらいけないというふうに理解しているところです。
○八田座長

そう すると、要す るにインター ンシップをや っていると きに、後で採 用する

約束をするとか、 そういうこと をしてはいけ ないのは当た り前だけれ ども、その後 で実際
に解禁になった後 で、その前に あの人はなか なか優秀だっ たなと思っ て声をかける ことも
今は禁じられている。そこを何とかしてほしいということですか。
○藤本課長

そう理解しております。

○八田座長

わかりました。

そういうことですが、これに対してどうお考えかをお知らせいただき たいと思い ます。
○牛尾課長

文部科学省の専門教育課長をしております牛尾でございます。

資料に基づいて 私どもの考え 方を御説明さ せていただき たいと思い ます。資料１ をごら
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んください。
今の福岡市の方 からの御説明 と重複する部 分もございま すが、改め て御説明をさ せてい
ただきますと、イン ターンシップ の推進につ きましては、私 ども文部科 学省と厚生労 働省、
経済産業省の３省 で基本的な考 え方を取りま とめておりま す。その中 の一部といた しまし
て、就職採用活動 の時期とイン ターンシップ の関係を整理 させていた だいておりま して、
それが資料１の１枚目の表になっているものでございます。
認識については 福岡市さんと 同じと先ほど 説明を伺って いて思いま したけれども 、採用
選考活動のスケジ ュールに合わ せまして広報 活動開始時期 前に始めら れたインター ンシッ
プについては、広 報活動、採用 選考活動等に その情報は扱 えない。広 報活動開始後 であり
ましたら、そのと きから行われ ましたインタ ーンシップに ついて学生 情報を広報活 動に使
用できる。採用選 考活動開始時 期後であれば 、同じように 学生情報を 採用選考活動 に使用
できるというふう に、就職採用 活動のルール と平仄をとる 形でインタ ーンシップの あり方
について整理しているものでございます。
そもそもの学生 の就職採用活 動時期につき ましては、資 料２、３を ごらんくださ い。就
職活動が大学の特 に３年生の教 育に非常に大 きな影響を与 えている。 あるいは海外 に留学
する学生さんが就 職活動の関係 で留学をため らってしまう というよう なことが、こ れまで
問題点と指摘をさ れておりまし た。そういっ たことを踏ま えまして資料 ３でございま すが、
昨年４月に、安倍 総理から経済 団体に対しま して、大学教 育等への影 響を考慮して 、この
就職採用のスケジ ュールについ て後ろ倒しを お願いしたと いう経緯が ございます。 それに
基づきまして、資 料４をごらん ください。具 体的に昨年９ 月になりま すけれども、 経済団
体、大学等の関係 者それぞれに おいて申し合 わせがなされ て、先ほど 御説明したよ うなス
ケジュールが決まっているということでございます。
私どもとしまし ては、このス ケジュールに のっとらない 形で例えば 広報活動、採 用選考
活動開始時期前に 行われました インターンシ ップで取得さ れた学生情 報を活用する ことに
なりますと、実質 的には就職採 用活動が始ま ってしまうと いうことに なりまして、 総理か
らお願いして関係 者で決めてい ただいたルー ルが実質形骸 化してしま うということ につい
て、非常に懸念をしているということでございます。
また、この 新しいルー ルは平成 27 年度の卒業生か らの適用と いうことです ので、現在ま
さに始めたばかり で、今、動い ているさなか であるという 段階でこれ をまた見直す という
のも、こちらから 関係の皆様に お願いしてお いて、そうい うことを現 時点で見直す という
ことは、そういう段階ではないのかなということが私どもとしての考え 方でござい ます。
簡単でございますが、以上でございます。
○八田座長

福岡市からは今の御説明に対して何か御意見ございますか。

○藤本課長

１点 だけですが 、今、実 質形骸化し てしまうとい うところです と、それ から、

始めたばかりでお 願いして実っ たところで見 直す段階では ないという ところが大き かった
かなと思うのです が、そこにつ きましてはい わゆる採用活 動なり学生 さんのインタ ーンシ
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ップ全般について 、これを見直 してほしいと いう形でお願 いしている というよりは 、今回
につきましてはい わゆる創業を 推進しようと している特区 である福岡 市であるとい うこと
と、その創業間も ない企業に限 定するという 形で、あくま でも全体と してそういっ た形で
進めていただくと ころは、我々 もそのとおり かなと思いま すが、いわ ゆる例外とし て福岡
市が認定する、あ る程度限られ た数のベンチ ャー企業につ いて、その ような形でさ せてい
ただけないかと考えているところでございます。
○八田座長

これはなかなか難しい問題ですね。

○合野理事

我々 のところの福 岡の場合は 、サービ ス産業とか IT 系、コンテンツ系 の企業

が多いのですけれ ども、創業間 もない企業は 数人とかから 始めて間も ないところで 、やは
り地元の大学等は 大企業、中堅 以上の企業さ んの志向が強 くて、なか なか採用、人 材確保
が難しいという悩みを相当我々としては受け取っております。
この方針という のは非常にそ のとおりだと 思うのですが 、かといっ てなかなか創 業間も
ないような知名度 のないところ にとりまして は、きょうの 日経新聞で もインターン を積極
的にやると書いて ありましたの で、結構厳し くなっていく のかなという のもございま して、
我々としては福岡 市が、特にベ ンチャー企業 の中でもちゃ んとルール といいますか 、一定
の条件、例えば要 するに学業の 邪魔にならな いようなイン ターンシッ プとかいろい ろなこ
とを考えまして、 制限を設けま して一定の企 業に限り、ベ ンチャー企 業に限りそう いうこ
とを認めていただけないかという趣旨でございます。
○八田座長

国家 戦略特区の目 的は岩盤規制 の改革です。 したがって 、従来の既得 権を持

った人たちが新規 参入者を抑え るということ については、 なるべくお 手伝いしまし ょうと
いうのが特区の趣 旨であると思 うのです。し かし今回のご 提案はそう いった種類の 岩盤規
制改革かというとちょっと違うと思うのです。
将来、福岡のこ の御提案を全 国波及すると きに、各市が 認めるベン チャー企業に 対して
だけはこのルール を適用しない ということに なりますが、それはいいこ となのでしょ うか。
ベンチャー企業の 採用するとき の助成の方法 として、これ 以外のもの もあり得るの ではな
いかという印象を私は持ったのですが。
○坂村委員

基本 的に私は福岡 の味方なのだ けれども、今 、八田先生 がおっしゃっ たよう

に、岩盤規制みた いなものをと にかく突破し ていくことが 重要だと思 っております が、こ
の件に関しては別のアイデアが出ないのかという気もします。
私も大学の教授 の立場から言 うと、余り早 くから就職活 動をやり始 めると、学生 に与え
る影響が悪いとい うことはいろ いろなことか らわかってい るのです。 ですからそれ でベン
チャーの立場とい うのもあるか もしれないけ れども、やは り教育的見 地から言って よくな
いから、なるべく 就職活動を遅 くしようとい う話になって いるときに 、もう少し別 の立場
でベンチャーを応援できるほうがいいのではないかと私は思います。こ れはなかな か。
○八田座長

これ は１つ置いて 、次のトピッ クにいきまし ょうか。も う一つ、御要 望ござ

いますね。きょうはこれだけですか。
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○事務局
○八田座長

このコマはインターンシップです。
そう ですか。ちょ っと私どもこ ういう意見な のですけれ ども、福岡市 さんは

どうでしょうか。
○藤本課長

私ど もは特区の制 度を活用させ ていただいて 、福岡市が 日本全体を牽 引する

ような創業がどん どん盛んなま ちにしたいと いうことでや っています 。その創業を 支援す
るひとつ、創業期 の企業さんで 大きいのは、 お金が最初で 、その次は 人材というこ とで、
いい人材がとれる かどうかとい うのは非常に 成長に大きな 影響があり ます。そして 、福岡
は大学が多ござい ますので、い かに大学の学 生さんたちを 活用してい くかというの は、い
ろいろなところで 取り組みはも ちろんやって おりますが、 創業の支援 に対しても大 学のパ
ワーをどんどん活 用したいと思 っておりまし て、そしてイ ンターンシ ップというの は経済
界なりベンチャー 企業の皆さん からも、特に それはある程 度一定大き くなってしま って、
自分は採用しなく てもいいけれ ども、インタ ーンシップと いうのはす ごく学生さん にもい
いからと言われて いる方々もお られて、です から我々とし ては全体と してインター ンシッ
プを福岡市と大学 、大学ネット ワークふくお かという団体 を都市圏の 大学と一緒に つくっ
ておりますので、そういった全体で推進をしていこうと思っております 。
そういった形で 当然この規制 緩和だけでな く、いろいろ な形で福岡市 と大学が連携 して、
より学生さんのた めにもなり、 企業さんのた めにもなるよ うなインタ ーンシップを 全般と
しては進めていき たいと思って おります。当 然、規制緩和 がなくても 福岡市として やるこ
とというのはどん どんやってい きたいと思っ ておりますの で、ほかの 手法も我々と しては
やっていきますが 、これももし こういった形 で取り扱わせ ていただく と、より具体 的で、
より企業さん側と してもやりや すい形で進め られるかなと いう形で御 提案をしてい ます。
もちろん、これが なくてもいろ いろな形で大 学さんと一緒 になって、 よりよいイン ターン
シップを進めていくということはしたいと思っています。
○八田座長

それでは、あとはお役所のほうからは何か御意見ございますか。

○牛尾課長

私ど もはインター ンシップその ものを推進す ることにつ いては同じ気 持ちで

ございますし、そ れを支援する ようなスキー ムの予算事業 などもやっ ておりますの で、ぜ
ひそういったものは御活用いただければありがたいと思っております。
○八田座長

これ はインターン シップをやっ て、学生さん はこの会社 を気に入った ら実際

に応募してくるで しょう。それ を妨げるもの ではないわけ ですね。だ からインター ンシッ
プをすることが採 用の条件だと か、そういう ことを言って はまずいけ れども、明ら かにこ
のベンチャー企業、新しいスタートアップ企業に役に立つのではないで すか。
○坂村委員

イン ターンシップ はいいのでは ないですか。 インターン シップをうま くマッ

チングさせてあげるのは全然問題ないと思います。
○八田座長

だからやはり学生さんがそれを気に入れば効果はあるでしょうから。

○合野理事

そう いうマッチン グの場はスタ ートアップカ フェ、まさ にそういう出 会いの

場です。学生も来 ていますので 、そういうと ころでベンチ ャーで頑張 っている企業 さんと
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か、出会いの場と いうのはつく っていますの で、そこは別 にインター ンシップする しない
は別にして、こい つは何かおも しろいことを 考えているな というよう な、そういう 場は今
つくっているところでございます。
○坂村委員

就職 活動も、どん どん早めるこ とに対しての 弊害という のは全部ほと んどの

大学の先生は思っ ているし、そ れが学生にと っていいこと ではないと いうことは明 らかな
のです。ですから、それを遅くす ることに対し て合意をとっ て今やって いるのに対し ては、
間違っているとは思いません。やはり教育の現場にいる私から見ても。
○八田座長

その 考えもあるし 、逆に言えば 自由にやって いいという 考えもあって もいい

と思うけれども、 とにかくルー ルをどちらか 決めてしまっ たら、そこ に例外をつく るとい
うのはなかなか難しいと思います。
○坂村委員

個人 的にそれで就 職するのはベ ンチャーだっ て、そんな ことを妨げて はいな

いですね。だからインターンシップをやって。
○八田座長

イン ターンシップ に補助金を出 すとか、そう いうものが いいのではな いです

か。
○坂村委員

そう いうものはい い。だからあ くまで大学と 相談して、 学校と相談し てやら

ないでやるとトラブルのもとです。
○合野理事

そも そもが優秀な 学生の大企業 志向というの はしようが ないところな のです

けれども。
○坂村委員

それ とこれとは別 で、それを突 破するような アイデアを 。それで何か 規制に

なるのだったら外すようにすべきだと思うけれども。
○合野理事

それ で多分 、例えば IT 企業、地 元のゲーム企 業とかが大 学で講座を設 けてや

るとか、そういうことはちょっとやったりしています。
○坂村委員

そうそう、そういうものを援助したらいい。

○合野理事

出会いの場というのは、そういうものはつくってはいます。

○八田座長

あえ て福岡市さん 側の立場に立 てば、将来は 本当のベン チャー企業は みんな

自由にやってもい い。その残っ たものを大企 業がやれとい うのもルー ルとしてもし 確立し
たら、それはあり 得るかもしれ ませんね。だ けれども、と もかく何か のルールはあ ったほ
うがいいと思うので、それをこの形でというのは難しいのではないかと いう気がし ます。
どうも済みませ ん。というこ とで次のトピ ックに移りた いと思いま す。どうもあ りがと
うございました。
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