
№ 分野
所属

コード
所属名

連絡

担当者
受入期間 受入日数 業務内容 受入人数 受入条件

高校生でも受け入れ可能

なプログラム

1 福祉 AX05 障がい福祉課 畠中 随時受入（要相談） １週間程度

・事業所台帳整理

・障がい者作品展応募受付・整理・PR

・事業団の事業所で支援体験

・喫茶ゼルコバSNSの投稿内容作成

・教養教室等の体験レポート

１人

・明るく元気な方

・福祉に関心のある方

※受入日や期間によって業務内容は変わります。

〇

2 福祉 AX05 障がい福祉課 坂野 随時受入（要相談） ２日間

・啓発用手話動画の作成

（簡単な手話をその場で覚えて動画に出演）

・手話虎の巻の原稿作成

・（ｲﾍﾞﾝﾄがあれば）啓発ブースでの市民啓発

１人

・明るく元気な方

・福祉に関心のある方

・動画に出演可能な方（動画は広く啓発で活用します。）

〇

3 福祉 AX07 介護保険課 佐藤

①8月3日(水)10時～16時

＠T-FACE　A館9階

②8月21日(日)11時～16時30分

＠豊田市福祉センター

③8月31日(水)10時～16時

＠T-FACE　A館9階

３日間

①・介護保険課の業務説明

・介護の就職フェア（介護人材を増やすために実施するイベント）の学生向

け広報手段の企画検討【グループワーク】

②・介護の就職フェアの本番運営補助

・介護施設職員から直接介護の仕事の話を聞く

③１月のフェアに向けたより効果的な広報手段と魅力的な企画の検討・発表

【グループワーク】

20人程度

・３日間参加可能な方

・市の事業の企画・広報に興味がある方

・福祉・介護分野に興味がある方

〇

4
土木

建築
AH11 土木課 加藤 ８月１日～８月３１日 ２日間

・施工現場の立会い

・設計図書整理
２人 ・土木専攻の方 ×

5
土木

建築
AH12 河川課 安藤 9月1日～9月30日 ２日間

・施工現場の立会い

・データ入力
1～2人程度 ・土木専攻の方 〇

6
土木

建築
AH１４ 幹線道路推進課 今村 ９月２６日～９月３０日 ２日間

・施工現場等の立会

・設計積算業務補助
１人

・土木専攻の方

・土木工事等に興味がある方
×

7
土木

建築
AH17 地域建設課 河北 9月1日 ～9月30日 3日程度

・工事予定箇所の測量調査

・データ入力・整理

・設計業務補助

・施工現場の立会い　など

1人

・足助支所まで通勤できる方

・パソコン（Word,Excel）の基本操作ができる方

・作業着を持参してください

〇

8
土木

建築
AH18 建設企画課 川戸 8月1日～8月31日 2日間 ・交通事故対策など当課所管計画の現場確認等 1人 ・土木専攻の方 〇

9
土木

建築
AJ16 市街地整備課 加藤 9月上旬～9月下旬 ２日間

・施行現場の立会い（市街地整備課，区画整理支援課）

・工事設計業務補助（市街地整備課，区画整理支援課）

・関連資料整理等（市街地整備課、都市整備課）

1人

・パソコン（Word、Excel）の基本操作ができる方

・環境都市工学（土木工学）専攻の方

・作業着を持参してください

・区画整理支援課（0.5日程度）、都市整備課（0.5日程度）で合同実施

×

10
土木

建築
AJ21 建築予防保全課 倉橋 8月1日～9月30日 2～5日間

・建築相談課業務補助

　（建築行政（確認申請、長期優良住宅、特定施設整備（人にやさしい街づ

くり）、後退用地、建設リサイクル、景観、屋外広告物、耐震）に関する業

務　等）

・建築整備課業務補助

　（設計に関する現場調査、設計図書の整理・作成　等）

・建築予防保全課業務補助

　（公共施設の修繕発注、自主点検現場研修　等）

10人

・同時受入は3人までとする。

・建築、電気、機械専攻の方（専攻によって業務内容は調整予定）

・建築相談課、建築整備課、建築予防保全課で合同実施

×

11
土木

建築

AJ22

AJ23

公園緑地つくる課

公園緑地つかう課

加藤

榎本
随時受入（要相談） 2日間 ・施工現場の立会い １人 ・作業着を持参してください。 〇

12
土木

建築
CA05 上水運用センター 安藤 ９月１日～９月３０日 １～２週間程度

・水道施設点検管理補助

・施工現場立会い、設備故障対応

・データ入力・整理

１人

・電気、機械を専攻されている方

・パソコン（Word、Excel）の基本操作ができる方

・作業着など、動きやすい服装で参加してください。

〇

13
土木

建築

CA15

CA07

CA14

（上下水）企画課

下水道建設課

下水道施設課

高橋 9月5日～9月16日 1週間程度

・管路の施工中の現場立会の補助

・下水道施設計画及び管路設計業務の補助

・浄化槽確認業務の補助

・処理場等の下水道施設の稼働状況確認の補助

・各業務の資料整理

・下水道業務に関する意見交換会

2人程度
・水環境に関心のある方

・同時に２人の受入れも可能
×

14 地域 AJ02 交通政策課 松下 ９月１日～９月３０日 ５日間 ・おいでんバス利用促進業務、バス停・施設の確認業務 １人 ・公共交通に興味のある方 〇

15 地域 AU05 小原支所 天野 9月5日～9月16日 1週間程度
・地域会議、定住関連　事務・現場

・防災イベント準備　等
1人

・山村振興、定住施策に興味のある方

・自力で小原支所に通える方
×

16 地域 AK01 次世代育成課 渡邉
随時受入

（要相談：月曜日以外）
３～５日間 ・青少年センター及び総合野外センターの活性化に向けたアイデア出し ２～３人程度 ・若者を対象とした事業に興味のある方 〇

17 生涯活躍 AW10 スポーツ振興課 太田
イベント実施日前後

（要相談）
1日～3日

・イベント（市施策）運営準備

・イベント（市施策）運営補助
1人程度 ・土日でも対応可能な方 〇

18 生涯活躍 AW01010
市民活躍支援課

とよた市民活動センター
勝川 9月14日～9月16日 3日間

団体の活動見学・取材・まとめ

交流会の準備・受付・参加
2人

・３日間参加できる方

・人と交流するのが好きな方
〇

19
獣医

薬学
AY02 保健衛生課 鶴田 随時受入（要相談） 1～5日間程度 ・食品衛生、動物愛護、試験検査、と畜検査、薬務、環境衛生の各業務 1～2人程度 ・獣医学、薬学専攻の方 ×

20 産業 AG11 産業労働課 安藤 8月1日～8月31日 2日程度 ・企業訪問、施設見学、事業説明など 2人程度 〇

21 産業 AG13 農政企画課 岩月 ９月10日～９月11日 ２日間 ・産業フェスタ農林マーケット運営補助 各日１人
・明るく元気な方

・農産物に興味があるとよい
×

22 産業 AG13 農政企画課 岩月 9月19日 1日間 ・スイーツフェア運営補助 1人 ・スイーツが好きな方 ×

23 企画 AN07 未来都市推進課 松井
8月3日～9月30日

（月曜日を除く）
３日

・エコフルタウン施設運営、来場者対応

・イベントの準備・対応（受入れ期間に実施予定がある場合）

・関係者会議（会議録作成）、資料作成業務

・ＳＮＳを活用したプロモーション原稿作成

（・8/19、9/16はSDGｓカードゲーム）

2名
・同時に2人の受入れは不可

・業務内容は、受入れ時期によって異なる
×

24 企画 AW09 国際まちづくり推進課 近藤 随時受入（要相談） ３日間

・関係施設見学

・事務作業補助

・SNSでの情報発信　ほか

１～２人
・多文化共生及び国際交流に興味のある学生

・受入は１人ずつ　各３日間
×

25 環境 AE03 環境保全課 江坂 随時受入（要相談） ３日間程度

・イベント補助

・行政立入検査補助

・環境調査補助

２人

・環境に興味がある方

・動きやすい服装が必要

・受入日は連続にならない場合がある。

・土、日も勤務の可能性がある。

〇

26 環境 AE04 廃棄物対策課 多和田 随時受入（要相談） １日間 ・廃棄物処理施設立入検査補助 1人  ・化学専攻の方 ×

27 環境 AH12010 矢作川研究所 金田 8月1日～9月30日 1日 ・現地調査補助 1人
・河川環境の保全に興味のある方

・健康な方
〇

令和４年度　インターンシップ　プログラム一覧（行政職）


