
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島 UIJ ターンシッププログラム 2022 

受入企業リスト 
 

 

【企業】 

① 株式会社阿波銀行（金融）*オンラインでのインターンシップです（徳島での勤務不要）。 

② 四国化工機株式会社（製造業（機械））*理系向け（技術職） 

③ 株式会社竹内園芸（アグリビジネス（育苗）） 

④ 株式会社テレコメディア（情報サービス（コールセンター）） 

⑤ 徳島カム株式会社（製造業（機械部品））*理系向け（技術職） 

⑥ 株式会社ネオビエント（公共施設マネジメント） 

⑦ 株式会社丸本（製造業（食品）） 

【地域団体・法人等】 

⑧ 特定非営利活動法人 郷の元気 

⑨ 国立大学法人徳島大学（総務部未来創造課） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



NO. ①  

 

企業名 株式会社阿波銀行 

企業サイト https://www.awabank.co.jp/kojin/ 

勤務先（地域） 徳島県徳島市 

どのような企業

ですか？ 

銀行の仕事は、地域社会ひいては日本経済の発展に貢献するという非常に大きな使

命を負っており、銀行員に求められる役割はますます大きくなっています。法人の

お客さまには事業継承や国際業務、経営相談等、個人のお客さまには資産運用や相

続対策等、お客さまの課題解決に向けた取組みをバックアップしていくことが阿波

銀行の主要な業務です。徳島の発展をめざす一方で、古くから東京・関西など徳島県

外にも積極的に事業展開し、様々な場面で若手行員が活躍している企業です。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

銀行の仕事の幅の広さに触れ、地方銀行の果たすべき役割や行員の働き方、やりが

いなどを知っていただきます。そもそも銀行とは何か、 “働く”とはどのようなこ

とか、阿波銀行が大切にしているビジネスマナーの考え方、営業部の仕事内容、銀行

員の新聞の読み方、徳島の経済や産業、お客さま訪問の様子、地方創生の視点等、先

輩銀行員と交流しつつ、阿波銀行の業務と関わる様々なプログラムに参加していた

だきます。銀行における個人・法人の新規開拓や既存顧客に対する営業には不可欠

な視点が学ぶことができるインターンシップです。 

インターンシッ

プの期間は？ 

5DAYS インターンシップ（8 ⽉ 22 ⽇~8 ⽉ 26 ⽇） 
オンライン開催（各⽇９時から 12 時半を予定しています） 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

銀行業に関する興味、関心。（業界研究） 

積極性や主体性に基づいた行動。 

募集人数 オンラインにつき定員はありません。 

その他、お伝え

したいこと。 

地方銀行の役割や銀行としての役割を５日間のインターンシップで体験してほしい

と思います。 

本プログラムはオンライン開催になりますので、県外から徳島県への移動は不要で

す。 

 
  



NO. ②  

 

企業名 四国化工機株式会社 

企業サイト https://www.shikoku-kakoki.co.jp/ 

勤務先（地域） 徳島県北島町 

どのような企業

ですか？ 

四国化工機株式会社は、機械、包装資材、食品の三つの事業を展開しています。三事

業が相乗効果を発揮する三位一体の「システム経営」の下で社員一丸となり「他社が

真似できない製品の追求・開発」に取り組んでおり、その結果として「食」に関わる

充填機やパッケージ、食品製造技術の分野で、世界トップレベルの技術力とノウハ

ウを持つようになりました。 

「機械・包装資材・食品」の三事業は、常に未来の食文化を変える可能性を持ってい

ます。私たちが創っているのは、機械や食品だけではありません。私たちは食の安

全・安心と皆様の健康を創造していくことをビジョンとし、世界のマーケットを見

据えてチャレンジしています。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

インターンシップでは、3事業の中でも機械事業「充填機の設計業務」に携わってい

ただきます。屋根型紙容器充填機シェア国内 70％を誇るフィールドの広さや、高い

技術力を有した製造業の現場に触れ、実際の業務を経験し、働く社員と交流するこ

とで、職業人として機械製造の職務に関わるために必要となるスキルや心構えにつ

いて肌で感じていただきます。 

インターンシッ

プの期間は？ 

８月２２日から９月３０日の平日のうち 5 日間となります。参加するインターンシ

ップ生と相談しながら受入日程を調整します。 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

機械設計やモノづくりに興味があり、諦めずにコツコツと着実に成長出来る方と一

緒に働きたいと考えております。 

世界に誇る四国化工機株式会社の「充填機」を通じて、国内だけではなく世界へチャ

レンジしてみたいと考えている方も大歓迎です。 

募集人数 1 名〜3名程度 

その他、お伝え

したいこと。 

CAD経験者を優先します。 

  



NO. ③ 

 

企業名 株式会社竹内園芸 

企業サイト http://www.takeuchi-yasainae.com/ 

勤務先（地域） 徳島県板野町 

どのような企業

ですか？ 

農業界には『苗半作』という言葉があります。『苗半作』とは苗の出来不出来が作

物栽培の結果の半分を決めるという意味です。竹内園芸は良質な苗を安定的に生産

し、農家様に安心して植えて頂ける苗をご提供することで日本の農業界を支え、改

革していくことをビジョンに野菜苗を生産、販売する企業です。特にトマト、ナス、

キュウリ、ピーマンなどの果菜類の接木苗を主力商品とし全国の農家様に苗を販売

しています。また、ホームセンターなどで見られる家庭菜園用の野菜苗も生産して

います。 

 企業風土としては、自由闊達を旨としています。社員はその日その日で違う植物

の状態を観察し、自分達の考えで環境作り・水遣り管理をする中で経験や知識を積

み重ねます。農閑期においては、将来の育苗につながる実験・研究・開発等を自発的

に行っています。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

皆さんは農業において育苗が重要な工程で、これが企業の担うビジネスとなってい

ることをご存じでしたか？弊社は育苗業界では大手と言われる会社になりました

が、まだまだお客様からのご要望に十分対応していくためには課題がたくさんあり

ます。また、近年はスマート農業という言葉もありますが、育苗においても ICT の

活用等を行なって省力化しながらも、質の高い苗を育てていく必要があります。弊

社では「機械作業と手作業の融合」と「先端技術と古典的な手法の融合」を模索して

います。 

インターンシップでは竹内園芸の中でもトマト苗生産に特化した上板農場におい

て、播種、接木、防除などの育苗各工程の作業と各工程で必要な品質管理、生産管理

について担当社員と共に従事していただきます。それぞれの工程の経験を通して気

がついた問題点や改善案について、社員とディスカッションを行いっていただきま

す。こうした育苗の工程を体験していただいた後に商品開発会議に参加していただ

き、新たな取り組みに向けたアイデアの考案にも挑戦してください。 

苗を作る育苗は農業界の中でもニッチな事業ですが、農業や食にととって非常に重

要な要素です。本インターンシップは、他の農業法人にはない育苗の知識や体験に

触れる機会となります。 

インターンシッ

プの期間は？ 

9月 10日から 9月 30日までの期間の平日から、5日間を指定してください。 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

農業、育苗、竹内園芸にご興味のある方。 

募集人数 3〜5 名程度 

その他、お伝え

したいこと。 

9:00～17:00の間で 5～6時間のプログラムとなります。 

 



NO. ④ 

 

企業名 株式会社テレコメディア 

企業サイト https://www.telecomedia.co.jp/ 

勤務先（地域） 徳島県徳島市 

どのような企業

ですか？ 

皆さんはコールセンターと聞いてどのような印象をお持ちでしょうか。株式会社テ

レコメディアは、東京及び徳島に大規模コールセンターを配し、最大 1160席、1200

名のオペレーターが在籍しています。幅広い業種から顧客対応のアウトソーシング

を受けて、専門技術を持ったオペレーターによる質の高い対応を行うことで、多く

の企業様から信頼を受けています。コールセンターでのお客さまへの対応は、企業

に対するイメージにダイレクトにつながる重要な業務であり、質の高い対応力が求

められます。当社では一人ひとりの社員に対する研修と、継続したスキルアップの

ための教育制度に力を入れて取り組み、高品質のサービスが提供できるようにして

います。まさしく、コールセンターの品質は人材教育で決まると言っても過言では

ありません。 

また、コールセンターは地域社会での雇用促進や人材育成に貢献できる業種でもあ

ります。テレコメディアは、徳島の過疎の地域に「ふるさとコールセンター」と名付

けた小規模コールセンターを展開し、現在、美波町、東みよし町、板野町、美馬市の

4 拠点で 170 名以上のスタッフが働いています。人が集まる都市部で運営するのが

常識であったコールセンターを、人口減少が課題となっている地域で開設する。そ

れにより地域の雇用促進、特に若者が就職先として選択することによる若者の県外

流出をくいとめ、地域が元気になる一役になればと考えています。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

本インターンシップでは、コールセンターのオペレーターとして電話応対の実務を

経験していただいた後、チームリーダーの役割を経験し、最後に会社経営の視点を

持ってディスカッションを行うことで、コールセンターのビジネスの全体像を掴ん

でもらいます。一社会人としての視点、部署のリーダとしての視点、会社の運営者と

しての視点の３つの観点から業務体験を通して人材育成について考えてください。

１日の業務の終わりと、インターンシップの最後には、業務を通して感じたこと(な

ぜこの業務が必要か、どのような意図が込められているか等)を話し合うフィードバ

ックの時間を設けます。皆さんからも、もっとこうしたらいいのに、このやり方のほ

うがわかりやすいのでは？ 等の提案をしてください。5 日間でいくつもの「成長で

きた！」を一緒に実感しましょう。 

インターンシッ

プの期間は？ 

８月２２日から９月３０日の平日のうち連続 5 日間となります。参加するインター

ンシップ生と相談しながら受入日程を調整します。 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

積極的に行動できる方を希望します。インターンシップを通して質問や意見をどん

どん言ってください。 

募集人数 3～5 名 

その他、お伝え

したいこと。 

昼食には「希望食堂」の利用ができます。300円でシェフがつくる本格ランチが提供

される、オペレーターの方々に人気の食堂です。 

 



NO. ⑤ 

 

企業名 徳島カム株式会社 

企業サイト https://tokushima-cam.co.jp/ 

勤務先（地域） 徳島県板野郡北島町 

どのような企業

ですか？ 

皆さんは「カム」のことをご存知ですか？カムとは運動の方向を変える機械の部品

の一つです。0.01 ミリ単位の精度が要求される製品で、様々な産業用機械（電子部

品・食品機械・印刷機械・包装機械など）において不可欠な要素です。徳島カムは、

そんなカムの設計・製造を行う、業界売上第２位のカムメーカーです。 

生産するカムはほとんどがオーダーメイドです。オーダーメイド製品の製作だけに、

仕事の進め方は自由度が高く、自分の成長を感じられる職場です。２年前には北島

町に新社屋が完成し、生産体制・生産効率の向上、空港へのアクセスの良さ、そして

働きやすい環境を実現させました。カムであればどんなカムでも製作できる、相談

できることをモットーに業界１位を目指して社員一同カムのプロフェッショナルと

して日々技術を磨いています。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

製品づくりのプロセスのコアとなる設計と製造の両部門を経験していただきます。

設計部門では顧客からいただいた図面より設計を行って加工データを作成するまで

を経験します。製造部門ではデータが実際に製品として完成するまでの旋削・加工・

検査のそれぞれの工程を経験します。 

5日間を通して、高性能で高品質な製品を生み出す現場に触れ、製造業の流れや仕組

みを理解することができます。当社の特徴である少量多品種の生産システムの強み

や弱みを見ていただきながら、様々な部門の先輩たちと交流することで仕事の面白

さ・やりがい・苦労などを聞き、感じていただくプログラムとなります。 

インターンシッ

プの期間は？ 

9月 1日から 30日までの期間で 5日間となります（土日除く） 

参加するインターンシップ生と相談しながら日程を調整します。 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

機械設計や機械加工に興味があり、実際に設計・製造業務に携わってみたい方を募

集します。理工学部生・大学院生（あるいはそれに準ずる学部の学生）を優先しま

す。 

募集人数 1～3 名まで 

その他、お伝え

したいこと。 

時間は 9：00～16：00となります。（月曜のみ全体朝礼に参加するため 8：00 より） 

 
  



 
NO. ⑥ 

 

企業名 株式会社ネオビエント 

企業サイト https://neovient.co.jp 

勤務先（地域） 徳島県板野郡板野町（あすたむらんど徳島） 

どのような企業

ですか？ 

株式会社ネオビエントは、施設運営を中心に様々な事業を展開しています。現在、

「あすたむらんど徳島」「渦の道」「大鳴門橋架橋記念館」「川口ダム自然エネルギ

ーミュージアム」等の管理運営を行い、年間 110万人のお客様をお迎えしています。 

施設運営では多くのお客様をお迎えし、笑顔になってもらうことが重要です。その

ためにさまざまな工夫が必要になります。例えば、あすたむらんど徳島は「子ども科

学館」を中核施設とした科学と自然にふれる大型公園で、ファミリー向けの施設と

いうイメージが強いですが、幼児から高齢者まで楽しめる空間作るための多彩なイ

ベントを開催しています。渦の道・大鳴門橋架橋記念館では昨今の観光情勢をすば

やくキャッチし、お客様のニーズをとらえたサービスやイベントを提供することで、

徳島県外や海外からも来訪者が訪れています。 

当社社名である「ネオビエント」は「新しい風」を意味します。施設運営・イベント・

観光・地域情報など様々な取り組みで徳島の新しい風となり、徳島の魅力づくりに

貢献することをビジョンに、徳島から元気な未来を創ることを目指しています。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

弊社の運営するあすたむらんど徳島にて、主にイベント企画に関する業務や実際に

お客様と接するアテンダントの業務などに携わります。アテンダント業務は接客を

メインに、来園していただいたお客様にいかに楽しんで帰っていただくか、良い印

象を持っていただくかという「笑顔・感謝」の接遇が求められます。イベント企画で

は、プログラムの準備や当日の対応など、お客様からは見えにくい裏方としての仕

事を体験してもらいます。イベント企画には華やかなイメージがありますが、この

ようなスタッフの取り組みや苦労などを実際に体験することで、イベントを成功さ

せるための仕事の全体像が見えてきます。 

インターンシッ

プの期間は？ 

9月 1日から 9月 30日までの連続した 5日間で相談してください。水曜日はあすた

むらんど休園日の為インターンシップは実施しません。（水曜日を跨いだ 5日間で参

加いただくことは可能です。） 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

短い期間の間ですが、その中で何かを学びとろうとする「素直な姿勢」を持って参加

してくだされば嬉しいです。 

募集人数 3 名程度 

その他、お伝え

したいこと。 

9:00～17:00の間１日 7時間程度のプログラムとなります。 

 
 
 
 
 



NO. ⑦ 

 

企業名 株式会社丸本 

企業サイト https://www.malmoto.co.jp/ 

勤務先（地域） 徳島県海陽町 

どのような企業

ですか？ 

徳島県の最南端にある海陽町にある企業で、鶏の飼育管理から処理加工・加熱に至る

一環システムに加え、牛肉・豚肉を含めた加工食品を中心として製造・卸売・小売な

どを行っている食品メーカです。徳島の地鶏である「阿波尾鶏」は地鶏の出荷羽数全

国一位の地域ブランドですが、県内には２社しかない阿波尾鶏の加工工場を持った

企業です。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

インターンシップでは、商品開発、食品加工、品質管理等の部門で普段社員が行って

いる業務を経験していただきます。食材を加工して、消費者の手元に届く商品の形に

なるまでに必要な工程を経験することで、食品メーカーの一連の業務や、地域ブラン

ドである「阿波尾鶏」を流通させるためにどのような仕事が必要か学ぶことができま

す。 

インターンシッ

プの期間は？ 

8月 24日から 9月 30日までの期間の平日から、5日間を指定してください。 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

世の中の動きに敏感で、考えながら行動できる人と一緒に働きたいと考えています。

農業（養鶏）や食に関心のある方を歓迎いたしますが、それ以外でも徳島で働くこと

や弊社の仕事に関心のある方は是非応募を検討されてください。 

募集人数 1 名〜3名程度 

その他、お伝え

したいこと。 

勤務地は徳島県海陽町になりますが、弊社で宿泊施設を準備いたします。 

 
  



NO. ⑧ 

 

企業名 国立大学法人徳島大学（総務部未来創造課） 

企業サイト https://www.tokushima-u.ac.jp/ 

勤務先（地域） 徳島県徳島市 

どのような企業

ですか？ 

徳島大学は、「自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した

学術及び文化を継承し向上させ、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社

会の実現に貢献する」という理念を掲げ、地域の産業、医療、文化、行政の中核を担

うことのできる高い知的能力と道徳意識を持ち、国際的にも活躍できる人材の育成

を重要な使命としています。 

文系、理系、及び医療系の各分野で多数の特筆すべき研究が日夜推進されています

が、そのうちでも特にノーベル物理学賞の受賞者を輩出した青色ＬＥＤ研究をはじ

めとする「光科学分野」と医学、歯学、薬学、医科栄養学、保健学及び病院を有する

「総合医科学分野」が強み・特色です。 

今回のインター

ンシップではど

のような経験が

得られますか？ 

インターンシップでは、令和 4 年 4 月に新設された総務部未来創造課で、大学の広

報活動や同窓会、基金活動に携わっていただきます。在学生、同窓生、一般の方など

に向けて大学の魅力を発信している未来創造課で、広報をはじめとする企画立案、

データ分析及び SNS における記事作成などの業務を通して情報発信の最前線を体感

していただくことで、将来どのような職種でも必要となる文章力や企画力、発信力

を養っていただきます。 

インターンシッ

プの期間は？ 

8 月 22 日から 9 月 30 日までの間の平日のうち 5 日間となります。参加するインタ

ーンシップ生と相談しながら受入日程を調整します。 

応募する学生に

どのようなこと

を求めますか？ 

大学職員、特に広報や同窓会活動に興味を持ち、学生のニーズに立って前向きに関

連業務の実施に取り組んでくれる学生 

 

募集人数 1～3 名程度 

その他、お伝え

したいこと。 

インターンシップで取り組んでいただく広報活動の参考として、徳島大学の広報で

ある公式 SNS（Twitter）にアクセスください。 

https://twitter.com/Tokushima_Univ 

 
  



NO. ⑨ 

 

企業名 特定非営利活動法人 郷の元気 

企業サイト ホームページ  

https://01satonogennki.amebaownd.com/ 

フェイスブック  

https://www.facebook.com/satonogenki 

勤務先（地域） 徳島県勝浦郡上勝町 

どのような企

業ですか？ 

郷の元気は、2006 年 5 月に上勝町で設立された NPO 法人です。農山漁村におけるま

ちづくり活動の中間支援、体験・交流、調査研究等の活動を行っています。上勝町に

は「日本の棚田百選」や「国の重要文化的景観」に認定された棚田の素晴らしい景観

が残っています。本法人の主要な活動の一つとして、この棚田景観を保全・活用する

棚田オーナー制の仕組みづくりを行いました。これらの取り組みを普及させるため、

稲刈りなどの体験型イベントの他、2022 年からはメタバース（モジラ・ハブ）を用い

たオンライン交流など様々な挑戦を行なっています。 

今回のインタ

ーンシップで

はどのような

経験が得られ

ますか？ 

新たな上勝町の棚田保全活動として、デジタルを活用した集落の困りごと等の情報の

共有を図るため、棚田地域の高齢者等が指一本で情報に到達できる「ゆびデジサービ

ス」のスタートに参画していただきます。本インターンシップで、①「ゆびデジサー

ビス」の概要把握、②Craft、Canva、メタバース（モジラ・ハブス）などのデジタル

技術活用、③上勝町の棚田の現地確認・棚田住民との交流、④これまでの上勝での棚

田保全活動の概要把握、の経験が得られます。 

インターンシ

ッ プ の 期 間

は？ 

9月 12日～9月 16日を予定します。 

応募する学生

にどのような

ことを求めま

すか？ 

高齢化が進み人口減少が著しい棚田地域において、棚田の価値・課題・展望の概要を

把握し、今後進むであろう上勝町におけるデジタルまちづくり活動のスタートを体感

してください。スキルは、ワープロ、エクセル、パワーポイントが使えれば OKです。 

募集人数 2〜3名 

その他、お伝え

したいこと。 

・勤務地は徳島県上勝町です。ノートパソコンを準備ください。 

・宿泊は、上勝町内の民宿を予定します。 

・受入担当：澤田俊明（郷の元気代表理事、徳島大学客員教授） 

      片桐 悠（上勝町地域おこし協力隊） 

 
 


