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プロジェクト型インターンシップ プレ企画  

にしよどミライラボ構想プロジェクト Ver.0 

 実施報告 

 
事業趣旨： 

 

 

 

 

 

住民自治のまちを目指す西淀川区において、2020年度より若い世代に地域活動への参画を促すための 3

年計画によるプロジェクトを組む予定であったが、コロナ禍の影響により、延期。プレ企画（Ver.0）として、以

下の通りオンラインの特性を生かした 1DAYプログラムを試行した。 

 

目   的 ： ・西淀川区役所のまちづくりを支える行政マンの仕事や魅力に触れる 

         ・まちの課題について、様々な大学の学生の価値観に触れながら考察する 

実 施 日 ：  2021（令和 3）年 2月 12日（金） 13:00～15:30 

実施場所 ：  オンライン（Zoomにて） 

講 師 ：  西淀川区役所 地域支援課 担当係長 松井 久仁夫 氏 

ファシリテーター：NPO法人 JAE 教育コーディネーター 松田 雅子 氏 

           NPO法人 JAE 教育コーディネーター 角野 綾子 氏 

参加学生数： 10大学 19名 

   (大学別) 大阪教育大学 1名、大阪市立大学 2名、追手門学院大学 1名、大阪経済大学 4名、 

大阪産業大学１名、大阪商業大学 1名、大阪女学院大学 1名、大阪体育大学 2名、 

四天王寺大学 5名、摂南大学 1名 

企画・運営 ： 大学コンソーシアム大阪 インターンシップ部会 推進委員会 

共 催    ： 大阪市西淀川区 地域支援課 

 

プログラム概要： 

日程・場所 内容 

2月 12日（金） 

13：00～15：30 

Zoomにて 

・導入 

 プログラム趣旨説明・学生自己紹介・アイスブレイク 

 NPO法人 JAE 教育コーディネーター 松田 雅子 氏 ・ 角野 綾子 氏 

 

・ミニ講演＆ミッション発表 

 西淀川区役所 地域支援課 担当係長 松井 久仁夫 氏 

 ミッション「学生が地域の夏祭りの運営に参画し、その後も継続して地域づくり 

の担い手になるためには？」 

 

・ミライづくり会議体験（グループワーク） 

 理想・現状の確認と課題の確認共有 

 解決策アイディア出し 

 

・発表とフィードバック 

・ふりかえり・まとめ 

コンソ大阪のプロジェクト型インターンシップ 

学生たち自らが、私たちの街「大阪」が抱えるさまざまな課題について、「P(PLAN)，D(DO)，C(CHECK)，

A(ACT)」を実践することで、にぎわいのある都市機能、時空間・仕組みづくりの具現化に貢献し、社会で活

躍しうる能力を育成することに主眼をおいて構成された、大学コンソーシアム大阪独自のプログラム 
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オンラインミーティングの様子： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度～3年計画プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者アンケート: 

別紙のとおり 

 

 

 



満足 14

概ね満足 1

満足できない点があった 0

不満 0

「満足」と回答

・円滑に行われ、振り返りシートにより深く理解することができた。

・地域活動について色々知ることができて、知識が増えました。

・他大学の方とこれまで考えることがなかった地域の事について考え、アイディアを出し合うことによって自分1人の視
点や考えだけでは出ることのなかった意見を知ることができ、学びが大変深まりました。普段考えないことを考えるこ
とでこれまで何気なく過ごしていた生活の裏に様々な苦悩があることを知りました。今回の話し合いで自分が地域にで
きることは何なのか考え行動できたらいいなと思いました。

・実際に働いている方のお話が聞け、またグループワークを通じて実際の問題解決の考え方の枠組みを学ぶことがで
きたから。グループワークでは、自分では思いつかなかった新しい考え方を発見でき、また、グループで意見交換する
ことで自らも新しいアイデアを生み出すことができた。

・プログラムを通して得たかったことを得られたから。

・興味本位で参加させていただきましたが、地域について実施する側としての立場から考えたり、他大学の方と意見を
交えて深く学ぶことができたため。

・グループワークが楽しかったです。

・地域支援課に焦点を当てて公務を知ることができたことに加えて、そのまちづくりに少しでも携われたことをとても嬉
しく思いました。

・地域に興味がある他大学の方と実際に交流でき、様々な意見を聞くことができたので。

・知りたかった行政の魅力を知ることはもちろん、いいメンバーに出会い、深いアイデアを出すことができました。とても
いい機会でした。

プロジェクト型インターンシップ　プレ企画
にしよどミライラボ構想プロジェクトVer.0　参加者アンケート

参加者数　10大学19名　（うち　回答者数　15名）

１.プログラム全体の満足度

２.満足度の理由

・普段、周りに地域活動に興味のある友人が少ないため、関心がある他大学、他学部、他学年の方と交流ができたこ
とが非常に楽しかったです。

・短い時間の中で濃い内容だった。

・公務員の仕事内容について知ることができた。グループワークをする中で、公務員として働く意志が強くなった。

・発表まで協力して楽しくできたから。

満足

93.3%

概ね満足

6.7%

プログラム全体の満足度
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「概ね満足」と回答

変わった 4

変わらない 8

わからない 3

４.変化の理由

「変わった」と回答

満足 13

概ね満足 2

満足できない点があった 0

不満 0

・地域に関わる行政の仕事に非常に興味を持てました。今後は地域関係の職も視野に入れてみようと思います。

・地域の活性化に関して、興味関心を持っていることを改めて実感できたからです。進路の方向性について自信を持
てるようになりました。

・教育学部に所属しており、これまで教職のことについて学んできたが、ビジネスや地域のことについても学び、様々
なボランティアに参加していきたいと考えるようになった。たった1人の若者の力でも行動するとしないとでは絶対に変
化が出てくると思う。なので自分ができる事は行動してみようと思った。

・より公務員に興味を持つことができた。

３．本プログラムに参加して、就職活動や進路選択にあたっての考え方は変わったか

５．西淀川区との交流についての満足度

・見られたのが公務員のほんの一部だったと思い、少し物足りなかった。

変わった

26.7%

変わらない

53.3%

わからない

20.0%

考え方の変化

満足

86.7%

概ね満足

13.3%

満足度（西淀川区との交流）
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６.上記と回答した理由

「満足」と回答

「概ね満足」と回答

そう思う 11

どちらかといえばそう思う 2

どちらかといえばそう思わ
ない

0

そう思わない 0

わからない 2

・実際の地域支援の現場で活躍されてる職員の方のご意見を聞くことができて、とてもためになりました。

・西淀川区の実態や、課題を知ることができました。是非働きたい、知りたい、と思えました。

・区と学生のwin-winの関係がすごく良かった。

・西淀川区との交流で、他大学の人とも関われる機会にもなり、いつもとは違った環境で考えることや話すことができ
たため。

・地域支援課の仕事を知ることができたことや、ディスカッションでの役割分担等を通して、スキルアップすることがで
きたと感じているからです。

７.今後の参加を希望するか

・西淀川区の現状について講演を通して学べ、勉強になったから。

・正直、西淀川区をあまり知らない状態からのスタートだったのですが、ものづくりが盛んであることや海に近いところ
に位置しているなど知ることができました。そして、大阪府全体を理解する上でも、地域の特性を知ることが重要だと
思いました。

・実際に働いている方のお話、特にその区でのイベントや取り組みなどのお話も聞けたことで、現状について把握しや
すく、また多くの情報を得ることができたから。

・ミニ講義があり、西淀川区について知ることができた。また、さらに深く知りたいとも思った。

・貴重な意見を聞かせていただき、勉強になりました。

・刺激を受けた。

・今回は祭りのことに関してだったが、これからはいろんな問題について話し合っていきたいと感じられたから。

・私たちが考えた考えや意見に対し一つ一つ真剣に答えをくださったり、今の現状をわかりやすくPowerPointでまとめ
ておられたので、西淀川区の現状とこれからの改善点について、若者の視点から考え、相互に意見交流できたと考え
たため。

・現状と今後の課題がわかったから。

そう思う

73.3%

どちらかといえば

そう思う

13.3%

わからない

13.3%

今後の参加を希望するか
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「そう思う」と回答

「どちらかというとそう思う」と回答

「わからない」と回答

・現在2年生だからどこまで参加できるか分からないけれど、刺激的なプロジェクトのため、参加したい。

・今回のVer.0がとても面白く、今後も参加してみたいと思ったから。今回のプロジェクトに参加した上で意気込みだけ
を問われれば、｢そう思う｣を選択したい。ただ、自分の学業との兼ね合いもあり確実に参加できるかは分からないの
で、｢どちらかといえばそう思う｣を選択した。

・現在3年生で就職活動を行っており、現状、先のことがあまりわからないから。

・時間があり、そして興味があるものには積極的に参加したいと思います。

・いいメンバーと出会えたので、今後もこのメンバーでプロジェクトを行いたいと思いました。

８.上記と回答した理由

・企画などの経験がとてもいいと思うから。ぜひ参加させてください。

・いろんな人と話し学ぶ中で、深掘りしたいことも多くあったため。

・今回はver.0ということで、交流が多かったですが、次からは、立ち上げに入るということで興味を持ったからです。

・今回のプロジェクトが楽しかったため。

・いい機会になったと思うからです。

・0から何かを作っていくという過程を大学在学中に経験したいからです。また、将来、地域で活躍する保健師を目指し
ているので、地域がどのように成り立っているのかという知識を深める上でも良い経験になると思うからです。

・今回のプロジェクトに参加したことで、もっと地域の事や上について知りたいと思いました。また自分の行動が地域の
未来を変えることができるかもしれない可能性について今回知ったので、今後このようなプロジェクトがあればぜひ参
加したいと思います。

・具体的な改善案を考えることはとても難しかったが、やりがいを感じることができた。これからも参加したいと思うこと
ができた。

・公務員として、地域社会に関わりを持てることが感じられる良い機会になるから。

・発表内容をぜひ実現させて問題解決につなげたいから。
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１０．今後、参加してみたい業界や職種

・公務員（同4件）

・福祉系（同2件）

・教育関係

・医療関係の地域活動

・刑務官

・銀行

・車関係

・企画系

・事務職

・ニッチな企業、あまり知られていない企業（同2件）

・決まっていない、色々知りたい（同2件）

・今日のブレイクアウトのチーム５人でLINE交換をして実際になにかできたらいいなという話になりました。もし何か活
動ができるよう頑張っていきたいです。

９.その他、プログラム全体についての感想や意見など

・今後は、地域支援課以外の役所の部署とも関わっていけたら、より良くなると考えました。

・限られた時間の中で自分にはない考えを持っている人が多くいて、ためになった。

・機会があればぜひ続編で実現までさせたいです。

・大学生中心の活動が多いので、我々からするととてもいいと思いますが、実家に帰ってしまう学生も多く、継続して取
り組むことが難しいのではないかと考えました。実現は難しいと思いますが西淀川区の小中高生を対象に含めてもい
いのではないかと考えます。

・とても楽しく過ごすことができたため、次回の参加を検討しています。

・タイトな時間の中でも様々な情報を入手し、他の参加者とも意見交換を通じて交流でき、とても濃い楽しい2時間半を
過ごすことができました。

・今回はzoomで西淀川区の現状を知り、私たち若者が地域のために何ができるのかについて考え意見交流をした
が、今後機会があれば対面で何かしてみたいなと思いました。この機会を利用して、自分の地元や今住んでいる地域
がどんなことをしており、そこに私が参加できる機会があるのか調べ、もしも自分にできることがあれば実践していきた
いと思いました！とても深い学びになりました！

・今後の就職活動にとても有利で、非常に参考になりました。
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