
令和４年度 秦野市インターンシップ実施概要 

 

１ 目的 

秦野市が学生に対して市における実践的な就業体験の機会を提供

することにより、学生の就業意識の向上および市政に対する理解を

深めることを目的とする。 

 

２ 実習期間及び内容 

  各課実習内容のとおり 

 

３ 留意事項 

(1) 実習中は、けがのないよう、くれぐれも注意してください。 

皆さんは、地方公務員ではありませんが、その意識をもって臨 

んでください。 

市役所には、さまざまな情報が集まります。その中には、市民の

個人情報もあります。もし、この実習でそのような情報に接した場

合は、決して他の人にお話しすることがないようお願いします。 

 (2) 新型コロナウイルス感染症防止のため、実習中以外の時間も、

感染リスクの高い場所に立ち寄らないなど、自覚ある行動をお願

いします。 

 (3) 実習期間中は、自家用車での来庁はしないでください。 

 (4) 昼食、飲み物は、各自で用意してください（指定がある場合を除く）。 

(5) 実習中は、市で用意するネームプレートを着用していただきます。 

(6) 実習中の服装は、特に指定がない実習については、シャツに、スラッ

クスなど、実習生として、ふさわしい身なりでお願いします（サンダル

や下駄履き、サングラスは不可）。また、本市では、省エネルギー対

策及び地球温暖化防止を目的として夏季の軽装に取り組んでいま

すので、ノーネクタイ、ノージャケットでも差し支えありません。 

 

４ インターンシップ報告書について 

(1) 「インターンシップ実施報告書」（市ホームページ「インター

ンシップ」のページに掲載）は、来年以降の実習生の参考にさせ



ていただくため、率直な感想を御記入いただき、人事課へメール

で提出してください。 

(2) 学校の実習日誌等がある場合、原則として当日の実習終了後、実

習を担当した職員に提出してください（毎日）。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対策について 

(1)   事前に体調等確認票（市ホームページ「インターンシップ」の

ページに掲載）をダウンロードし、確認事項の記載内容を確認のう

え、検温時の日付（実習当日）、その日の実習課、氏名、体温を記

入し、実習日に持参してください。なお、検温、体調等確認票の記

入は、実習日の都度行ってください（実習を行う課で回収します）。 

 (2) 熱を測っていない場合や、体調等確認票の体温測定結果が37.5

度未満かつ体調等確認票記載の確認事項に該当しないことを確認

できない場合は、当日の実習に参加できません。 

(3) 実習当日は、感染予防のため、マスクの着用をお願いします。 

 (4) 咳エチケット、手洗い、うがいの励行、感染のリスクが高い場

所を避けるなど、普段から感染予防と体調管理に努めてください。 

(5) 当日、体調が不良の場合は、必ず人事課に連絡し、実習をご遠

慮いただくようお願いします。 

 

６ 秦野市所管課 

  総務部人事課 深田 

  電話 代表：０４６３－８２－５１１１（内線）２５５５ 

     直通：０４６３－８２－５１２０ 

 

 



令和4年度インターンシップ実施概要

※7月25日現在の日程となります。新型コロナウイルス感染症対策のため現時点で中止となっている実習課もあります。中止の場合、縮小した日程での実施となります。

課名 日程 受入れ人数 内容・目的 集合時間 実習時間 場所 服装や持ち物・注意事項等

8月2日(火) 全員 オリエンテーション 　　　　　　　9：50 10:00～11:30 市役所本庁舎4階議会第一会議室
ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

8月26日(金) 全員 新採用職員との座談会及び閉講式 13:20 13:30～17:00 教育庁舎3階大会議室
ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

課名 日程 受入れ人数 内容・目的 集合時間 実習時間 集合・実習場所 服装や持ち物・注意事項等

8月3日(水) 2名 8:50 9:00～16:00 市役所本庁舎2階広報広聴課内
ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

8月19日(金) 2名 8:50 9:00～16:00 市役所本庁舎2階広報広聴課内
ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

議

事

政

策

課 8月18日(木) 議場見学及び議会のしくみについて講義 10:20 10:30～12：00

人

事

課
8月18日(木) 職員（ひと）づくり基本方針についての講義及びグルー

プワーク
議事政策課に引き続いて
実施

13:00～17:00

8月9日(火)

8月10日(水)

8月15日(月)

8月16日(火)

8月24日(水)

8月25日(木)

8月8日(月) 1名 公民館自主事業（アフタヌーンコンサート）の会場準
備、受付等

10:00 10:30～16:00
本町公民館（現地集合・現地解
散）

ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

8月21日(日) 2名
第４回はだの生涯学習講座（～東海大学の先生がレク
チャー！～一緒に学ぼう！夏休み読書感想文書き方
講座）の開催時の補助（会場設営、受付、片付け等）

12:00 12:00～16:00
秦野市役所教育庁舎3階大会議
室

ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

8月16日(火) 4名 13:00 13:00～17:00

8月17日(水) 4名 13:00 13：00～17：00

8月23日(火) 4名 13:00 13:00～17:00

8月12日(金) 準備：3名 9:00 9:00～17:00
集合場所：文化振興課
活動場所：クアーズテック秦野カ
ルチャーホール

8月13日(土)
当日従
事：5名

13:00 13:00～20:45
クアーズテック秦野カルチャー
ホール
（現地集合・現地解散）

8月5日(金) 1名 地球温暖化対策推進本部(作業部会)に参加してもら
い、課題の抽出、解決、理解を深めてもらう。

9:00 10:00～11:30 市役所西庁舎1階環境共生課内
ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

8月6日(土) 1名 秦野名水フェスティバルの運営補助を通して、身近な
水の魅力を理解してもらう。

9:30 9:30～15:30
クアーズテック秦野カルチャー
ホール
（現地集合・現地解散）

動きやすい服装で参加してください。
現地集合です。

森

林

ふ

れ

あ

い

課 8月18日(木) 3名 森林セラピー補助及び体験 12:30 12:30～17:00
はだのクリーンセンター
（現地集合・現地解散）

弘法山を散策するため、動きやすい服装で参
加してください。

8月23日(火) ごみ収集体験（2名）し、その様子を動画撮影（2名）す
る。また、秦野市のごみの現状について取材し学ぶ。

8:15 8:15～17:00

8月24日(水) 上記の内容について全員で考えをまとめ、学生として
市民に訴える動画を作成する。

8:15 8:15～17:00

8月3日(水) 1名 8:45 8:45～17:00 動きやすい服装で参加してください。

8月5日(金) 1名 8:45 8:45～17:00 動きやすい服装で参加してください。

8月9日(火) 9:30 9:30～16：00

8月10日(水) 9:30 9:30～16：00

8月8日(月) 9:00 9：00～17：00

8月9日(火) 9:00 9:00～17:00

8月10日(水) 9:00 9:00～17:00

8月22日(月) 9:00
9:00～12:00
13:00～16:00

8月23日(火) 9:00
9:00～12:00
13:00～16:00

8月24日(水) 9:00
9:00～12:00
13:00～16:00

はだの歴史博物館
（現地集合・現地解散）

防

災

課

1名

2名

観

光

振

興

課

第75回秦野たばこ祭の準備に係る補助
その他観光事業に係る補助

は

だ

の

魅

力

づ

く

り

推

進

課

環

境

資

源

対

策

課

建

設

部

上

下

水

道

局

2名

2名

2名

・総合防災訓練準備作業（各広域避難場所で使用する
物品配備）
・風水害事前対策作業（土のうステーション点検・整備
等）
・地区配備隊訓練同行

生

涯

学

習

課

文

化

振

興

課

環

境

共

生

課

広報はだの校正作業（二校）

動きやすい服装（ワイシャツ。スラックス等）
派手な色彩、デザインのものは避けて下さ
い。

1名

【8/8】
秦野市役所東庁舎2階
建設管理課集合
【8/9、8/10】
集合場所は前日にお伝えします

動きやすい服装（ワイシャツ。スラックス等）
派手な色彩、デザインのものは避けて下さ
い。また工事現場に行くことも想定されますの
で、作業着や運動靴を別途用意してください。

4名
秦野駅北口周辺において「まちの魅力再発見」や「にぎ
わいの提案」を目的にグループでフィールドワークを行
う。（調査結果の発表やＳＮＳでの発信あり）

秦野市役所西庁舎2階
はだの魅力づくり推進課集合
その後各現場へ移動

土木工事の設計や積算の他、その準備に必要な現地
の測量について体験する。また、現在稼働している工
事現場での監督職員が受注者と対応している状況や
工事現場の施工状況の見学を行う。その他道路パト
ロール等

動きやすい服装（ワイシャツ。スラックス等）
派手な色彩、デザインのものは避けて下さ
い。

工事現場の監督業務の付き添い、施設巡視の補助業
務を通して、上下水道事業の役割や仕組みについて
理解を深める
【8/22】水道施設及び下水道施設の視察
【8/23】水道現場の監督業務補助、水道施設の巡視補
助
【8/24】下水道工事現場の監督業務補助

上下水道局庁舎３階
下水道施設課集合
その後会議室及び各現場へ移動

6名 市役所本庁舎4階
議会第一会議室

市役所西庁舎1階観光振興課内

環境資源センター
（現地集合・現地解散）

動きやすい服装、特にごみ収集体験する
学生は、着替え、タオルを持参してくださ
い。

ワイシャツ、スラックス等（Ｇパンは不可）、派
手な色彩、デザインのものは避けてください。

人

事

課

事務所外での活動が中心となるため、作業に
適した服装で参加してください。

事務所外での活動が中心となるため、作業に
適した服装で参加してください。

市役所職員の基礎知識として必要な地域の歴史を学
ぶとともに、文化財行政や博物館行政の業務について
学び理解する。
・はだの歴史博物館の見学と秦野市の歴史概説
・文化財データのデジタル化に伴うデータ入力、刊行物
の在庫確認
・史跡の維持管理（樹木剪定）を行う

秦野市役所西庁舎３階防災課集
合
その後各現場へ

事務所外での活動が中心となるため、作業に
適した服装で参加してください。

秦野市平和の日事業（ピースキャンドルナイト及びはだ
の平和の日のつどい）開催準備及び当日運営

9:00

9:00

9:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

広

報

広

聴

課


