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1 鶴見区 総務部 総務課 統計選挙係 不問 1 8/1(火)～8/3(木) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市長選挙関連業務（準備
または事後処理業務）

①選挙期日前
　横浜市長選挙にかかる選挙準備または期日前投票従事
②選挙期日後
　器材点検・整理等の選挙事後処理など

無し 無し 無し 　

事前準備・事後処理業務ともに、選
挙器材を扱いますので
ジャージ等汚れても良い服装を御持
参ください。
ただし、受入期間により期日前投票
に従事することになった場合は
襟付きシャツなど、身だしなみに配
慮した服装が必要となります。

2 西区 総務部 総務課 庶務係、防災担当、統計選挙係 不問 3 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
区役所の旗振り役！総務課で
西区役所を学ぼう！

「総務課」と聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか？
デスクワークで事務中心のイメージを持たれてませんか。区役所の総務課
はそうではありません！旗振り役として区役所全体をまとめるほか、西区を
災害から守る防災事業、各選挙の統括等、幅広い業務を担っています。区
役所全体の仕事の理解を深めていきましょう！

無し 無し 無し ○ ○ ○
明るく元気で、積極的な方を歓迎
します！

先輩たちも明るく風通しのよい職場
です。参加をお待ちしています。

3
西区
総務部・福祉保健センター
総務課、戸籍課、高齢・障害支援課、保険年金課

不問 3 8/29(火)～9/1(金) 確定 4 ④8/21(月) ④9/6(水)
知ってる？区役所の仕事　～幅
広い横浜市の業務を学ぼう！
～

「公務員になりたいけど、実際どんな仕事をしているんだろう？」
そう思ったら、まずはこのインターンシップを受けてみませんか？
市民に も身近な戸籍業務を学び、その業務をもとに年金業務や高齢者
および障害者に関する業務が成り立っている“区役所の繋がり”を感じるこ
とで、市民サービスの基礎を幅広く学びましょう！

無し 無し 無し ○ ○ ○
積極的で、能動的な方を歓迎しま
す！

実習内容以外の業務についても、
幅広く説明します。
どんどん質問をして、公務員の仕
事・働き方・やりがいについて一緒
に考えましょう！

4
西区
総務部・福祉保健センター
総務課、区会計室、生活衛生課、生活支援課

不問 3 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
知ってる？区役所の仕事　～幅
広い横浜市の業務を学ぼう！
～

「公務員になりたいけど、実際どんな仕事をしているんだろう？」
そう思ったら、まずはこのインターンシップを受けてみませんか？
ここでは、食品衛生に関わるイベントの参加、公金の扱い方、生活困窮者
支援の在り方等を幅広く学びます。この体験を通じて今の悩みや不安を解
消しましょう！

無し 無し 無し ○ ○ ○
積極的で、能動的な方を歓迎しま
す！

実習内容以外の業務についても、
幅広く説明します。
どんどん質問をして、公務員の仕
事・働き方・やりがいについて一緒
に考えましょう！

5 西区 総務課・土木事務所 不問 2 8/7(月)～8/10(木) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
みなとみらい、横浜駅を巡る西
区役所体験ツアー！

横浜の顔ともいえるみなとみらい、一日何十万人も利用する横浜駅を抱え
る西区。
それらのスポットを巡りながら土木職が取り組む業務について説明するとと
もに、実際の修繕工事等の現場を見学することで、横浜市で働く具体的な
イメージを作っていきます。また、土木職以外の仕事についても幅広く説明
します。

無し 無し 無し ○ ○ ○
明るく元気で、積極的な方を歓迎
します！

先輩たちも明るく風通しのよい職場
です。参加をお待ちしています。

6 西区 総務部 区政推進課 広報相談係 不問 3 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木) 発信しよう！西区の魅力

区の広報紙である「広報よこはま西区版」の作成現場を体験してみません
か？
取材や企画案作成、編集委員会に立ち会い、行政情報の効果的な広報に
ついて職員と一緒に考えてみましょう。また、西区の魅力を伝える広報を企
画し、実際に発信してみましょう！

未定 未定 無し ◎ ○ ○

7 西区 総務部 地域振興課 不問 3
８/22（火）、８/24（木）、８
/26（土）

確定 3 ④8/21(月) ③8/31(木)
ふれあい！にぎわい！地域を
活性化しよう！

地域住民が参加する講座やイベント等に関する就業体験をすることで、地
域活動支援のあり方や市職員の役割を考えてみませんか。
「西区虫の音を聞く会」や「区民まつり」の準備を通して地域住民との関わり
を学び、実際に参加することで地域の賑わいを肌で感じましょう！

未定 あり あり ○ ○ ○

８/26（土）は「西区虫の音を聞く会」
のイベントに参加していただきま
す。
イベント終了時間が20:00頃までと
なります。

8 西区 総務部 税務課 市民税担当・収納担当① 不問 3 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市の根幹を担う市税につ
いて、学び、体験し、考えよう！

西区は横浜駅やみなとみらい地区を抱え、18区の中で１番小さな区です
が、ダイナミックな仕事が多い区です。横浜市の財政の基盤を支えている
市税の賦課徴収を行っている私たちの職場で、市税について体感してみま
せんか？税のスペシャリストや若手職員と一緒に楽しい時間を共有しましょ
う！

無し 無し 無し ○ ○ ○
体験してよかったと思える４日間に
しましょう！

9 西区 総務部 税務課 市民税担当・収納担当② 不問 3 8/7(月)～8/10(木) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市の根幹を担う市税につ
いて、学び、体験し、考えよう！

西区は横浜駅やみなとみらい地区を抱え、18区の中で１番小さな区です
が、ダイナミックな仕事が多い区です。横浜市の財政の基盤を支えている
市税の賦課徴収を行っている私たちの職場で、市税について体感してみま
せんか？税のスペシャリストや若手職員と一緒に楽しい時間を共有しましょ
う！

無し 無し 無し ○ ○ ○
体験してよかったと思える４日間に
しましょう！

10
西区 福祉保健センター 福祉保健課
運営企画係、事業企画担当、健康づくり係

不問 3 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
これからの行政にもっとも必要
なこと～「地域を支援する」に迫
る！～

地域ケアプラザや福祉保健活動拠点の視察、地域で行われている福祉活
動に触れることで、これからの行政に特に求められる「地域支援」を体感し
ます。また、この経験を通して、みんなで話し合い、地域福祉の課題等につ
いて考えをまとめてもらい、 後にプレゼンテーションを行います。担当職
員がついて、バッチリ指導します！

無し 未定 無し ◎ ◎ ○

11 西区役所 福祉保健センター こども家庭支援課 こども家庭係 不問 3 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)
私も子育て支援者！区役所業
務を体験しよう！

こどもに関する事業は「待機児童」だけではありません！
区役所での事業は区民や地域との関わりが深く、身近なものばかりです。
今回は、乳幼児健診の受付、子育ての情報交換や学習、仲間づくりをする
「赤ちゃん教室」や「こんにちは赤ちゃん訪問」の訪問員による定例会の参
加を通じて、区民の方との近さを体感していきます！

あり 無し 無し 　 　

平成29年度横浜市インターンシップ　受入職場一覧
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12 港南区 総務部 区政推進課 広報相談係、企画調整係 文系 3 8月中 予定 4
広報紙制作と、“つながり　はぐ
ぐむ　ふるさと港南”のまちづく
り

職員と一緒に、「広報よこはま港南区版」の紙面作りや、総合案内業務を体
験していただききます。
また、区役所で実施する「野菜直売会」や「農体験」、「区の花ひまわり関連
事業」などで、行政と地域の方の関係性に触れる機会もあります。
実際のアイデア出しもしていただく予定です。

あり 無し 無し ○ ○ ○

チームワークが好きな方。ＰＲや
企画、地域活動支援に関心があ
る方。ホームページ作成経験が
あると尚可。

・実習期間は、４月下旬頃確定予定
です。
・開講式・閉講式は、実習期間に近
い日程で設定します。

13 港南区  港南土木事務所 管理係　須藤、道路係、下水道公園係 不問 2 8/14(月)～8/18(金) 確定 5 ②8/8(火) ②8/23(水) 土木事務所の仕事体験

土木事務所の業務である道路パトロール、道路の穴埋め、公園のベンチ
修理等の体験や土木申請事務のサポート及び小学生を対象に土木事務
所業務の体験を行う「こどもアドベンチャー」のサポートをしていただく予定
です。市民の生活を支える土木事務所の業務を経験してみませんか！

無し 無し 無し 　 　 ◎
インターンシップの閉講式の資料
作成のため。（土木事務所での業
務では必要ありません。）

14
保土ケ谷区 総務部 総務課
(総務課と併せて戸籍課、税務課及び保険年金課業務説明を含みま
す。)

不問 2 8月上旬 予定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)

○総務課、戸籍課、税務課及
び保険年年金課業務への理解
○文書業務、防災及び研修等
業務補助

　総務課で所管する文書管理、研修、予算、庁舎管理、統計選挙及び危機
管理業務(防災等)への理解を深めます。又、研修業務や防災関係現場視
察等に従事します。
　併せて、戸籍、税務及び保険年金に関する業務説明により、その理解を
深めます。

未定 未定 未定 ○ ○

15 保土ケ谷区 総務部 区政推進課 不問 5 8/22(火)～8/26(土)
変更の
可能性

あり
5 ④8/21(月) ③8/31(木) 広報紙作成と区民イベント補助

・広報紙作成のための取材及びナビゲーター役などとして紙面に登場
・ＹＯＵＴＵＢＥ公開中の広報動画の撮影補助及びエキストラ出演
・区民参加イベントの準備補助や受付

あり 無し あり ○ ○

16 保土ケ谷区 総務部 地域振興課 不問 2 8/23(水)～8/25(金) 確定 3 ④8/21(月) ③8/31(木)
地域活動、生涯学習等に関す
る実習

区地域振興課では、自治会町内会活動をはじめとする地域活動の支援
や、ヨコハマ「３Ｒ夢」プランの推進、生涯学習の振興、活動の場としての区
民活動施設の運営等を行っています。実際の活動がどのように行われて
いるか、活動の現場を体験して学んでいただきます。

あり 未定 未定 ○ ○ ○

17

保土ケ谷区
福祉保健センター
福祉保健課、こども家庭支援課、保育園、高齢・障害支援課、生活支援
課

不問 2 未確定 3
福祉保健センターの業務を知
り、体験する

調整中 あり 無し 無し ◎ ◎ ○

・実習期間は、４月下旬頃確定予定
です。
・開講式・閉講式は、実習期間に近
い日程で設定します。

18
旭区 総務部、 （総務課、区政推進課、地域振興課）、福祉保健セン
ター、（福祉保健課、こども家庭支援課）

不問 4 8/30(水)～9/5(火) 確定 5 ④8/21(月) ④9/6(水)
市民サービスの第一線「区役
所」の仕事をまるごと体験しよ
う！

2025年問題を見据え、深刻な高齢化の進む大規模団地などで課題解決に
取り組んでいる地域コミュニティの現場視察、地域ケアプラザや市民活動
支援センターなどの施設見学、赤ちゃん健診などへの参加をしていただき
ます。高齢者が多く地域活動が盛んな、旭区の特徴を活かした施策の現場
に触れ、区役所で働く職員の 新の現場を幅広く体験できます。若手職員
との懇談会なども予定しています。

あり 未定 無し ○ ○ ○

※出張については原則として公用
車での移動を想定していますが、場
合によってはバス代往復程度の費
用が発生することがあります。

19 旭区 総務部 区政推進課 企画調整係 不問 3 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
旭区の主要事業について学ぼ
う！

旭区は、二俣川駅南口再開発や都心部に直結する神奈川東部方面線の
整備などが進められており、２年後に区制50周年を迎えます。また、自然が
豊か、高齢者が多く地域活動が盛んなどの特徴があります。
そこで、旭区の魅力発信、環境行動の取組、まちづくり、区内事業の総合
調整など、企画調整係の業務の企画提案や現地視察をとおして、旭区の
主要事業について学んでいただきます。

あり 未定 無し ◎ ○ ○

※出張については原則として公用
車での移動を想定していますが、場
合によってはバス代往復程度の費
用が発生することがあります。
※一部、技術職の受入れと合同で
行うカリキュラムがあります。

20
旭区　総務部　区政推進課　企画調整係まちづくり調整担当、土木事務
所（管理係、道路係、下水道・公園係）

土木、建築、造
園

3 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水) 旭区のまちづくりを学ぼう！

二俣川駅南口の再開発や神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東
急直通線）の整備が進められ、旭区の交通利便性や魅力の向上が期待さ
れます。また、旧上瀬谷通信施設の跡地利用や鶴ヶ峰駅周辺の連続立体
交差化とそれに伴う周辺のまちづくりなど、今後も大規模なまちづくりが控
えています。
区政推進課まちづくり調整担当の業務と土木事務所の業務（道路、下水
道、公園等の維持管理）をとおして、旭区のまちづくりについて学んでいた
だきます。

あり 未定 無し ○ ○ ○

※出張については原則として公用
車での移動を想定していますが、場
合によってはバス代往復程度の費
用が発生することがあります。
※一部、事務職の受入れと合同で
行うカリキュラムがあります。

21 磯子区 総務部 総務課 庶務係 不問 1 8/1(火)～8/4(金)
変更の
可能性

あり
4 ①7/31(月) ①8/16(水)

防災、予算・庁舎管理、研修等
の仕事を通じ、区役所の役割
や業務を理解する

区の総務課は区役所を統括し支える縁の下の力持ち的な存在です。区民
の安全を考える防災業務から、区役所で行う事業に関する予算執行、窓口
サービスをより良いものとする職員向けの研修など幅広い業務を体験して
いただく中で、区役所の役割と業務について学びます。

未定 無し 無し ○ ○ ○

22 磯子区 総務部 区政推進課

不問(理系の場
合は建築または
土木に限る)　事
務職、建築職、
土木職

1
8/14-8/21までの間で５日
間

予定 5 ②8/8(火) ③8/31(木)
まちづくり、区内事業の総合調
整などを通じて、磯子区の概要
や業務を理解する。

広報、区の魅力づくり、環境行動の取組、まちづくり、区内事業の総合調整
や企画立案など、区政推進課の業務についてひととおり従事します。日程
が合えば、地元団体が開催する堀割川の夏のイベントなどに従事していた
だきます。

あり 未定 あり ○ ○ ○

専門知識は必要ありませんが、
地域活動の支援に関心のある
方、企画・立案・調整業務に積極
的に参加できる方を歓迎します。

堀割川の夏のイベント日程が未確
定のため、確定次第実習日を決定
します。
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23
磯子区役所 福祉保健センター 高齢・障害支援課 介護保険担当、高
齢・障害係

不問 1
8/7(月)～8/18(金)までの
４日間

予定 4
介護保険の認定業務、高齢・障
害者福祉サービス

高齢化社会の中で、行政の果たす役割とはどのようなものなのか。介護保
険の認定業務について窓口受付から認定審査会の運営までを体験しても
らうとともに、敬老特別乗車証等の窓口案内等を体験してもらいながら、高
齢・障害者福祉の施策を区役所の目線で学びます。

あり 無し 無し ○ ○
・開講式・閉講式日程は、実習期間
に日程で設定します。

24 港北区 総務部 総務課 統計選挙係 不問 10 8/1(火)～8/10(木)
変更の
可能性

あり
8 ①7/31(月) ①8/16(水)

横浜市長選挙及び工業統計調
査事務等

１．横浜市長選挙で使用する物品や器材の状況確認、各投票所からの要
望集約や次回へ向けての改善検討
２．全国で実施する「工業統計調査」の調査書類整理
３．区役所の組織概要や業務実習

未定 未定 未定 ○ ○ ○
・実習期間は確定です。
・土日も実習の可能性があります。
(調整中)

25 港北区 総務部 区政推進課 広報相談係・企画調整係 不問 3 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
区政やまちづくりの現場体験、
イベント・広報業務従事など

区役所の仕事全般に関する研修や、区内で行われているまちづくりの現場
体験、広報紙の編集作業の補助、窓口案内、広聴制度などを幅広く経験で
きます。 終日には報告会を行います。

未定 無し 無し ○ 　 　

26 港北区 総務部 地域振興課 生涯学習支援係 不問 2 8/23～25,8/27～28
変更の
可能性

あり
5 ④8/21(月) ③8/31(木)

イベントの準備・運営等につい
て

地域振興課では、文化・スポーツ振興・青少年健全育成・生涯学習支援・
読書活動推進等の事業を行っています。8月27日（日）開催予定の「夏休み
親子コンサート」を中心に、様々なイベントの準備や運営をどのように行っ
ているのかを体験していただきます。

無し 無し あり ○ ○

27 港北区  港北土木事務所 道路係、下水道・公園係 理系 2 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
土木事務所における市民対応
について

土木事務所が行っている道路、下水道、公園等の維持管理にかかる業務
や市民対応を職員と一緒になって行っていただき、現場の 前線での業務
の重要性と市職員として必要な基本スキルを学ぶことができます。

無し 無し 無し

28 緑区 総務部 総務課 庶務係・地域防災支援 不問 2～3 8/14（（月）～8/18（金） 確定 5 ②8/8(火) ②8/23(水)
区内の危機管理体制や地域防
災支援業務について

　市民の市政に対する要望調査では、５年連続して災害対策が１位となっ
ています。有事に備え、平常時に区役所が行っている防災対策や区民へ
の防災啓発など、実際の業務を間近で体験してみませんか！いつ起こる
かわからない地震や近年の異常気象による風水害など、危機管理に関す
ることを誰でもわかり易く学ぶことができます。

無し 無し 無し
特に専門的な知識は必要ありま
せん。インターンシップを通じて学
ぶことを目標としています。

29 緑区 総務部 区政推進課 広報相談係・企画調整係 不問 2 8/16(水)～8/25(金) 確定 8 ③8/15(火) ③8/31(木)
緑区の「次世代」に向けた取組
を考える

次世代を担う子どもたちが社会体験、職業体験できるイベント「子どもアド
ベンチャー」の準備・運営や地域主体のまちづくりの事例学習、区の広報・
広聴業務の実習等を行います。
子どもたちや新たな地域の担い手といった「次世代」に向けてどのような取
組を行うのか、どう伝えるのかを考え、実践します。

未定 未定 無し ○ ○ ○

30 緑区 緑土木事務所  管理係 不問 1 8/1(火)～8/22（火） 予定 8 ①7/31(月)
「道の日」を啓発するイベントの
企画・運営

8月に実施する道に関する啓発イベントの企画・運営を行い、手法の検討
など考察してもらいます。
　また、土木事務所が管理している市民生活に密着する道路・下水・公園
に関する業務を実際に現場視察を通じて、行政施策を学んでもらいます。

無し 未定 未定 ◎ ○ ○
・閉講式は実習期間確定後、近い
日程を設定します。

31 青葉区 総務部 総務課 庶務係 不問 2 8/24(木)～8/30(水) 確定 5 ④8/21(月) ④9/6(水)
防災（危機管理）を中心とした
総務課での実習を通じて区役
所の全体像を学びます

①防災拠点の巡回や区災害対策本部運営訓練の準備・実施
②各種文書・資料の作成
③市庁舎・市会の見学
④窓口でのお客様対応

あり 無し 未定 ○ ○

　・やる気のある方！
　　（課題や仕事を自ら見つける
意欲、積極的にコミュニケーション
を取る意欲のある方）
　・知識は問いません。

32 青葉区 総務部 区政推進課 広報相談係 不問 2 8/23(水)～8/25(金)
変更の
可能性

あり
3 ④8/21(月) ③8/31(木)

区役所における広報事業及び
総合案内業務について

①広報よこはま青葉区版掲載記事の選定、取材、校正業務
②広報テレビ、ラジオ番組制作関連業務
③区役所総合案内窓口における区民対応業務

未定 無し 無し ○ ○
出張の有無は8/24（木）の広報ラジ
オ番組の内容によります。7/中～
末頃に内容が確定する予定です。
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33 青葉区 総務部 地域振興課 不問 1 8/28(月)～8/31(木) 確定 4 ④8/21(月) ④9/6(水) 地域振興業務の体験

地域振興課では、区民まつり、文化・スポーツ振興、ごみの資源化、交通安
全、区民利用施設管理など、地域の振興に係る様々な分野の業務を行っ
ており、今回はできるだけ多くの業務の体験を予定しています。地域振興
課の業務を体験し、地域と行政との係りを学んでいただければと思いま
す。いろいろな業務が体験できますので、好奇心旺盛な方におススメです。

未定 無し 無し ◎ ◎

34 青葉区 福祉保健センター 高齢・障害支援課 不問 2 8/7(月)～8/10(木) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
高齢者・障害者の福祉サービス
の業務

介護認定手続きや障害者を対象とした各種福祉サービスなど、高齢・障害
支援課が行う各種事務を体験できます。福祉保健サービスの現場の雰囲
気を体感できる貴重な機会ですので、ご興味のある方は是非ご参加くださ
い。

未定 無し 無し ○ ○ ○

35 青葉区 青葉土木事務所 下水道・公園係、道路係 土木職、造園職 2 8/7(月)～8/10(木) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水) 土木事務所業務全般

　道路、公園、河川、下水道など、市民生活に直結した業務を経験できま
す。
　地域住民との関わりを通じて、住民のニーズや考え方などを肌で感じるこ
とができるとともに、お礼や感謝の言葉をいただいた折りには、市民のため
に役立っていると実感できます。

無し 無し 無し ○ ○

36 都筑区 総務部 総務課 統計選挙係 不問 2 8/29(火)～9/1(金) 確定 4 ④8/21(月) ④9/6(水)
各種選挙・統計調査事務につ
いて

【選挙事務】
区選挙管理委員会としての選挙事務や選挙啓発事業について、実務を通
して学んでいただきます。
【統計調査事務】
統計法に基づく各種統計調査について、調査の準備やとりまとめを通して
学んでいただきます。

あり 未定 未定 ○ ○

37
戸塚区 総務部・土木事務所 総務課・土木事務所 危機管理担当・管理
係

不問 3 8月上旬
変更の
可能性

あり
3 ①7/31(月) ①8/16(水)

横浜市職員における危機管理・
防災業務について

地震や風水害などの災害時発生における横浜市職員の対策業務の体験
や知識の習得、平常時に実施している市民の皆様への防災・減災行動の
普及啓発事業を体験していただきます。

あり 無し 無し ○ ○ ○

12月実施予定の区主催の防災講
演会及び防災・減災啓発イベントの
企画・準備の支援を予定していま
す。また、受入期間のうち半日～１
日は戸塚土木事務所での道路パト
ロール等を予定しています。

38 戸塚区 総務部 区政推進課 企画調整係① 不問 4 8/1(火)～8/4(金)
変更の
可能性

あり
4 ①7/31(月) ①8/16(水) 区事業企画調整業務の体験

・「おいしいもの　とつかブランド」認定品PRを通じた区の魅力発信業務
・旧東海道を活かしたまち育て事業
・区制80周年事業企画業務　等

未定 未定 無し ○ ○ ○

39 戸塚区 総務部 区政推進課 企画調整係② 不問 4 8/29(火)～9/1(金)
変更の
可能性

あり
4 ④8/21(月) ④9/6(水) 区事業企画調整業務の体験

・「おいしいもの　とつかブランド」認定品PRを通じた区の魅力発信業務
・旧東海道を活かしたまち育て事業
・区制80周年事業企画業務　等

未定 未定 無し ○ ○ ○

40 戸塚区 総務部 区政推進課 広報相談係 不問 3 8/28(月)～8/31(木)
変更の
可能性

あり
4 ④8/21(月) ④9/6(水)

戸塚区の広報・広聴の取組に
ついて

戸塚区における効果的な広報事業を体験学習します。
１　広聴業務と広報業務の関連性
２　広報よこはま戸塚区版の編集・発行
３　コミュニティＦＭラジオを活用した広報
４　ツイッターを活用した広報
５　Webサイトを活用した広報

あり 無し 無し ○ ○ ○
Webサイトの一般的な基礎知識
（htmlやソース等の知識は不要）

41 戸塚区 総務部 地域振興課 生涯学習支援担当 不問 3
8/8(火)～8/9(水),
8/19(土),8/21(月)

確定 4 ①7/31(月) ②8/23(水)
区民広間コンサートの企画運
営

「区民広間コンサート」は、区民による区民のための手づくりミニコンサート
として、毎月第3土曜日に戸塚区役所３階区民広間にて実施しています。公
募の区民からなる運営委員会への参加、効果的な広報活動の検討、コン
サート当日の運営などに携わっていただきます。

無し 無し あり ○ ○ ○
土日実習は、8/19（コンサート当日）
のみです。

42 戸塚区 総務部 地域振興課 資源化推進担当 不問 4
8/1（火）～8/31(木)のうち
３日間程度

予定 3～4 ①7/31(月) ③8/31(木)
ヨコハマ「３Ｒ夢」プランの推進
について

・３Ｒプラン推進のためごみの分別をイベント等で区民の皆さんに分かりや
すく説明してもらいます。
・単身世代へのわかりやすいごみ分別パンフレットの素案づくりへの参加

あり 未定 あり

43 戸塚区 福祉保健センター 福祉保健課 運営企画係・健康づくり係 不問 3 8/1(火)～8/31(木) 予定 4 ①7/31(月) ④9/6(水)
健康づくりや地域を支えるボラ
ンティア「民生委員」について学
ぼう！

予防接種、がん検診、結核・感染症対策など、健康づくり係の幅広い業務
について、研修や窓口業務体験を通じて知ることができます。
また、運営企画係で支援している、地域のひとり暮らし高齢者や子育世代
の相談役である「民生委員」の皆さんの活動について、知ることができま
す。

あり あり あり ◎ ◎

44 栄区 総務部 総務課 統計選挙係 不問 1 8/9(水)～8/15(火) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)
選挙事務・就業構造基本調査
等、統計にに係る事務

市長選挙終了後の機材確認、収納作業に従事することで、選挙に関する
意義や理解を深める。
また、統計調査における調査票確認、資料の整理等に従事することで、統
計調査と市民生活との関わりを学ぶ。

無し 無し 無し ○ ◎
特に専門的な知識は必要ありま
せん。

選挙の実施状況により、業務内容
を変更する場合があります。
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45 栄区 総務部 区政推進課 広報相談係 不問 1 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
区民の 前線である区役所の
区政を推進している課を学びま
せんか

　区役所は色々なご用件や疑問をお持ちの方が多くお越しになります。ここ
での経験は、官公庁はもちろんのこと、社会で必ず役立つスキルです。栄
区での実習にあたっては、案内の 前線である総合案内業務、電話応対
や窓口応対での実務体験のほか、時期によっては栄区を盛り上げる企画
やPRする業務を体験できます。

無し 無し 無し ○ ○ ○

46 栄区 福祉保健センター 高齢・障害支援課 高齢・障害係 不問 2 8/22(火)～8/28(月) 確定 5 ④8/21(月) ③8/31(木)
就くかもしれない「福祉」の業務
体験

福祉の現場では様々な職種が様々な役割を担うことで市民の生活を支え
ています。行政の役割や民間との協力などを知識として学び、実際に見て
みることで、行政職員としての働き方の実際を学びます。事務作業から行
事の企画・準備・運営、会議等の出席など、様々な場面を体験できます。

無し 無し 無し ○ ○ ○

社会福祉職・保健師などの専門職
に特化した内容ではありません。
（対象者として想定しているのは事
務職、社会福祉職、保健師）

47 栄区 福祉保健センター 保険年金課 保険係　資格担当 不問 1 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
保険年金課業務及び窓口対応
について

・保険年金業務（国民年金、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制
度等）について、担当から業務概要の紹介を行います。
・実際に入力作業や発送業務を行っていただきます。
・窓口応対について学んでいただきます。
・上記経験を通じて保険年金業務について理解を深めることができます。

無し 無し 無し ○ ○

48
泉区 総務部 総務課 庶務係、危機管理担当、予算調整
係、統計選挙係

不問 2 8/22(火)～8/25(金)
確定

4 ④8/21(月③8/31(木
区役所総務課の仕事(区
役所管理業務から災害
対策、統計、選挙まで)

区役所管理業務には、人事、人材育成、予算管理、庁舎
管理などが含まれ、区役所の総合調整として多岐にわた
る業務を担っており、その一端を知る業務補助を経験して
いただきます。また、災害対策では訓練や研修の準備を手
伝っていただき、泉区の災害対策を知ってもらいます。選
挙については、若年層への選挙啓発業務に携わっていた
だきます。

無し 無し 無し ○ ○ 　

49 泉区 総務部 区政推進課 地域力推進担当 不問 1～2

8/10（木)、8/18
（金）8/26（土)、
8/31（木）。通常の
勤務時間外の時間
を含みます。

確定 4 ②8/8(火)④9/6(水)

区政推進課業務のほ
か、地域活動の支援、地
域の意見の区政への反
映に関する泉区の取組
について学ぶ

・区役所の企画部門である区政推進課の業務について学
びます。
・泉区が独自に取り組む「地域協議会」を通じて、区民意
見をどのように区政に反映するかを学びます。（8月31日
の夜間会議見学）
・地域の活動者を支援する講座「泉区まちづくりみらい塾」
を通じて、自治会・町内会等の地域活動がどのように取り
組まれているか、課題は何かを知ることができます。（８月
26日(土)の第1回講座を見学）

未定 あり あり ○

50 泉区 総務部 地域振興課 不問 1 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火)②8/23(水

地域活動支援やイベント
運営など地域振興課事
業の企画や運営につい
て

地域活動支援事業や生涯学習支援事業、施設関係事業
の企画打合せやイベントの企画、運営を通じて、地域振興
課全般の事業を知ってもらいます。また、啓発事業の運営
等を体験することにより、地域の方との関わりや区役所で
の仕事を経験していただきます。

未定 未定 未定 ◎ ◎

51 泉区 泉土木事務所  管理係 不問 2 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月①8/16(水
道路啓発イベントの開
催、道路・河川・公園等、
施設点検について

◆土木事務所が管理する、道路・河川・公園等のパトロー
ルを実施します。管理上問題となるものを発見した際は、
適切な処置を行ないます。
◆道路啓発イベント（「道路ふれあい月間（８月）」の啓発）
の運営スタッフとして、準備、区民啓発等を体験します。
　　（参考）パネル展示（道路事業の紹介ほか）/道路構造
や浸透桝構造の説明等

無し 無し 無し 　 　

52 泉区 泉土木事務所  道路係・下水道・公園係
理系（土木
職）

2 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月①8/16(水
道路啓発イベントの開
催、道路・河川・公園等、
施設点検について

◆ゆめが丘地区土地区画整理事業や下水道整備工事な
ど、道路、河川、下水道等の工事現場を視察し、技術職員
と意見交換を行ないます。
◆境界測量や工事の設計業務等の体験を行ないます。

無し 無し 無し 　 　

53 瀬谷区 総務部 区政推進課 広報相談係・企画調整係 不問 2 8/22(火）～8/25（金）
変更の
可能性

あり
4 ④8/21(月) ③8/31(木)

総合案内窓口、広報・広聴事業
や区の事業の企画調整につい
て

区民にとって も身近な区役所において、来庁者に対する総合案内の体
験や広報、広聴事業についての知識を学ぶことができます。また、区の魅
力PRやまちづくり、緑化推進等の様々な事業について見学や体験を通して
学ぶことができます。

未定 無し 無し ○ ○ ○ 基本的なPC操作ができる方
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54 瀬谷区 総務部 地域振興課 地域活動係 不問 1 8/3(木)～8/5(土),8/7(月) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
地域活動への支援と協働につ
いて

　区役所地域振興課では、自治会町内会の活動支援や商店街振興、生涯
学習の支援など、様々な地域活動に対して支援を行っています。区民と接
する機会が多い区役所における支援事業を学ぶとともに、実際に地域での
イベントの準備や運営を体験してもらいます。イベントに参加する体験を通
じて、地域活動への支援と協働について考えます。

あり 未定 あり ○ ○ ○
地域のイベントに参加するため、
コミュニケーション能力が必要とな
ります。

８月５日（土）開催予定の商店街夏
祭りの中で、環境行動推進イベント
（打ち水イベント）を実施する。

55
政策局 総務部等
総務課・男女共同参画推進課

不問 2 8月下旬 予定 3

【総務課】人材育成について
【男女共同参画推進課】女性の
活躍推進、男女共同参画推進
について

【総務課】局内研修（人材育成研修等）や局内の委員会（政策局女性ポテ
ンシャル発揮プログラム・Doプラン推進委員会）の準備・当日の参加等を
通じて、横浜市の人材育成の取組やワークライフバランスの推進に向けた
取組を学んでいただきます。
【男女共同参画推進課】「日本一働きやすい、働きがいのある都市の実現」
を目指す横浜市において、女性の活躍推進やDV防止など、男女共同参画
に関する施策の推進について、打合せへの参加、施設や講座の見学等を
通して、どのように進めているのかを経験していただきます。

あり 未定 未定 ○ ○ ○
資料作成等が出来る程度のパソ
コンスキルがあることが望まし
い。

・可能であれば、男女共同参画セン
ター（戸塚区、南区、青葉区のいず
れか）を見学できれば、と考えてい
ます。（日程次第）
・開講式・閉講式は、実習期間と近
い日程に設定する予定です。

56

政策局
総務部  統計情報課
大都市制度推進室  大都市制度推進課

不問 1～2 8/16（水）～8/18（金）
変更の
可能性

あり
3 ③8/15(火) ②8/23(水)

【統計情報課】基幹統計調査と
統計情報の整備・提供について
【大都市制度推進課】特別自治
市の実現、地方分権の推進、
広域行政に関する事業につい
て

【統計情報課】法定受託事務である基幹統計調査の重要性等について、座
学を中心に進めていくほか、統計データの入力や資料作成を体験していた
だき、統計情報の整備・提供の意義を考察していきます。
【大都市制度推進課】特別自治市の実現、地方分権の推進、広域行政に
関する事業において、横浜市がどのような取組を行っているのか、学んで
いただきます。

未定 未定 無し ○ ◎ ○
資料作成等が出来る程度のパソ
コンスキルがあることが望まし
い。

57 政策局 政策部 政策課 不問 2 8/1(火)～8/11(金) 予定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
政策の企画・推進に関する業
務

横浜市の中期４か年計画をはじめとする政策の企画・推進に関する業務を
経験していただきます。

未定 無し 無し ○ ○ ○
受入可能人数を３人に増やす可能
性も検討中。

58 政策局 共創推進室 共創推進課 不問 4 8/10(木)～8/15(火)
変更の
可能性

あり
3 ②8/8(火) ①8/16(水)

横浜市における公民連携の実
例

民間と行政が、実際に公民連携を行っている現場を体験することで、全国
的にも先進的な横浜市の取組を実感して頂きます。具体的には、連携企画
の検討や、内部・外部（民間等）とのミーティング参加、実際の連携事例（公
共施設やイベント等）の視察や体験、などを予定しています。

あり 未定 無し ○ ○ ○

59 政策局  大学調整課 不問 1 8/2(水)～8/4(金)
変更の
可能性

あり
3 ①7/31(月) ①8/16(水)

大学連携及び公立大学法人制
度

10月に予定している「ヨコハマ大学まつり」の準備
横浜市公立大学法人評価委員会の準備、出席

未定 無し 無し ○ ○ ○
８月29日開催予定の法人評価委員
会に合わせた日程になる可能性も
あります。

60 総務局 危機管理部 危機管理課 庶務担当 不問 2 8/1（火）～8/4（金）
変更の
可能性

あり
4 ①7/31(月) ①8/16(水) 未定

危機管理業務の全体像の把握に加え、災害対応が自治体職員としての
「当然の使命」であることを十分認識してもらいます。また、市役所における
業務の進め方についても学んでもらいます。

未定 未定 未定 ○ ○ ○
危機管理室４課（危機管理課、危機
対処計画課、情報技術課、緊急対
策課）で受け入れを行います。

61 総務局 総務部 総務課 庶務係 不問 2 8/22(火)～8/24(木)
変更の
可能性

あり
3 ④8/21(月) ③8/31(木)

新市庁舎移転を契機とした「働
き方」の見直しについて

総務局では、新市庁舎移転を契機に、抜本的な事務改善とワークスタイル
の見直しに取り組んでいます。総務局の業務内容や平成32年に供用開始
となる新市庁舎について学ぶとともに、意見交換等を通じて「働き方」の見
直しに向けて考えてもらいます。

無し 無し 無し ◎ ◎ ○

62 総務局 人事部 人材開発課① 不問 8 8/16(火)～8/21(月) 確定 4 ③8/15(火) ②8/23(水)
横浜市職員の人材育成・研修
事業について

横浜市職員の人材育成はどのように進められているのか。
市政の紹介、異なる職場の見学など行った上で、研修の運営や研修手法
の検討などについて、様々な実習、職員との意見交換等を通じて体験しま
す。
プレゼンテーションの指導や実践の機会も多くありますので、プレゼン技術
の向上を図りたい方にもおススメです！

無し 無し 無し ○ ○ ○

63 総務局 人事部 人材開発課② 不問 8 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
横浜市職員の人材育成・研修
事業について

横浜市職員の人材育成はどのように進められているのか。
市政の紹介、異なる職場の見学など行った上で、研修の運営や研修手法
の検討などについて、様々な実習、職員との意見交換等を通じて体験しま
す。
プレゼンテーションの指導や実践の機会も多くありますので、プレゼン技術
の向上を図りたい方にもおススメです！

無し 無し 無し ○ ○ ○

64 総務局 しごと改革室 行政・情報マネジメント課 不問 2 8/1(火)～8/3(木) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市の行政改革部門・ＩＣＴ部
門における業務改善の取組に
ついて

当課は、行政改革の視点とＩＣＴ活用の視点から、業務改善の取組を進め
ています。「業務効率化」や「ワークスタイルの見直し」等の取組を、業務を
通じて体験して頂きます。

未定 無し 無し ◎ ◎ ○
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65 総務局 職員共済組合 職員共済課・医療福祉課 不問 1 8/15(火)～8/18(金)
変更の
可能性

あり
4 ②8/8(火) ②8/23(水)

公務員の社会保障と共済組合
の役割

横浜市職員共済組合では、組合員の医療・健康や年金に関わる業務を
行っています。がん検診に係る事務（医療福祉課）や、年金の請求受付・書
類チェック事務（職員共済課）を体験してもらうことによって、共済組合の役
割と社会保障制度について学んでもらいます。

未定 無し 無し ○ ○

社会保障制度に対し興味・関心
のある方（社会保険労務士等の
勉強経験がある方だと 適）
コツコツと細かい数字や書類の
チェックをすることに適性のある方

66 財政局 管財部 不問 2 8/1(火)～8/3(木)
変更の
可能性

あり
3 ①7/31(月) ①8/16(水)

市有地の管理・売却を通じた資
産の有効活用について

管財部で実施している市有地公募売却事業をはじめとした市有地の管理・
売却等の事業の概要を学び、実際に現地調査へ赴き、市有地を売却する
までの過程を体験できます。

あり 無し 無し ○ ○ ○
※希望者数に応じて、受入人数の
増加を再検討します。

67 国際局　国際政策部　政策総務課 不問 2 8/21(月)～8/25(金) 確定 5 ③8/15(火) ③8/31(木) 横浜市の国際政策について
「世界と共に成長する横浜」の実現を目指し、国際事業を推進する国際局
の業務を経験します。

未定 無し 無し ○ ○ ○

・国際業務に関心のある方
・やる気のある方（課題や仕事を
自ら見つける意欲、積極的にコ
ミュニケーションを取る意欲のあ
る方 ）

先輩たちも明るく風通しのよい職場
です。参加をお待ちしています！

68 市民局 市民情報室 市民情報課 不問 2 8/2(水)～8/4(金) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水) 情報公開と個人情報保護
・市民情報センター（市庁舎１F）の管理業務・市民対応を実践します。
・市政における情報公開・個人情報保護の重要性を実務に即して学びま
す。

あり 無し 無し ○ ○

69 市民局 広報相談サービス部 広報課／広聴相談課 不問 1 8/7(月)～8/10(木)
変更の
可能性

あり
4 ①7/31(月) ①8/16(水)

広報媒体及び調査広聴「ヨコハ
マeアンケート」の作成体験につ
いて

①ソーシャルメディアによる情報発信体験
②広報紙の取材体験
③広報番組制作現場の体験
④「ヨコハマeアンケート」の作成等を体験し、市の施策の効果測定や改善
の検討を通じ、広聴事業の概要を学びます。

あり 無し 無し ◎ ◎

①受入期間の開始日、終了日は、
あくまで現時点での想定です。
②広報番組の作成過程に立ち会っ
ていただく予定ですが、まだ場所が
確定していないため、あくまでも「可
能性がある」というレベルです。

70
市民局 区政支援部 区連絡調整課 区調整係・区予算係・区機能強化
担当

不問 3 8/2(水)～8/4(金) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
大都市ヨコハマにおける“区”と
は～区行政の役割及び区役所
の機能強化の取組

横浜市は、他の指定都市に先んじて様々な区役所機能の強化に取り組ん
できました。約370万人の人口を有する政令指定都市として、市（局）と区の
役割や、本市が取り組んでいる様々な区役所の機能強化の取組内容等に
ついて理解するとともに、区役所の業務を学びます。

あり 無し 無し ○ ○ ◎
地方自治制度（指定都市制度、
地方分権等）に興味を持っている
人が望ましい。

71 市民局 スポーツ振興部 スポーツ振興課 大規模スポーツイベント担当 不問 1
8/4(金)、8/6(日)～
8/10(木)

未確定 6 ①7/31(月) ①8/16(水)
大規模スポーツイベント運営の
裏側を学ぶ

　平成29年度で第34回を迎える横浜市主催「全日本少年軟式野球大会」の
運営補助として、実際の現場の雰囲気を経験する事により、イベントに伴う
様々な業務や、裏方として大会を支えている役員等の仕事について知り、
大規模スポーツイベントの運営方法を学びます。

無し 未定 あり ○ ○ 　

72 文化観光局 文化芸術創造都市推進部 創造都市推進課 不問 1 8/1(火)～8/7(月) 確定 5 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市の創造都市政策につい
て

横浜市が進めてきた創造都市政策について学ぶ。特に歴史的建造物や倉
庫などを活用した創造界隈拠点におけるアーティスト・クリエーターの発信
について考察します。

あり 無し 無し ○ ○ ○

73 文化観光局 文化芸術創造都市推進部 文化振興課 不問 1 8/1(火)～8/7(月) 確定 5 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市の文化振興施策につい
て

本市の文化施設や実施事業等の見学をすることで、本市文化行政への理
解を深めるとともに、資料作成等の業務を通じて社会人としての働くことへ
のイメージをつかみます。

あり 無し 無し ◎ ◎ ○
インターン期間に入る前に、文化振
興事業について、横浜市Web等で
調べてきてください。

74 文化観光局 文化プログラム推進部 文化プログラム推進課 不問 2 8/29(火)～9/1(金)
変更の
可能性

あり
4 ④8/21(月) ④9/6(水)

横浜らしい芸術フェスティバル
の開催準備・運営について

文化プログラム推進課では、トリエンナーレ（現代アートの国際展）・ダン
ス・音楽の横浜らしい特色ある芸術フェスティバルを開催しています（平成
29年は「ヨコハマトリエンナーレ2017島と星座とガラパゴス」を開催）。これら
の運営や準備に係る事務等の現場での各種業務を体感していただくことに
より、芸術フェスティバルを実施する意義やイベント実施に係る様々な調整
について、学んでいただきます。

あり あり あり ○ ○ ○

・横浜トリエンナーレや、横浜のダン
ス及び音楽のフェスティバルに関心
がある方、またこれらのイベントを
見たり、参加したことがある方
・横浜の文化行政や創造都市施策
が関心のある方
は特に歓迎です。

75 経済局中央卸売市場本場  経営支援課 文系 3 8/16(水)～8/21(月) 確定 4 ③8/15(火) ②8/23(水)
横浜市の台所を支える「中央卸
売市場」の役割について

中央卸売市場の概要や取組を学び、併せて施設の見学や業界団体との協
働によるイベント（お魚料理教室等）の応援等に実際に関わってもらうこと
により中央卸売市場及び市政への関心と理解を深めてもらいます。また、
職員との意見交換会も設定していますので、市場のみならず市の様々な業
務についてもいろいろと聞けます。

あり 無し 無し ○ ○
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76 経済局 市民経済労働部 雇用労働課 不問 3 ８月中旬～下旬 予定 3 ②8/8(火) ④9/6(水)
雇用・就労、技能職振興につい
て

・雇用施策や労働施策に関する、学生ならではの考察を行っていただきま
す。
・雇用、技能職振興関連施設を見学いただきます。
・全国で基礎自治体として、唯一の職業訓練校を見学いただきます。

未定 未定 未定

77 こども青少年局 青少年部 青少年相談センター 不問 1 8/18（金）～8/22（火）
変更の
可能性

あり
3 ③8/15(火) ③8/31(木)

横浜市における困難を抱える
若者の自立支援について

青少年相談センターは、１５歳から３９歳までの若者を対象とする相談支援
機関です。同世代である実習生が、困難を抱える若者の現状を知るととも
に、なぜ支援が必要なのか、どのような支援を行っているのかなどについ
て学びます。

未定 無し 無し ◎ ○ ○

78 こども青少年局 子育て支援部 保育対策課

文系(家政学部、
こども学部等　保
育学専攻)　保育
士資格の取得を
目指している方

2 8/4(金)～8/8(火) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市の保育士確保施策につ
いて

横浜市は待機児童対策に力を入れて取り組んでいますが、保育所の整備
と並んで重要なことが保育士確保です。保育士確保の取組である保育所
見学会や就職面接会の運営を体験することにより、横浜の様々な特色の
ある保育を学ぶことができます。

あり 無し 無し
保育士として保育所での就職を
目指していること

H29.8.7　保育士おしごとフェア（新
都市ホール）

79 健康福祉局 総務部 企画課 企画係 不問 2 8/14(月)～8/18(金) 確定 5 ②8/8(火) ②8/23(水)
健康福祉に関する施策の企画
調整

横浜市の福祉の現状・課題を把握し、次期中期計画の施策の柱を検討す
るための材料づくりを体験することができます。

未定 無し 無し

80
健康福祉局 地域福祉保健部 福祉保健課 庶務担当、人材育成担当ほ
か

文系(福祉系学
科など)　社会福
祉

3 8月中旬 予定 3 ②8/8(火) ②8/23(水)
地域福祉の取組、専門職の人
材育成について

高齢者の見守り拠点、地域ケアプラザにおける福祉ボランティアの支援、
地区社協の活動、施設のバリアフリー、専門職の人材育成などの見学、体
験などを行います。

あり 無し 無し ○ ○ ○

社会福祉職として本市の受験を
検討している方または
社会福祉関連の仕事に就きたい
と考えている方であることが望ま
しい。

81 健康福祉局 生活福祉部 医療援助課 福祉医療係、高齢者医療係 不問 3 8/14(月)～8/18(金) 確定 5 ②8/8(火) ②8/23(水)
こどもと高齢者を支える医療制
度の業務体験実習

医療費助成事業や後期高齢者医療制度などの業務に携わることを通じ、
行政側の視点での行政サービスについて理解を深めます。
①各種広報媒体の作成・更新作業、②他自治体（広域連合など）との連
絡・調整、③各種電算処理及びデータの収集・分析による資料作成　など

未定 無し 無し ○ ○ ○

82
健康福祉局 障害福祉部 障害企画課・障害福祉課・障害支援課・こころ
の健康相談センター

不問 4 8/14(月)～8/18(金) 確定 5 ②8/8(火) ②8/23(水)
障害者福祉施策の現場及び行
政を見て感じる

・障害福祉施設の現場に赴き、直接障害のある方と触れ合います。
・市民啓発イベントのスタッフ補助を行います。

あり 無し 無し
・障害のある方、施策について関
心のある方

83 健康福祉局 高齢健康福祉部 高齢健康福祉課 計画調整係 不問 6 8/1（火）～8/4（金） 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市の高齢者施策に関する
研修

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画をはじめとした本市高齢者施策
を学び、高齢者施設等を見学することにより、本市の高齢者施策について
の考察を行います。

あり 無し 無し ○ ○ ○

84
健康福祉局 健康安全部 食品衛生課・生活衛生課・健康安全課 食品
衛生係

理系 8
8/15(火)～18(金）,21(月)
～25(金)のうち計3.5日

確定 3.5 ②8/8(火) ③8/31(木) 衛生監視員としての業務

衛生監視員の業務の概要説明と、衛生監視員として配属される、業務で深
くかかわる事業所（区福祉保健センター、本場食品衛生検査所、食肉衛生
検査所、動物愛護センター、衛生研究所）での実務実習を通して衛生監視
員の業務について理解を深めます。

あり 無し 無し
衛生監視員職の受験資格を持つ
学生（見込みを含む）

・各日、実習先が変わるため、実習
先までの交通費が発生します。
・衛生監視員の受験資格を満たす
（見込み）学生（学部在籍）の方を募
集します。
・職場から直接連絡することがあり
ますので、エントリーシートには昼間
連絡可能な電話番号等を記載して
ください。
・午後半日×3回、1日間×2回の計
3.5日間です。

85 環境創造局 政策調整部 政策課 環境プロモーション担当 不問 2 8/16(水)～8/21(月) 確定 4 ③8/15(火) ②8/23(水)
環境に関する普及啓発事業等
について

緑化、公園、下水道、環境保全に関する（除：廃棄物、資源循環）啓発イベ
ント（子どもアドベンチャー2017、2017年8月17、18日予定）に参加し、実際
に様々なブースで、子どもたちに普及啓発を行います。職員との意見交換
などもあり、環境創造局の様々な業務について知ることができます。

未定 無し 無し ○ ○ ○
子どもアドベンチャー2016の実施日
程が確定次第、受入期間が確定し
ます。

8/14



受入
職場
No.

受入職場名 専攻
（専門・職種等）

募集
人数

実習期間
確定
状況

日
数

開講式 閉講式 実習テーマ 実習内容 出張
時
間
外

休日 WordExcel
Power
point 条件 備考

平成29年度横浜市インターンシップ　受入職場一覧

86
環境創造局 みどりアップ推進部 環境活動支援センター、農業振興課
担い手担当

理系(農業、造
園、生物、環境、
教育)　農業職、
造園職

2
8/16（水）～8/18（金）、
8/29（火）～9/2（土）

更の可能性 8 ③8/15(火) ④9/6(水)
横浜市の農業や樹林地に関す
る施策について

樹木を利用した工作体験イベントや畑・果樹園で行う農業講座の運営補助
のほか、園内管理業務も体験します。実習を通して、事業の進め方や市民
との関わり方を学び、本市の緑施策への関心を深めます。農、森、緑、自
然、生き物、人との交流、身体を動かすことが好きな方は、ぜひいらしてく
ださい。

あり 無し あり ◎ ○ ○
９/２（土）の実習は、午後２時頃に
終了する予定です。

87 環境創造局 下水道施設部 栄水再生センター 管理担当

理系(機械、電
気、化学)　機械
職、電気職、環
境職

1 8/1(火)～8/4(金)
変更の
可能性

あり
4 ①7/31(月) ①8/16(水)

水再生センターにおける日常業
務と多人数職場の役割分担を
学ぶ

・日常点検、直営修理、水質測定、施設見学といった様々な日常業務から
下水処理場という生活インフラの維持管理を経験し理解するとともに、朝礼
参加や連絡書類作成などを通じて多人数職場で働くこととはどのようなも
のかを経験する良い機会となります。

未定 無し 無し ○ ○

88 環境創造局 下水道施設部 北部下水道センター
理系(電気、機械)
電気職、機械職

2 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
水再生センターの維持管理業
務に関する実習

水再生センター（下水処理施設）の役割、処理方法、水質管理、設備の維
持管理を総合的に実習します。

無し 無し 無し ○ ○ ○

89 環境創造局 下水道施設部 下水道水質課 調査担当
理系(理学部・工
学部　化学・生物
系専攻)　環境職

2 8/15(火)～8/18(金)
変更の
可能性

あり
4 ②8/8(火) ②8/23(水)

下水道に関わる水質分析・処
理調整・環境教育

微生物処理をおこなっている下水処理水等を採水し、理化学分析や機器
分析を用いた水質分析や微生物の顕鏡を行い処理が適正に行われている
か確認し、必要に応じて処理調整を行う。
市民に下水道について理解を深めていただくため、イベントに出展。並び
に、小学生への環境教育出前講座「出張!下水道場」を実施している。その
ための準備や市民対応。

あり 無し 無し ○ ○

環境保全・環境教育に興味があ
る。
実習等で分析の経験や知識があ
る。
イベントを通じて市民と接してみ
たい。

毎年、８月下旬に行われる教育委
員会が主催の「こどもアドベン
チャー」あるいは、環境創造局の環
境教育出前講座に登録している小
学校の夏休み期間に開催の「出
張！下水道場」に合わせて実施し
ます。

90 資源循環局 政策調整部 政策調整課 調査等担当

理系(理学部や
工学部での化学
分野専攻)　環境
職

1 8/10(木)～8/18(金)
変更の
可能性

あり
6 ②8/8(火) ②8/23(水)

廃棄物処理施設の維持管理に
係る分析や調査結果を活用し
た実習

ごみ焼却工場や廃棄物 終処分場の適正な維持管理のため、各施設の
排水や排ガス等を採取して有害物質等を分析し、結果を報告書にまとめま
す。また、家庭ごみの組成調査結果等を活用して、３Ｒを推進するための
啓発素材の作成に取り組みます。

無し 無し 無し ◎ ◎ ○
化学分析や機器分析の知識や技
術があることが望ましい

91 資源循環局 政策調整部 ３Ｒ推進課 不問 1 8/14(月)～8/21(月) 確定 6 ②8/8(火) ②8/23(水)
ヨコハマ３Ｒ夢プランの広報啓
発について

現在、横浜市では「ヨコハマ３R夢プラン」を推進し、ごみの減量に向けた環
境行動を、市民の皆様に呼びかけています。環境に配慮したライフスタイ
ルへの転換について学ぶとともに、広報啓発事業の必要性や効果につい
て、小・中学生を対象としたイベント運営の体験を通じて考察します。

無し 無し 無し ◎

92 資源循環局 適正処理計画部 鶴見工場 技術管理係
理系(機械系・電
気系)　機械職、
電気職

2 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)
ごみ焼却工場での機械職、電
気職の実務体験、及び見学者
対応実習

ごみ焼却工場で機械職、電気職の実務となる設備の点検保守業務や焼却
炉の運転、監視業務等を体験してもらうとともに、実習期間内に開催予定
の見学会（子どもアドベンチャー）に参加し、市民サービスの一つである見
学者対応を行います。

無し 無し 無し ○ ○

93 資源循環局 適正処理計画部 旭工場 技術管理係
理系(機械系・電
気系)　機械職、
電気職

2 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)
ごみ焼却工場での機械職、電
気職の実務体験、及び見学者
対応実習

ごみ焼却工場で機械職、電気職の実務となる設備の点検保守業務や焼却
炉の運転、監視業務等を体験してもらうとともに、実習期間内に開催予定
の見学会（子どもアドベンチャー）に参加し、市民サービスの一つである見
学者対応をおこないます。

無し 無し 無し ○ ○

94 資源循環局 適正処理計画部 金沢工場 技術管理係
理系(機械系・電
気系)　機械職、
電気職

2 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)
ごみ焼却工場での機械職、電
気職の実務体験、及び見学者
対応実習

ごみ焼却工場で機械職、電気職の実務となる設備の点検保守業務や焼却
炉の運転、監視業務等を体験してもらうとともに、実習期間内に実施される
子どもアドベンチャーに参加し、啓発活動を行います。

無し 無し 無し ○ ○

95 資源循環局 適正処理計画部 都筑工場 技術管理係
理系(機械系／
電気系)　機械職
／電気職

2 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)
ごみ焼却工場での機械職、電
気職の実務体験、及びイベント
対応実習

ごみ焼却工場で機械職、電気職の実務となる設備の点検保守業務や焼却
炉の運転、監視業務等を体験してもらうとともに、実習期間内に開催予定
の見学会（子どもアドベンチャー）に参加し、市民サービスの一つである見
学者対応を行います。

無し 無し 未定 ○ ○

96 建築局 総務部 総務課 職員係 不問 2 8/7(月)～8/10(木)
変更の
可能性

あり
4 ①7/31(月) ①8/16(水) 建築局の人材育成　他

建築局では、職員の成長実感を支援するため、様々な人材育成の取組み
を行っています。その中の研修に焦点をあて、研修の準備や当日の立会な
どの体験を通して、人材育成についての理解を深めると同時に、総務課の
様々な業務を経験いただく実習です。

未定 無し 無し ◎ ○ ○

基本的には、専攻は「不問」です
が、「建築局」とはいえ、経験する
業務は事務職的な内容ですの
で、技術職系の方はご承知おきく
ださい。
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97 建築局 企画部 企画課 不問 2 8/17(木)～8/22(火)
変更の
可能性

あり
4 ③8/15(火) ③8/31(木)

建築局の概要と企画課の業務
内容を理解する

・温暖化対策（こどもアドベンチャーイベント対応、ほか）
・各種会議参加（傍聴）、事前準備手伝い
・土地利用転換の現地視察　など

未定 無し 無し ◎ ○ ○
実施期間は、教育委員会が主催す
るこどもアドベンチャーの開催期間
によって定めます。

98 建築局 企画部 都市計画課

絶対条件ではな
いが、建築職及
び土木職の受入
れを希望します。

2

8/2（水）～8/4（金）、８月
下旬の１日（半日）（日に
ち未定）。８月下旬は、都
市計画審議会日程等の
状況によりなくなる可能性
あり

予定
3～

3.5日
①7/31(月) ④9/6(水) 都市計画と横浜のまちづくり

実務を通して都市計画の手法や手続の流れ、周知の重要性を学び、横浜
のまちづくりについて参加者ご自身の考えを深めていただく実習です。
都市計画審議会に出席していただく可能性もあります。

あり 無し 無し ○ ○ ○
都市計画に興味のある方
横浜のまちづくりに興味のある方
学習意欲の高い方

99 建築局 企画部 建築防災課
理系(建築、土木)
建築職、土木職

1 8/7(月)～8/10(木) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)

建築防災課で進めている様々
な事業を体験することにより、
防災に対する市の取組を学ぶ
とともに、行政の役割を考える。

市民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、補助事業を通じた防災力強
化に取り組んでいます。耐震、がけ防災、狭あい道路拡幅といった各事業
のご案内とともに、防災イベントへの参加や現場見学等を計画します。災
害に強い安全なまちづくりについて市がどのように取り組んでいるかなど、
ご関心ある方は是非ご参加ください！

あり 無し 無し ○ ○ ○
防災について関心のある方が望
ましい

100 建築局 住宅部 住宅政策課 不問 1 8月中旬 予定 3 ②8/8(火) ②8/23(水) 横浜市の住宅政策 横浜市の住宅政策の講義⇒講義内容を具体的に視察⇒研修成果の発表 あり 無し 無し ◎ ○ ◎

101 建築局 住宅部 住宅再生課 理系(建築)　建築 1 8/2(水)～8/4(金)
変更の
可能性

あり
3 ①7/31(月) ①8/16(水) 郊外住宅地の再生について

建物の老朽化や居住者の高齢化が進む郊外住宅地の再生（持続可能な
住宅地モデルプロジェクトや団地再生）に向けた本市の取組を現場見学等
を通じて、学んでいいただきます。
その上で、研修 終日には、郊外住宅地の再生に関して、プレゼンテー
ションを行っていただきますので、プレゼンの技術向上にも役立ちます。

あり 未定 無し ○ ○ ○

102 建築局 建築監察部 法務課 文系(法律)　事務 1 8/8(火)～8/10(木) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
法務に関する人材育成・支援
業務

建築局職員の法務能力向上を目的とした、情報誌の作成や研修の準備等
を手伝ってもらいます。案件があれば、審査請求や訴訟に関する事務作
業、局内の法律相談も体験してもらいます。自治体における法務支援業務
が体験できます。

無し 無し 無し ◎ ○ ○ 法律の知識（特に行政法）

103 建築局 建築指導部 情報相談課 相談担当 不問 1 8/1(火)～8/3(木) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
横浜市における建築紛争と市
民からの苦情・相談対応につい
て。

・建築紛争の背景と内容及び調整手法の一般について学ぶ。
・具体的紛争実例に基づき、現地確認を行いつつ紛争の実態と未然防止
策や
　解決手法について理解する。
・建築に関する様々な市民相談への行政対応について、職場体験を通して
理
　解を深める。

あり 無し 無し ○ ○ ○

104 建築局 建築指導部 建築企画課 企画担当、建築環境担当 理系(建築) 1 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)

①環境に配慮した建築物につ
いて学ぶ
②地区計画・建築協定の策定
手続について学ぶ

①ＣＡＳＢＥＥ横浜や建築物省エネ法の届出などの環境に配慮した建築に
ついて学ぶ。
②地区計画・建築協定の策定手続（条例化、認可など）の一部を経験でき
ます。

未定 無し 無し ○ ○ ○

105 建築局 建築指導部 建築指導課 理系(建築) 1 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)
建築指導行政の現場で行われ
る業務を体験し、その意義を学
ぶ。

定期報告、空き家などへの対応、道路など建築基準法関係の相談、などで
実際の業務の一部を体験し、その意義（生命、健康、財産の保護）につい
て学ぶ。

未定 無し 無し ○ ○ ○

106 建築局 建築指導部 市街地建築課 市街地担当、建築許認可担当
理系(建築)　建築
職

1 8/15(火)～8/18(金) 確定 4 ②8/8(火) ②8/23(水)

市街地環境設計制度や建築基
準法・条例の許認可や福祉の
まちづくり条例等、建築の許認
可制度等について幅広く学ぶ

①市街地環境設計制度や建築基準法・条例の許認可や福祉のまちづくり
条例等、建築の許認可制度等について学ぶ。
②学習した制度の実際の計画を見学することにより、より一層制度の意義
を学ぶ機会を設けます。

あり 無し 無し ○ ◎ ○

107 建築局 宅地審査部 宅地審査課、調整区域課
理系(建築、土木)
建築職、土木職

2 8/23(水)～8/25(金) 確定 3 ④8/21(月) ③8/31(木)
横浜市の宅地行政における実
務

「部内プロジェクトの会議参加」、「開発許可等案件の現場検査」、「建築確
認申請概要書の取得」、「開発許可申請等の地図へのプロット」、「開発審
査会の資料作成」

無し 無し 無し ○ ○ ○
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108 建築局 公共建築部

理系(建築、土
木、電気、機械)
建築職、土木
職、電気職、機
械職

5 8/2(水)～8/4(金) 確定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
営繕業務を学び、公共建築物
の果たす様々な役割を理解す
る。

・実際の計画調整の場に立ち会い、課題解決やスケジュール調整の方法
を学ぶ。
・工事現場を視察し、当該段階での工事の特徴や課題等について学ぶ。
・その他、公共建築部全般の業務内容を学び、公共建築部のＰＲマンに
なってもらう。（期間内に講習会等がある場合は運営補助の対応有。）

あり 無し 無し ○ ○ ○ 建築、営繕業務に興味がある方

エントリーシートに建築局希望かつ
公共建築に興味があり、営繕を学
びたい方のみ配属願います。（専門
性・技術性の高い職場の為、それ
ぞれの専門（建築、電気、機械等）
にあった実習生でないと、本市職員
になる動機づけや受入側の意欲低
下、さらに使命感の喪失に至りま
す）
　※「公共建築」の文字や文面のみ
で、実習先とする事はやめてくださ
い。

109 都市整備局 企画部 都市デザイン室・企画課
理系(造園、建
築、土木、環境な
どの理系学科)

3 8/16(水)～8/29(火) 確定 10 ③8/15(火) ③8/31(木)
都市デザイン、歴史的建造物
の保全活用、及び都市整備に
関する企画・調整

・公共施設等のデザインの企画・調整など都市デザイン業務に関すること
・歴史的建造物の調査、資料整理等歴史を生かしたまちづくりに関すること
・都市整備に関する調査、企画及び事業の推進並びに総合調整に関する
こと
・国土利用計画法の施行に関すること

あり 未定 無し ◎ ◎ ◎
横浜のまちづくりに対する熱意を
持っていること。

現場での実習（地元協議会への出
席、現場視察等）の可能性がありま
す。

110 都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課、景観調整課

理系(建築系、土
木系、都市計画・
まちづくり系)　建
築職、土木職、
造園職、事務職
に限る

2 8/1(火)～8/7(月) 確定 5 ①7/31(月) ①8/16(水)
地域まちづくり及び魅力ある景
観づくりに係る業務

都市整備局が所管する「地域まちづくりの推進及び魅力ある景観づくり」に
係る事業の実務、広報資料の作成、市民対応等の業務を担当していただ
きます。

あり あり 無し ◎ ○ ◎
横浜のまちづくりに興味を持って
いること。

現場での実習（地元協議会への出
席、現場視察等）の可能性がありま
す。

111 都市整備局 市街地整備部 市街地整備推進課
理系(土木、建築)
土木職、建築職

1 8/21(月)～8/25(金) 確定 4 ③8/15(火) ③8/31(木)

当課で所管する市街地開発事
業について
・各地区の事業推進に向けた
施工管理、関係者調整等
・各地区の地元合意形成、活動
支援
に関する業務実習

市街地再開発事業や土地区画整理事業等の手法を通じて、主に市内の拠
点駅周辺のまちづくりについて学んでいただきます。

あり 未定 無し ○ ○ ○
具体的なまちづくりに関心がある
こと

地元の会合等に同行していただくと
きには、時間外実習となる可能性
があります。

112 都市整備局 市街地整備部 金沢八景駅東口開発事務所 土木担当
理系(土木系)　土
木職

1 8/14(月)～8/18(金) 確定 5 ②8/8(火) ③8/31(木)
土地区画整理事業等によるま
ちづくりについて

土地区画整理事業や金沢八景駅周辺事業（シーサイドライン延伸事業、公
園事業等）の概要を知り、地元組織や鉄道事業者、市の関連部署等の取
組みを知ることで、まちづくりの手法や課題、市職員の役割について学びま
す。
また、横浜市における土木職の業務について、実際に工事現場で立会い
や課題検討など、体験して考察します。

無し 無し 無し ○ ○ ○

113 道路局 総務部 交通安全・自転車政策課 不問 1 8/7(月)～8/10(木) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
交通安全啓発及び自転車施策
の推進について

・交通安全運動に必要な資料作成（交通安全統計データ作成、データ整理
等）
・交通安全教育（幼稚園・保育園や小学校）の同行及び事前準備への参加
・「自転車総合計画」の推進に向けた各種取組の見学、体験等（自転車保
管・返還業務見学、自転車照会業務等）

あり 無し 無し ◎ ◎ ○
・交通安全に関する関心、興味
・自転車に関する関心、興味

114 道路局 道路部 維持課、施設課、道路調査課 理系 2 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)

道路施設の整備や維持管理に
ついての基本的な考え方を学
ぶとともに、現場での確認を行
います。

歩道橋の長寿命化、バリアフリー整備、道路修繕、道路区域の考え方につ
いての基本的な考え方を学び、必要に応じて現地で確認を行うことで、道
路施設の重要性に対する理解促進を図ります。

あり 無し 無し ○

115 道路局 建設部 建設課 技術担当 理系(土木)　土木 2 8/21(月)～8/25(金) 確定 5 ③8/15(火) ③8/31(木)

道路局及び建設課の業務、行
政としての技術者の役割を、業
務体験を通じて確認し、考察す
る。

・建設課で受け持つ工事現場等を目で見て、事業のスケールと難しさを肌
で感じていただきます。
・設計や積算業務を通して、役所ならではの工事発注業務の体験します。
・建設課の業務内容について、世代の近い（若手）職員と本音を語り合って
もらいます。

あり 未定 未定 ◎ ◎ ◎

116 道路局 建設部 橋梁課
理系(理工学部
土木工学科)　土
木職

2 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
橋梁・トンネルの耐震対策、老
朽化対策について

市で行っている、橋梁の架け替え、耐震補強、補修工事の設計、発注業務
や点検業務、トンネルの補修工事の設計、発注業務について、現場確認、
打合せの参加等を通じて体験していただきます。

あり 無し 無し ○ ○ ◎

117 道路局 横浜環状北西線建設部 横浜環状北西線建設課 建設担当
理系(土木関連)
土木職

2 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水) 高速道路整備の実務

高速道路を整備するためには、どのような調査・設計を行い積算に反映し
ていくかという工事・委託発注までの流れを学習してもらいます。また、高速
道路の工事がどのようなものか見学し、その中で横浜市職員の役割と責
任について実感してもらいたいと思います。

あり あり 無し ◎ ◎ ○
道路設計・土木構造物等に関す
る基礎的知識

現在施工中の現場（青葉・緑・都筑
区）への出張を予定しています。

118 道路局  横浜環状道路調整課 理系 1 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
高速道路（横浜環状道路）に関
すること

横浜環状道路の事業概要や必要性及び整備効果等を学習します。
また、事業の課題と解決方法や、地元住民(地権者)・事業者(国等)との交
渉・調整について学習するとともに、施工現場を視察をします。

あり 無し 無し ○ ○
実習期間に学んだ内容を、 終日
に発表していただきます。
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119 道路局 河川部 河川事業課、河川管理課、河川計画課
理系(土木)　土木
職

2 8/1(火)～8/4(金) 確定 4 ①7/31(月) ①8/16(水)
河川計画、管理、河川改修事
業等の河川行政全般について

横浜市の河川について、過去経緯や変遷から、現在の河川計画や管理に
ついて実習し治水について理解を深めます。また、工事施工中の河川の見
学や設計、工事監督について実習し、具体的な業務を体験します。

あり 無し 無し ○ ○ ○
お盆の時期は、工事現場が休工の
ため、８月１週か４週を希望します。

120 港湾局 港湾物流部 物流企画課、物流運営課

不問(技術系は
土木、事務系は
不問)　土木職、
事務職

3 8/23(水)～8/25(金) 確定 3～4 ④8/21(月) ③8/31(木) 横浜港の物流施策

南本牧ふ頭などの施設整備をはじめ、既存ふ頭の再編、港湾関係団体と
の調整、国内外の船会社・荷主企業に対する利用促進策の展開、港湾
データの収集・分析など、横浜経済を下支えする、横浜港の物流施策を一
元的に学ぶ機会としたいと思います。あわせて、社会経済情勢が大きく変
化する中で、いま市職員に求められる姿勢、資質、能力についても、理解を
深めてもらいます。

あり 未定 無し

特段、専門知識は問いませんが、
国内外の政治経済や地方行政の
動きに関心をお持ちの方が望まし
い。

121 港湾局 建設保全部 建設第一課
理系(土木工学に
関連する学部・
専攻)　土木職

3 8/23(水)～8/25(金) 確定 3 ④8/21(月) ③8/31(木)
港湾施設を中心とした土木構
造物の設計、積算、施工管理
について

横浜港は国際コンテナ戦略港湾に指定され、先進的な施設整備を進めて
います。港湾構造物がどのように設計し施行されているのか、施工現場の
視察や設計書作りなどの実体験を通じて考察します。

無し 無し 無し ◎ ○ ○

122 港湾局 建設保全部 建設第二課 理系 2 8/22(火)～8/25(金)
変更の
可能性

あり
4 ④8/21(月) ③8/31(木)

南本牧ふ頭の工事現場の視察
等を通じ、港湾工事の理解を深
めます。

実際に工事現場を視察し、海上工事の設計・積算から工事完了までの流
れや、陸上工事についての概要を学びます。また、海上から横浜港を見た
り、物流の現場も視察できます。

あり 未定 無し ○ ○ ◎

123 港湾局 建設保全部 保全管理課 土木担当
理系(土木工学に
関連する学部・
専攻)　、土木職

2 8/23(水)～8/25(金)
変更の
可能性

あり
3 ④8/21(月) ③8/31(木) 港湾の土木施設の維持管理

横浜港の施設や土木施設の維持管理の現場実習等を通して、物流や賑わ
い機能として大きな役割を果たしている「港」について知り、港が機能する
ために重要な施設である土木施設の維持管理を学べることができます。

無し 無し 無し ○ ○ ○

124 消防局　横浜市民防災センター　音楽隊
文系

音楽（器楽科）部
5

8/21(月)～8/25(金)のうち
4日間

変更の
可能性

あり
4 ③8/15(火) ③8/31(木) 演奏・演技を通じた防災広報

横浜市内の様々な場所で、演奏を通じて防災広報を行います。
横浜市民防災センター展示室で受付業務を通して防災に関する知識の普
及・啓発について実習します。
ポートエンジェルス119の演技を体験します。

未定 未定 無し 　
吹奏楽で使用する楽器が演奏で
きること

125 消防局　旭消防署　南本宿消防出張所 不問 6 8/1(火)～8/4(金)
確定

4 ①7/31(月) ①8/16(水) 消防局警防業務について

消防職員の中で、警防業務は、あらゆる災害対応するため、日ごろの訓練
等で体力だけでなく、技術・知識・精神力を養っていることから、実習生に、
職場見学を行ったうえで、実際に職員と訓練等を体験し、消防職員の結束
力や命を守る大切さを学んでいただきたいと思います。

無し 無し 無し

消防業務の中で、警防業務にお
ける日ごろの訓練等を経験してい
ただきますので、体力は問いませ
んが、体調万全でお願いします。
また、当職場が男性職員しか対
応できないため、男性実習生の
みの希望を承ります。

服装はトレーニングウェアで実施し
ます。

126 消防局　金沢消防署　警防課 不問 10 8/7(月)～8/10(木)
確定

4 ①7/31(月) ①8/16(水)
消防業務（消防士の業務）、
救急業務（救急救命士の業務）

消防士の現場活動を体験します。
救急隊員(救急救命士)の業務体験します。
救助隊員による救助訓練の体験します。
市民等に対する救急指導等の体験します。

無し 無し 無し ○ ○ ○ 　特になし
服装はトレーニングウェア及び運動
靴で実施します。

127

水道局
①②配水部　③給水サービス部
①北部方面工事課　②北部方面配水管理課　③菊名水道事務所
①事務係・工事係・設計係　②管理係・水運用係　③事務係・料金係・
給水係・維持係

理系 6 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
安全で良質な水を届けるため
に必要なこと

普段当たり前のように使っている水道がどのように供給されているかを
知ってもらうとともに、水道管の更新工事を通して、地方公共団体が行う土
木工事について理解を深めてもらういます。また、講義だけでなく、残留塩
素調査、水圧調査、設計業務の模擬体験や工事現場への随行等により実
際の業務を体験してもらいます。

無し 無し 無し ○ ○ ○

128
水道局 中村ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ
配水部（南部方面配水管理課、南部方面工事課）
給水サービス部（中村水道事務所、給水維持課水道メーター係）

不問 3～4 8/28(月)～8/31(木) 確定 4 ④8/21(月) ④9/6(水) 水道事業の基礎を広く知る

＊水道水が各家庭までにどのように配水されるか、また、水道メーターを
含め、維持管理をどのように行っているのか、現場作業の体験なども交え
実習します。
さらに、水道事業についての市民への周知活動、災害対策活動や水道料
金についても理解を深めることができます。

無し 無し 無し ○ ○ 水道事業に興味のある人

中村ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ内の4つの課で、
水道事業の基礎を幅広く理解して
いただけるよう多くのメニューを用
意しています。

129 水道局 浄水部 設備課 設備監理係 理系 1 8/1(火)～8/15(火) 確定 10 ①7/31(月) ②8/23(水)
横浜市水道局の設備維持管理
と設備基準関係について

　横浜市水道局職員の人材育成について紹介します。
　水道局の施設見学を行った上で、浄水場の設備点検や設備基準関係等
の様々な実習を体験します。職員との意見交換等を通じて、研修報告や打
合せのへの参加などの実践の機会もありますので、電気機械設備につい
て技術の向上を図りたい方におススメです！

無し 無し 無し ○ ○ ○
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130

水道局 施設部
建設課…設計係・工事係
技術監理課…技術指導係・検査安全係・設計基準係
工業用水課…設計工事係

理系(土木)　土木 4 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
水道事業に係る土木職の業務
について

土木職が従事する水道事業の計画・設計・監督・維持管理等の業務に関
し、3課の業務内容や現場見学等を通じた就業体験をし、土木職の役割や
使命を考察します。

無し 無し 無し ○ ○ ○
水道事業に関心を有していること
土木現場施工に関心を有してい
ること

建設課では平成28年度に2名受け
入れましたが、生物科学科（微生
物、環境保全、衛生管理）と環境科
学科（水処理、水質管理）の学生で
あったため、土木系を学んでいる学
生を希望します。

131 交通局 総務部 能力開発センター 研修担当 不問 1 8/22(火)～8/25(金)
変更の
可能性

あり
4 ④8/21(月) ③8/31(木)

交通局における研修事業につ
いて

交通局の事業内容を理解し、研修立会などをとおして、研修の課題等を検
討することで、人材育成について学びます。

あり 無し 無し ○ ○ ○
当該期間における研修開催日の関
係で、受入期間を変更する場合が
あります。

132 交通局 営業推進本部 事業開発課、営業・観光企画課 不問 4 8/1(火)～8/10(木) 確定 7.5 ①7/31(月) ①8/16(水)
資産有効活用による増収対策
及びお客様満足度の向上につ
いて

店舗や広告に代表される資産の有効活用や、観光・貸切バス、企画乗車
券や沿線商店街との連携事業など、営業推進本部が取り組む多様な業務
ついて実体験を通じながら学んでいきます。新企画の検討を行い、職員に
発表する機会もありますので、貴重な経験を積むことができますよ～！

あり 無し 無し ○ ○ ○

・鉄道事業・自動車事業に興味の
ある方
・自ら考え、行動することが好きな
方

133 交通局 工務部 施設課
理系(工学部、土
木系)　土木

2 8/21(月)～8/25(金) 確定 5 ③8/15(火) ③8/31(木)
★５日で地下鉄のいろはが学
べる！鉄道（土木）技術者入門
★

　公営企業ならではの地下鉄事業に触れ、土木公務員の醍醐味を味わえ
ます。初日のガイダンスの後、図面や積算書の確認のほか、滅多に体験で
きない作業現場確認や夜間工事の立会業務を行います。初めて鉄道土木
を知った方でも、職員が丁寧に基礎から説明いたしますので、ふるってご参
加ください。

あり 夜間 無し ○ ○
夜間工事立会業務を行います。
（23：00から28：00まで）次の日は１
日休みとなります。

134 交通局 工務部 新横浜工事事務所 工事係
理系(土木工学)
土木職

2 8/22(火)～8/24(水) 確定 3 ④8/21(月) ③8/31(木)
市街地における大規模土木工
事の施工管理

新横浜駅前における相鉄・東急直通線の工事概要を理解し、施工管理業
務（出来形管理、品質管理、工程管理、安全管理、協議調整）がどのように
行われているのかを実地で実習するほか、計画から工事発注までの流れ
を学びます。

無し 無し 無し ○ ○

135 医療局病院経営本部 病院経営部 病院経営課 不問 3 8/21(月)～8/24(木)
変更の
可能性

あり
4 ③8/15(火) ③8/31(木)

公立病院のホスピタリティ向上
への取組

公立病院の経営に参加してみませんか！
市立病院では、経営の重要課題として、ホスピタリティ向上に取り組んでい
ます。あなたのフレッシュなアイディアをお待ちしています。

無し 無し 無し ◎ ◎ ○

136 教育委員会事務局 総務部 生涯学習文化財課 生涯学習係 不問 2 8/17～18,8/22,8/29～30 確定 5 ③8/15(火) ④9/6(水) イベントの事務局業務について

小中学生を対象に、働く体験や様々な人との交流の機会を提供するため、
企業等の協力で実施している「子どもアドベンチャー」事業において、イベン
トの事務局業務を体験します。具体的には、プログラム参加者への案内、
各プログラムの巡回、参加者数の集計、プログラム実施団体の報告書とり
まとめ、イベント実施結果等のホームページへの掲載などの業務を予定し
ています。

無し 無し 無し ○ ○
ホームページ作成に関する知識・
技術

137 教育委員会事務局 教職員人事部 教職員育成課 育成係 不問 3 8/1,8/2,8/31,9/1
変更の
可能性

あり
4 ①7/31(月) ④9/6(水) 教職員への研修事業の補助

教職員への研修の実施の補助（会場設営、受付、実施中の補助等）
研修報告書等の整理・、集計等

未定 未定 未定

138 教育委員会事務局 施設部 学校計画課 不問 1 8/29(火)～9/1(金) 予定 4 ④8/21(月) ④9/6(水)
横浜市立小中学校の計画につ
いて

横浜市立小中学校には、その規模に応じて望ましい児童生徒数がありま
す。各校の児童生徒数の推計や地域の特性などを考慮しながら、望ましい
人数を維持できるように考察します。

あり 未定 無し
・出張先との予定調整等があるた
め、原則として受入期間の変更は
できません。

139 教育委員会事務局 指導部 学校支援・地域連携課 地域連携係 不問 1 8/1(火)～8/3(木) 予定 3 ①7/31(月) ①8/16(水)
学校と地域の連携・協働に関す
る業務、学校開放事業、ＰＴＡ
支援等の事務補助

横浜市では「子どもたちを社会全体で育む」ため、各学校において地域と
の連携・協働の取組を推進しています。当課では、学校支援活動において
中心的な役割を果たす人材である、「学校・地域コーディネーター」を養成
し、各校に配置しています。また、学校施設を学校教育に支障のない範囲
で、地域の文化・スポーツ活動の場として開放しています。

無し 無し 無し ○ ○

140 教育委員会事務局 指導部 高校教育課 不問 1 8/1(火)～8/3(木)
変更の
可能性

あり
3 ①7/31(月) ①8/16(水)

横浜市立高等学校の指導企
画、高等学校就学支援金・高等
学校奨学金業務等

横浜市立高校に関して、特色あふれる市立高校への訪問等を通じて、学
校での業務に触れるほか、高等学校等就学支援金や高等学校奨学金等
の業務を体験します。教育行政で働きたい方にお勧めです。

あり 無し 無し ○ ○ 教育行政に関心がある方。
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141 教育委員会事務局 指導部 健康教育課 給食係 不問 2 8/22(火)～8/25(金) 確定 4 ④8/21(月) ③8/31(木)
横浜市の学校給食を中心とし
た業務について

　横浜市の学校給食は毎日約２０万食が提供されているが、栄養バランス
よく、美味しく安全な給食を提供するために、教育委員会や学校等でどの
ような取組みが行われているのかを中心に、児童・生徒の健康を守る仕事
について学ぶことができます。

あり 無し 無し ○ ○
　栄養士や養護教諭などを目指
す方や学校現場に興味がある方
が望ましい

学校現場へ同行する可能性があり
ます。

142 議会局 市会事務部 政策調査課 不問 2 8/15(火)～8/22(火) 確定 6 ②8/8(火) ③8/31(木)
議会局（主に政策調査課）の役
割と取組について

横浜市会が市民に期待される役割を十分に発揮するために、サポートを
行っている議会局の役割を学びます。具体的には、主に、政策調査課で、
議会棟見学ツアー（夏季の「子どもアドベンチャー」のプログラムとして市内
小学生等を対象に実施）の事前準備、当日の案内・説明に従事する中で、
市会の仕組みや市民応対等を学びます。

無し 未定 無し ◎ ◎ ○

計 343 人
（＊未確定の 小値含む）
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