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地域の若年者と企業をつなぐ 

採用直結型インターンシップ「ジョブ・トライアル」研修生募集 

～地元企業 21 社が参加～ 

 

公益財団法人仙台市産業振興事業団ならびに仙台市では、平成 15 年度より、地元企業の

協力のもと、学生や若年求職者を対象とした就業体験研修「ジョブ・トライアル」を実施し

てきました。今年度も仙台市の「雇用拡大・ミスマッチ解消プログラム」事業の一環として

実施しています。現在募集中の第二期は採用・就職直結型として実施します。就業体験を通

じて仕事内容や社風を確認した上で採用就職へすすむことで、地域における雇用のミスマ

ッチ軽減ならびに若者の地域定着に貢献します。 

 

＜事業概要＞ 

事業名 ジョブ・トライアル（若年求職者就業体験研修） 

特徴  県内最大規模の総合インターンシッププログラムです 

 事前研修、交流会、面接会を通じて就職活動の一連の流れを体験できます 

 研修期間が最大 10 日間のため、学生でも無理なくスケジュールを組みことが

できます 

＜第 2 期概要＞ 

実施時期 事前研修ならびに研修生と企業の交流会 9 月 24 日（土） 

合同面接会 10 月 8 日（土） 

事業所研修 10 月 16 日～11 月末（最大 10 日間） 

※上記のほか、研修生には個別相談（キャリア・コンサルティング）を実施 

参加企業 21 社 ※添付１参照 

研修内容 各企業の就業現場にて実際の仕事を体験する 

研修生定員 先着 30 名  

※宮城県内に在住または就職希望の 18～29 歳の方を対象（高校生を除く） 

申込締切 9 月 20 日（火） 

主催 公益財団法人仙台市産業振興事業団、仙台市 

共催 宮城県中小企業家同友会、宮城県中小企業団体中央会 

後援 宮城労働局、宮城県、宮城県専修学校各種学校連合会 

申込方法 以下の URL の申込フォームよりお申込みください 

http://www.siip.city.sendai.jp 

添付資料 添付１：平成 28 年度第 2 期参加事業所一覧 

添付２：募集チラシ 

平 成 2 8 年 8 月 3 1 日 

記 者 発 表 資 料 

公益財団法人 仙台市産業振興事業団 

TEL：022-724-1212 

担当： 三浦・堀口 
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＜参考①＞ 申し込み件数推移 

 

 

＜参考②＞ 平成 27 年度実績 
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・ 参加企業数：54 社 

 採用コース 51 社 うち採用 8 社（約 16％） 

 体験コース 3 社 

・ 参加者内訳 

 既卒者 23％ 

 大学・大学院生 41％ 

 短期大学生 16％ 

 専門学校生 20％ 

＜公益財団法人仙台市団業振興事業団について＞ 

公益財団法人仙台市産業振興事業団は、産業間の交流、人材の育成、情報化・国際化の促進等総合的な

産業支援施策を展開することにより、地域産業の高度化を図るとともに、次代を担う新しい企業の育

成を図り、経済の発展と地域の振興に寄与することを目的として、平成 8 年 11 月に仙台市の全額出

捐により設立されました。仙台市起業支援センター「アシ☆スタ」の運営をはじめ、起業、中小企業の

経営改善、販路開拓、人材雇用などをトータルにサポートする身近な総合支援機関として、地域の皆様

にご利用いただいています。 



平成28年 8月15日現在

No 事業所名 産業分類 研修予定場住所 研修予定職種

1 愛グループ（MJQウェディング・典礼会館） 冠婚葬祭業
a) MJQウェディング
b) 泉典礼会館

コンシエルジュ・プランナー
フューネラルディレクター

2 株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズ コンタクトセンター 仙台市青葉区国分町 オペレーター

3 株式会社エクスマインド デザイン制作業 仙台市宮城野区鉄砲町中
グラフィック・WEBデザイナー
 アートディレクター

4 株式会社オプス 総合ビルメンテナンス
仙台市青葉区小田原
※他仙台市内各地

技術職

5 株式会社 亀山鉄工所 金属製品製造業 仙台市青葉区上愛子 設計

6 株式会社 建築工房 零 建築事業、環境事業、不動産事業
仙台市泉区上谷刈
※他仙台市市内各地

設計現場管理、品質管理メンテナンス、大工
スタッフ、環境事業スタッフ、企画広報スタッフ

7 株式会社ここみケア 介護・福祉
仙台市若林区荒町
※他、県内各地（本人希望考慮）

介護職

8 株式会社 三和食品 仙台工場 他食料製造業 宮城郡利府町しらかし台 製造管理員

9 ジャパンインシュアランス株式会社 保険代理業 仙台市青葉区藤松 営業職

10 株式会社 伸電 建設業（電気工事業） 仙台市若林区卸町東 電気工事

11 株式会社ゼンシン 教育サービス、福祉サービス 名取市高舘 障がい者支援員

12 仙台冷蔵倉庫 株式会社 倉庫業 仙台市宮城野区中野 倉庫職

13 株式会社 東北共立 舞台照明音響映像業 仙台市内各地 舞台照明音響映像業務

14 株式会社 日創パートナーズ 経営コンサルタント 宮城県仙台市泉区泉中央 会計事務

15 株式会社パラマウント 不動産業、飲食業 仙台市太白区鈎取本町 接客、製造

16 株式会社パルサー 産業機械器具卸売業 仙台市泉区南中山 飲食店の新規開業サポート職

17 ビジネス教育訓練所 株式会社 社員教育
仙台市青葉区愛子中央
仙台市太白区秋保

研修事業、営業アシスタント

18 株式会社ビッツ 情報通信業 仙台市青葉区中央 プログラマー

19 株式会社マックス設計 建築設計サービス業 亘理郡山元町 建築ＣＡＤ(鉄骨)

20 マルチプライ株式会社 ビルメンテナンス 仙台市宮城野区扇町 営業、技術

21 株式会社 丸山運送 運送業、通関業、倉庫業 仙台市宮城野区港 国内・国際物流
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