
令和元年度
グローカル人財育成事業
成果報告会

開場 13:30
開会 14:00
閉会 17:00

主催：京都市
後 援：京都商工会議所

京都経営者協会
一般社団法人京都経済同友会
公益社団法人京都工業会
京都中小企業家同友会
公益財団法人大学コンソーシアム京都

広報協力:京都市わかもの就職支援センター



ご報告の流れ

1.事業趣旨・目的

2.グローカルセンターについて

3.事業の成果（参加者・連携先企業等）



1.事業趣旨・目的



1.事業趣旨・目的

「京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成事業」
（略称：グローカル人財育成事業）

趣 旨：多様な主体からなる学生チームによる、企業との骨太な

連携プロジェクトによる、明日の京都を支える人財の育成

目 的：①グローカル人財の育成
②学生と京都企業の出会いの機会創出
③学生へのグローバルかつ実践的な協働経験の創出



1.事業趣旨・目的

「京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成事業」

（略称：グローカル人財育成事業）

グローカル人財：①グローバルな視点と

②地域（ローカル）の発展を支える情熱を併せ持つ人財

PBL:Project Based Learnig（課題解決型学習）

⇒本事業では、企業からの課題を、5名程度の学生チームが解決



２.グローカルセンターとは？



NPO法人グローカル人材開発センターとは？

『グローバルな視点で物事を考える能力を兼ね備えつつ、地
球経済・社会（ローカル）の持続的な発展に情熱を注ぐ「グ
ローカル」な人材を育成していきたい』という想いに共感す
る京都の大学、経済界、および行政機関等の協力のもと、
「オール京都」体制で設立されたNPO法人です。



経済界

行政機関

大学
雇用のミスマッチの解決は
行政にとっても課題…

「ALL京都」で取り組む人材育成



京都府

京都市 行政機関

京都商工会議所

京都経営者協会
一般社団法人

京都経済同友会
公益社団法人

京都工業会

京都中小企業同友会

京都経済団体

オール京都の大学
から学生が参加

大学

地域経済を支える人材の輩出 就職率の向上・早期離職率の改善

教育の社会科の定着 資格「GPM」の発行

大学の垣根を超えた学びの場の創出



3.事業の成果（参加者・連携企業等）



① 社会人としての基礎力、ジェネリックスキルの養成

②「企業」「仕事」「働く」の本質を捉えながら熟考

③ ダイバーシティ（多様性）を活かすグループワーク

＜特徴＞

・PBL型プロジェクト（学生が連携先からの課題に取組む）

・5名程度の日本人学生、留学生の協働チームでの取組み

・企業へのインタビュー、京都企業に関するレクチャーを必須

プロジェクト設計



令和元年度＜参加人数・プロジェクト数＞

76人

11プロジェクト

参加学生

実施プロジェクト数

日本人学生 60人

留 学 生 16人



６年間(H26～R1年度)の実績

参加学生数

373人

プロジェクト数

61プロジェクト

日本人学生 292人

留 学 生 81人

参加学生数・プロジェクト数



【大学】

• 大谷大学

• 京都大学

• 京都学園大学

• 京都外国語大学

• 京都工芸繊維大学

• 京都産業大学

• 京都情報大学院大学

• 京都女子大学

• 京都造形芸術大学

• 京都橘大学

• 京都府立大学

• 京都文教大学

• 花園大学

• 同志社大学

• 同志社女子大学

• 佛教大学

• 龍谷大学

• 立命館大学

• 京都経済短期大学

• 京都外国語短期大学

• 光華女子大学

• ノートルダム女子大学

• 京都嵯峨芸術大学

計

23大学・大学院

【大学院】

• 京都産業大学大学院

• 京都大学大学院
※順不同

参加学生の所属大学一覧

6年間(H26～R1年度)の実績



50企業・団体
連携・協力先＜企業・団体＞

6年間(H26～R1年度)の実績

※順不同

京都信用金庫 叡山電鉄株式会社 株式会社陶あん
株式会社ケービデバイス 株式会社フラットエージェンシー 株式会社エクスクラメーション・スタイル
株式会社ブリッジコーポレーション 株式会社フーズジャパン 誉勘商店株式会社
和晃技研株式会社 佐々木酒造株式会社 株式会社サン食品
京都高度技研研究所（ASTEM) 京都オスカークラブ 西南ロータリークラブ
京都朱雀ロータリークラブ 株式会社ドレスクリエイト 堀川と堀川通りを美しくする会
NPO法人クリエイター育成協会 NPO法人 OUEN JAPAN 京都中小企業家同友会
株式会社美京都 株式会社三笑堂 株式会社ジーユー
株式会社太鼓センター 株式会社ビジネスプラスサポート
都タクシー株式会社 株式会社メディアエージェンシー
株式会社大垣書店 株式会社フジタ
岩井木材株式会社 株式会社川勝總本家
株式会社リーフ・パブリケーションズ 株式会社キヤミー
株式会社CRETARIA 株式会社worldlink & company
株式会社特殊高所技術 株式会社世代継承活学社
株式会社レドネスタ 増田産業有限会社
京都観光オープンデータ協議会 株式会社ヒューマンフォーラム
有限会社中小企業診断所エス・ピー・シー 株式会社OPA
日新電機株式会社 株式会社ライフ住宅販売
株式会社丸嘉 株式会社タナベ
西垣金属工業株式会社 株式会社伴戸商店



活動報告

プロジェクトに取り組んだ学生の

学びをお伝えします。



業界探求プロジェクト
～コミュニティバンク

京都信用金庫～

活動報告

連携先
京都信用金庫



業界探求プロジェクト
コミュニティバンク

京都信用金庫

2019.6∼2019.10

参加学生

井上萌衣
長谷川ゆか
今井優希
越智麻也子
丸山しおり
川原茉祐子
黄海洪



京都信用金庫本店の
「食堂のリニューアルアイデア」

を提案せよ！

ミッション

連携先
京都信用金庫



プロジェクトの流れ

キックオフミーティング

・チームで活動することの重要性を学ぶ
・プロジェクトの進め方を学ぶ
・ミーティングの仕方を学ぶ

企業・業界研究

・京都企業について学ぶ
・京都信用金庫について知る
・地域金融機関の役割について知る



企業訪問

・食堂の見学
・京都信用金庫ついての紹介
・企画の提案について相談

企画立案

課題の解決策について企画立案
・食堂の改善内容
・テーマ設定

アンケートの実施

京都信用金庫本店の皆様へアンケート
・食堂の利用について
・食堂がもっとこうなってほしい！という要望



プロジェクトの振り返り

・プロジェクト全体について
・チームでの活動について
・イベントについて

最終報告準備

最終報告に向けた準備
・資料作成
・プレゼンテーション練習

最終報告会

企画の提案
・食堂のリニューアルアイデアについて
・京都信用金庫における
食堂の役割の再定義について

・企業から学生へのフィードバック



京都信用金庫様の本店を
訪問した際の印象～企業編～

福利厚生が整っており、お客様だけでなく社員さんの働く環境が良い

幅広い仕事

働き方が多様

お客さんとの距離が近い

カジュアルフライデーを実施しており、個人の個性を尊重している

HPに「緑化」に配慮していると掲載されていたが、植物が少ないイメージ



京都信用金庫様の本店を
訪問した際の印象～食堂編～

明かりが少ない

京野菜バイキングを実施しており、地域に根ざした食堂である

中庭が殺風景

本が古い

開放的な空間だが活かせていない

1人席が少ない

座席が少なく混雑しそう



こんなに良い企業さんなのに今のままでは…

お昼休憩は一番の楽しみであるから、環境を改善して

仕事のモチベーションをあげる必要がある！！



〜お昼が楽しみになる〜

「快適でつながりのある心地よい食堂」



↓

「快適でつながりのある心地よい食堂」

アンケート結果から・・・
京信の社員さんが求めていることを最優先

・利用しやすい
・社内間のつながり
・落ち着ける空間

→機能面

→社会面

→環境面



機能面

社会面環境面



機能面

1人・個人の空間を確

保する

お茶・水を入れる場

所を変え、台数を増

やす

テーブルを丸から長

方形に変える

カバンを引っ掛けら

れる椅子に変える

コンセント・wifiを

完備する

カフェ空間を充実さ

せる(コーヒーメー

カーの増設、デザー

トを置く等)

パンや麺類の自動販

売機又は無人販売ス

ペースを設置する



１京都信用金庫さん・・・コミュニティバンク

地域と会社のつながりを持つ前に社内のつながりを大切に！

つながりは、コミュニケーションから生まれる！

仕事のこともそれ以外の雑談など・・・

すべてのコミュニケーションが業務生産性の向上につながる！

・・・まずはそのきっかけづくりから始めましょう！



食堂を利用するお昼の時間は、

社員さんが会社にいる中でも

唯一、長時間身体を

休ませることのできる大切な時間！

心も体も最大限にリラックスし落ち着ける空間にしたい！



プロジェクトでの学び



ご清聴
ありがとうございました



服を通じて、豊かな未来を
『服がつなぐ、未来PJ』

活動報告

連携先
株式会社ジーユー



2019.12∼2020.2

参加学生

青木駿
カンジフィ
佐々木理紗子
櫻井美優希
辻菜摘
三谷翔

西口寿々奈
横瀬優美
吉川岳志

服を通じて、豊かな未来を
『服がつなぐ、未来PJ』



株式会社ジーユーの実施する
CSR活動を基に、

京都における「ジーユー」の
新たな地域貢献活動や

社会貢献活動を提案せよ！

ミッション



プロジェクトの流れ

キックオフミーティング

・チームで活動することの重要性を学ぶ
・プロジェクトの進め方を学ぶ
・ミーティングの仕方を学ぶ

企業・業界研究

・企業について学ぶ
・GUについて知る



取り組み見学

・GUと地域の連携取り組みの見学
・GU店舗スタッフの皆様と
企画の提案について相談

企画立案

課題の解決策について企画立案
・社会、地域貢献活動について

企画のブラッシュアップ

・企画内容のブラッシュアップ



プロジェクトの振り返り

・プロジェクト全体について
・チームでの活動について
・イベントについて

最終報告準備

最終報告に向けた準備
・資料作成
・プレゼンテーション練習
・成果物の作成

最終報告会

企画の提案
・GUの社会、地域貢献活動について
・オフィスツアー
・企業から学生へのフィードバック



私たちが暮らす京都には
たくさんの社会課題があ
る！



まずは社会課題を
知ってもらうことが
重要なのでは？



カダログ
GU×自由～自由を問い直す～





今回のご提案

カタログ
社会
課題



流行を若者へ、安く。

GU

＝認知・影響力がある



GU

若者ファッションの代表
認知度・影響力が高い

カダログ

若者の意識が
少しずつ変化



プロジェクトでの学び



ご清聴
ありがとうございました！



パネルディスカッション
「働き方」から考える採用・就職活動

「持続可能な社会を実現するための働き方とは」


