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会社を超えて成長企業に参画できるサービス『サンカク』と石川県が協業 

石川県の企業を副業や現地インターンシップで支援する 

「石川県社会人インターンシップ促進事業」開始 

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘、以下リクルート）が提供する、
会社を超えて成長企業に参画できるサービス『サンカク』は、このたび石川県が主催する「石川県社会人イ
ンターンシップ促進事業」に協業、2021 年 8 月 21 日（土）に初回、12 月までにさらにもう１回、合計２回
「社会人インターンシップ交流会」を開催させていただくこととなりましたのでお知らせ致します。 

本取り組みは今回で２回目となり、2020 年の取り組みでは合計 200 名を超える参加者のエントリーを集
めました。奥能登輪島の名産和菓子「柚餅子（ゆべし）」で知られる創業 110 年の老舗和菓子企業の「株式会
社柚餅子総本家中浦屋」は、デジタルマーケティング力向上の戦略立案・推進を任せられる人材を求めて参
加。経験豊富な首都圏在住の５名に副業で携わってもらうことで EC サイトの売上比率を前年同期比で 17 倍
強に拡大することに成功され、現在もその取り組みは続いています。 

今回の「石川県社会人インターンシップ促進事業」において『サンカク』では石川県の地場を支える企業、
各回 3 社ずつそれぞれ 30 名ほどの参加者を募ります。なお、１回目の企業には「株式会社オハラ」や「株式
会社ヤマト醤油味噌」、「株式会社 金沢大地」の参加が決定致しました。場所は東京都内の会場か、オンライ
ンでの開催を予定。参加企業は石川県ならではのビジネス環境や、ターゲット設定を考慮しながら、企業の
課題解決に向けた打ち手をワークショップ形式で検討します。 

 

『サンカク』登録ユーザー数累計 5.9万人、サービス利用企業延べ約 370社「社会人インターン
シップ」と「ふるさと副業」での経験・知見を最大限に活用 

『サンカク』には、「社会人インターンシップ」と、「ふるさと副業」という二つのプロジェクトで培った
知見やノウハウがあります。それらを最大限に生かし、県内人口の減少に悩む石川県が目指す「関係人口の
増加」や「将来的な移住人口の増加」の実現に向け支援を致します。 

まず「社会人インターンシップ」は、大手企業からベンチャー企業まで規模や業種に関わらずさまざまな
企業が事業課題に関するテーマを掲げ、それらに興味を持ったユーザーがディスカッションを重ねてアイデ
アや解決策を提示していくサービスです。キャリアアップを目指すディスカッション参加者は、参加後に企
業から副業や転職のオファーが届く可能性もあります。2021 年 5 月時点で、登録ユーザー数は累計 5.9 万
人、社会人インターンシップのサービスをご利用いただいた企業は延べ約 370 社になります。 

続いて、「ふるさと副業」とは、地域の地場を支える企業と東京都で働く社会人の副業人材をマッチングし
たイベントで、第 1 回目を 2018 年に福岡県の企業を対象に開催致しました。この場で生まれた副業マッチ
ングにも、現在継続中のプロジェクトがございます。 
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［兼業・副業実施中+実施意向あり］の８割近くが「ふるさと副業」に興味があると回答 

昨今、都市圏で働く人が地方企業の副業を実施する事例が増加しています。リクルートではこのような副
業のあり方を「ふるさと副業」と称し、新しい働き方として注目しています。2020 年末から 2021 年初頭
にかけて行った「兼業・副業に関する動向調査 2020」では「ふるさと副業」を「回答者⾃⾝の住まいとは
異なる地域での兼業・副業（テレワークを利用して現地に赴かない働き方も含みます）」 と捉えて、興味を
確認したところ、[兼業・副業実施中+実施意向あり]の 76.6%が、「ふるさと副業」に興味があると回答し
また。また、[兼業・ 副業実施意向なし]の 34.4%は興味があるという結果でした。兼業・副業の実施意向
がない人であっても、⼀定数はテレワークなどを活用した地方企業での兼業・副業に関⼼がある様子がうか
がえます。  

出典：「兼業・副業に関する動向調査 2020」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2021/0422_8329.html 

 

ふるさと副業への興味 ［兼業・副業実施中＋実施意向あり］ 
■兼業・副業実施中の人、過去に兼業・副業の実施経験があり、今後実施意向（再開予定）がある人および
過去に兼業・副業の実施経験がなく、今後実施意向がある（やってみたい）人（単⼀回答 n=1,090） 

 
 

ふるさと副業への興味 ［兼業・副業実施意向なし］ 
■過去に兼業・副業を実施した経験があるが、今後の再開意向がない人および兼業・副業の実施経験がなく、
今後も実施意向がない人（単⼀回答 n=366） 

 

 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2021/0422_8329.html
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「石川県社会人インターンシップ促進事業」に関する概要（当社委託業務のみ抜粋） 

「石川県社会人インターンシップ促進事業」を創設し、モデル企業・参加者双方が、お互いをよく知る機会
を提供することで、モデル企業への採用・定着につなげること。また、その取り組み成果を県内企業へ波及
させることを目的に実施します。 

「社会人インターンシップ交流会」の開催 

■開催時期 ：  １回目 2021 年 8 月 21 日（土）、2 回目 2021 年 12 月ごろを予定 合計２回開催 

■開催場所 ：  東京都内もしくはオンライン上 

■参加者数 ：  30 名程度/回 

■内  容 ：  講演、企業紹介、企業課題ワークショップ、交流会など 

■企  業 ： 3 社／回、計６社 

        １回目参加企業>株式会社オハラ、株式会社ヤマト醤油味噌、株式会社 金沢大地 

                 ・株式会社オハラ https://www.ohr.co.jp/ 

         ・株式会社ヤマト醤油味噌 https://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/ 

         ・株式会社 金沢大地 https://www.k-daichi.com/  
 

石川県、リクルートより本企画に関してのコメント 

 

石川県： 

石川県では、今年度も「石川県社会人インターンシッフ促゚進事業」を実施します。普段、あまり接点を持
つことがなかった「石川県の魅力ある中小企業」と「首都圏などで活躍される方」に対して、お互いをよく
知る機会を提供することで、採用や兼業・副業での継続的な関わり合いにつなげていくことを目指していま
す。 

 

リクルート Division統括本部 HR本部 HRエージェント Division 
ビジネスグロース部 『サンカク』グループ責任者 古賀 敏幹（こが としき）: 

 
●リクルートでは、会社の枠を超えて社外活動に参加できるサービス『サンカク』
を展開し、経験が豊富・向上⼼を持ったビジネスパーソンとさまざまな企業を、「企
業の事業課題に対してのディスカッション」を通じてマッチングしてきました。今
回は、地域企業が抱える課題や事業成長に向けたテーマに対して、働く個人が社外
活動を通じて⾃己成長できる機会、および地場の企業様にとって事業成長の機会
を石川県と共に創り出していきたいと思います。 

 

 

https://www.ohr.co.jp/
https://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/
https://www.k-daichi.com/
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参考資料 

■『サンカク』と石川県が協業「社会人 UI ターン者向けインターンシップモデル事業」開催（2020 年７月２日）

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/pressrelease/2020/200702-02/ 

■会社を超えて成長企業に参画できるサービス『サンカク』福岡の地場を支える企業と東京在住の社会人を
「副業」でマッチングする「ふるさと副業会議」開催（2018 年 9月 15日）の報告（2018 年９月 28日） 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2018/180928-01/ 

■『ミラキャリ通信』バックナンバー： 

『サンカク』から「未来の人材獲得」や「未来の働き方」、「未来のキャリア」についてお届けするプレス
レターが『ミラキャリ通信』です。 

●【2021 年 6 月 17 日（木）】『ミラキャリ通信』Vol.9 

「社会人インターンシップ」希望の地方在住ビジネスパー
ソン３倍以上に増加 首都圏から全国での「副業」チャン
スが拡大中 

https://www.recruit.co.jp/talks/recruit_voice/2021/06/
miracari9.html 

 

●【2021 年 4 月 26 日（月）】『ミラキャリ通信』Vol.8 

「⾃己成長」を目的とした兼業・副業が増加―兼業・副業
人材を活用したい企業が取り組むべきこと 

https://www.recruit.co.jp/talks/recruit_voice/2021/04/mirac
ari8.html 

 

●【2021 年 3 月 12 日（金）】『ミラキャリ通信』Vol.7 
製造業における「DX」の課題とは―成功している企業の事例
を紹介 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2021/210312-01/ 

●【2021 年 2 月 24 日（水）】『ミラキャリ通信』Vol.6 
「テレワーク」の導入で地方でも新しい働き方の推進を 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2021/210224-01/ 

●【2020 年 11 月 27 日（金）】『ミラキャリ通信』特別編集 
「ふるさと副業」への取り組みが加速中―新型コロナウイ
ルス禍により「テレワーク定着」が追い風に 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2020/201127-01/ 

●【2020 年 10 月 22 日（木）】『ミラキャリ通信』Vol.5 

今注目される「DX」。しっかりと理解するために知ってお
くべきこと 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2020/201022-01/ 

●【2020 年 9 月 18 日（金）】『ミラキャリ通信』Vol.４ 
「ビジョン・ミッション・バリュー」の策定でコミュニテ
ィー全体の道しるべに 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2020/200918-02/ 

●【2020 年 8 月 13 日（木）】『ミラキャリ通信』Vol.３ 
本業とは異なる機会だからこそ副業では「⾃分の興味」を
優先に 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2020/200813-01/ 

●【2020 年 7 月 2 日（木）】『ミラキャリ通信』Vol.２ 
「カスタマーファースト」でコミュニティーの進化を 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2020/200702-01/ 

●【2020 年 6 月 2 日（火）】『サンカク通信』Vol.１ 
今だからこそ挑戦したい「オンラインディスカッション」 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/new
s/information/2020/200602-01/ 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/pressrelease/2020/200702-02/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2018/180928-01/
https://www.recruit.co.jp/talks/recruit_voice/2021/06/miracari9.html
https://www.recruit.co.jp/talks/recruit_voice/2021/06/miracari9.html
https://www.recruit.co.jp/talks/recruit_voice/2021/04/miracari8.html
https://www.recruit.co.jp/talks/recruit_voice/2021/04/miracari8.html
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2021/210312-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2021/210312-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2021/210224-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2021/210224-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/201127-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/201127-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/201022-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/201022-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200918-02/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200918-02/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200813-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200813-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200702-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200702-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200602-01/
https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/information/2020/200602-01/
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 リクルートグループについて 
1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人
一人のライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、メディア&ソリューション、
人材派遣の 3事業を軸に、4万 5,000人以上の従業員とともに、60を超える国・地域で事業を展開しています。2019年度の売
上収益は 2兆 3,994億円、海外売上比率は約 45％になります。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社会からの
期待に応え、一人一人が輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提供していきます。 

詳しくはこちらをご覧ください。  
リクルートグループ：https://recruit-holdings.co.jp/     リクルート：https://www.recruit.co.jp/ 


