令和元年度
実習部署
（所在地）

企画部
交通総合政策課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部6F)

行政部
職員育成課
(岐阜市江川町27・西
別館2F)

受入
人数

1人

2人

岐阜市インターンシップ実施計画表

主な実習内容・期間・時間 等
［主な実習内容］
・地域公共交通（コミュニティバス等）に関する業務
(現地実習あり）
・その他交通政策に関する業務
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)
② 8月13日(火)～16日(金)
（①と②いずれかの期間で1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分
［主な実習内容］
・職員研修の概要
・職員研修の運営補助、体験 等
［期間と受入人数］
① 8月14日(水)～16日(金)、19日(月) 、20日(火)（1人）
② 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

連

絡 先

058-214-2017

058-264-0772

※簡単なパソコン操作（エクセル、ワード等）ができること。

商工観光部
鵜飼観覧船事務所
(岐阜市湊町1-2・長良
橋南詰め)

農林部
中央卸売市場
(岐阜市茜部新所2-5)

5人

2人

［主な実習内容］
・受付業務補助
・鵜飼観覧船乗船客の案内・誘導
［期間と受入人数］
① 8月 1日(木)～ 5日(月)（1人）
② 8月 8日(木)～12日(月)（1人）
③ 8月15日(木)～19日(月)（1人）
④ 8月22日(木)～26日(月)（1人）
⑤ 8月27日(火)～31日(土)（1人）
［時間］
午前10時45分～午後7時15分
［主な実習内容］
・市場管理に関する業務補助
・市場施設維持に関する業務補助
・市場会計等庶務に関する業務補助
・セリ等見学
［期間と受入人数］
① 8月26日(月)～30日(金) (2人)
［時間］
午前8時30分～午後5時15分
（セリ見学日（29日(木)）は、午前5時～午後1時45分）
※動きやすい服装を用意してください。
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058-262-0104

058-271-1341

実習部署
（所在地）

市民生活部
消費生活課
消費生活センター

受入
人数

(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部2F)

福祉部
第二恵光
(岐阜市西島町4-24)

等

2人

［主な実習内容］
・岐阜市の消費者行政・計量行政の概要説明
・消費生活にかかる啓発活動の補助
・計量検査の補助
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（1人）
② 8月19日(月)～23日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

1人

［主な実習内容］
・特定健診、特定保健事業の封入封緘等（保健事業）
・高額療養費支給補助業務等（給付）
・高齢証、資格適正化勧奨通知等の封入（保険料）
・収納消込作業、郵便物発送補助等（収納）
［期間と受入人数］
① 8月 6日(火)～ 9日(金)、13日(火)（1人）
［時間］
午前9時00分～午後5時00分

(岐阜市橋本町1-1023)

市民生活部
国保・年金課

主な実習内容・期間・時間

4人

［主な実習内容］
・知的障がいのある利用者の生活全般に関する支援補助
及びコミュニケーション
・環境整備（館内清掃・洗濯・洗濯たたみ等）
・地域交流行事『夏祭り』（8月3日(土)開催）の準備、実
施補助
［期間と受入人数］
① 8月 1日(木)～ 3日(土) 、 5日(月) 、 6日(火)（2人）
② 8月14日(水)～16日(金) 、19日(月) 、20日(火)（2人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分
※知的障がいのある大人の方の生活施設です。入浴や食事、着
替えなどのお手伝いが業務の中心ですので、行政事務の実習
を希望する場合はご遠慮ください。
※実習前にHP（https://www.city.gifu.lg.jp/11026.htm）を
必ずご確認ください。
※動きやすい服装（着替え）、上履き、水分補給用の飲み物を
用意してください。
※入口は東側正面玄関です。オートロックですので、インター
ホンでお呼出しください。
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連

絡 先

058-268-1067

058-214-2086

058-232-4395

実習部署
（所在地）

受入
人数

ドリームシアター
岐阜
～総合文化活動の拠点施設～

(岐阜市明徳町6)

15人

指定管理者
(公財)岐阜市教育文化
振興事業団

健康部
衛生試験所
(岐阜市三田洞東5-61)

主な実習内容・期間・時間

等

［主な実習内容］
・子どもの遊ぶ体験スペース（4・5F）での指導援助
・夏休み子どもセミナー等の準備・指導援助
・イベント開催準備の補助
［期間と受入人数］
① 8月 1日(木)～ 4日(日)（5人）
② 8月 6日(火)～10日(土)（5人）
③ 8月21日(水)～25日(日)（5人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

連

絡 先

058-262-2811

※子どもたちとの活動が中心です。行政事務の実習を希望する
場合はご遠慮ください。
※動きやすい服装を用意してください。

1人

［主な実習内容］
・理化学検査
・微生物検査
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

058-236-1050

※獣医学科、薬学科、臨床検査学科、理工学部化学科の学生に
限ります。
※白衣と上履きを用意してください。

健康部
保健所
食肉衛生検査所
(岐阜市境川5-148・岐
阜 市 食 肉 地 方卸 売 市
場内)

2人

［主な実習内容］
・と畜検査
・食鳥検査
・精密検査（微生物・理化学）
［期間と受入人数］
① 8月19日(月)～23日(金)（1人）
② 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前7時45分～午後4時30分
※獣医学科の学生に限ります。
※汚れてもよい服装を用意してください。
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058-275-1550

実習部署
（所在地）

まちづくり推進部
まちづくり景観課
(岐阜市神田町1-11・
南庁舎1F)

受入
人数

4人

主な実習内容・期間・時間

等

［主な実習内容］
・景観、屋外広告物に関する現地調査
・景観、屋外広告物申請業務補助
・調査結果等パソコン入力補助
・空き家相談窓口、定住推進業務補助
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（1人）
② 8月13日(火)～16日(金)（1人）
③ 8月19日(月)～23日(金)（1人）
④ 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

連

絡 先

058-214-2258

※景観、屋外広告物、空き家、定住推進の業務について自ら意
欲をもって取り組むことができること。
※単位取得が目的の方はご遠慮ください。
※パソコン操作（ワード、エクセル等）ができること。
※現地調査等のため、作業しやすい服装（Ｔシャツ・ジーンズ
は不可）を用意してください。

まちづくり推進部
公共建築課
(岐阜市神田町1-11・
南庁舎1F)

1人

［主な実習内容］
・特記仕様書、標準仕様書、各種様式の照査事務補助
・建築全般事務補助 等
［期間と受入人数］
① 8月19日(月)～23日(金)
② 8月26日(月)～30日(金)
（①と②いずれかの期間で1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

058-265-3897

※建築系学科の根気のある学生に限ります。
※パソコン操作（ワード、エクセル等）ができること。
※汚れてもよい服装を用意してください。

都市建設部
都市計画課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部8F)

8人

［主な実習内容］
・都市計画に関する窓口業務の補助
・都市計画に関する資料作成 等
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（2人）
② 8月13日(火)～16日(金)（2人）
③ 8月19日(月)～23日(金)（2人）
④ 8月26日(月)～30日(金)（2人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分
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058-265-3906

実習部署
（所在地）

都市建設部
市街地再開発課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部8F)

受入
人数

2人

主な実習内容・期間・時間

等

［主な実習内容］
・イベント企画立案に関する業務
・市街地再開発事業に関する事務補助
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（2人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

連

絡 先

058-214-4629

※実習生2人の協働で企画立案等を行います。

都市建設部
駅周辺事業推進課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部8F)

3人

［主な実習内容］
・名鉄名古屋本線連続立体交差事業の推進業務
・土地区画整理事業の都市計画手続き事務の推進業務
・岐阜駅前広場の維持管理業務
・岐阜駅周辺整備事業の推進業務
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（1人）
② 8月19日(月)～23日(金)（1人）
③ 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

058-214-4823

※技術系学科（土木職）の学生に限ります。
※動きやすい（汚れてもよい）服装を用意してください。

都市建設部
公園整備課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部8F)

2人

［主な実習内容］
・都市公園の整備･再整備等に関する業務補助
資料作成（データ整理等）
現地調査（公園施設の現況確認等）
・緑化事業等に関する業務補助
・都市公園の管理･運営等に関する業務補助 等
［期間と受入人数］
① 8月19日(月)～23日(金)（1人）
② 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

058-214-2183

※パソコン操作（エクセル、ワード）ができること。
※動きやすい（汚れてもよい）服装を用意してください。

都市建設部
区画整理課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部8F)

1人

［主な実習内容］
・換地明細データのチェック（紙台帳との突合）
・その他区画整理課所管業務に関すること
・現地調査 等
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分
※パソコン操作（エクセル、ワード）ができること。
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058-214-4689

実習部署
（所在地）

基盤整備部
道路建設課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部5F)

受入
人数

1人

主な実習内容・期間・時間

等

［主な実習内容］
・工事の調査、測量、設計、現場管理に関する業務補助
・資料作成、整理 等
［期間と受入人数］
① 8月19日(月)～23日(金)
② 8月26日(月)～30日(金)
（①と②いずれかの期間で1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

連

絡 先

058-214-2190

※パソコン操作（エクセル、ワード）ができる技術系学科の学
生に限ります。
※動きやすい（汚れてもよい）服装を用意してください。

基盤整備部
道路維持課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部5F)

1人

［主な実習内容］
・舗装、側溝工事等の調査、測量、設計、現場管理に関す
る業務補助
［期間と受入人数］
① 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

058-214-4796

※技術系学科の学生に限ります。
※動きやすい（汚れてもよい）服装を用意してください。

基盤整備部
河川課
(岐阜市今沢町18・本
庁舎高層部5F)

2人

［主な実習内容］
・河川、水路工事等の調査、測量、設計、現場管理に関す
る業務補助
・資料作成、整理
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（1人）
② 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

058-214-4846

※技術系学科の学生に限ります。
※動きやすい（汚れてもよい）服装を用意してください。

上下水道事業部
(岐阜市祈年町4-1)

1人

［主な実習内容］
・上下水道事業について
事業の概要
上下水道施設の管理実習
上下水道工事の調査・測量・設計・現場管理の体験実習
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分
※技術系学科の学生に限ります。
※汚れてもよい服装（作業服）を用意してください。
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058-259-7878

実習部署
（所在地）

受入
人数

1人

［主な実習内容］
・ホストタウン交流事業の運営補助 等
［期間と受入人数］
① 8月26日(月)～30日(金)（1人）
［時間］
午前8時45分～午後5時30分

058-214-6125

振興事業団

教育委員会
図書館
(岐阜市司町40-5・み
んなの森 ぎふメディ
アコスモス内 中央
図書館)

絡 先

058-268-1050

生 涯 学習 ／女 性セ ンタ
ー、体育ルームの指定管
理者
(公財)岐阜市教育文化

(岐阜市司町40-5・み
んなの森 ぎふメディ
アコスモス内)

連

8人

～生涯学習／女性センター
、体育ルーム、市立図書館
分館、消費生活センターか
らなる生涯学習拠点施設～

市民参画部
国際課
ホストタウン推進室

等

［主な実習内容］
・生涯学習及び男女共同参画に関する講座開催等の業務
・美術展の開催等文化芸術に関する業務
・情報コーナーの利用許可及び施設管理に関する業務
・体育ルームの管理運営業務
・図書館分館の書架整理業務
・消費生活センターの業務 等
［期間と受入人数］
① 8月 5日(月)～ 9日(金)（2人）
② 8月12日(月)～16日(金)（2人）
③ 8月19日(月)～23日(金)（2人）
④ 8月25日(日)、26日(月)、28日(水)～30日(金)（2人）
［時間］
午前9時～午後5時30分

ハートフル
スクエアーＧ

(岐阜市橋本町1-1023・JR岐阜駅高架下)

主な実習内容・期間・時間

4人

［主な実習内容］
・図書館内サービス（窓口業務、おはなし会等）の補助
・書架整理等の環境美化
・蔵書整理、資料装備・修理の補助
・展示作成、イベント準備の補助
・アウトリーチサービス 等
［期間と受入人数］
① 8月19日(月)～23日(金)（2人）
② 8月26日(月)、28日(水)～30日(金)（2人）
［時間］
午前8時30分～午後5時15分
※動きやすい服装、靴を用意してください。
※エプロンの準備ができる場合は持参してください。
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058-262-2924

実習部署
（所在地）

教育委員会
岐阜市科学館

受入
人数

18人

(岐阜市本荘3456-41)

主な実習内容・期間・時間

等

［主な実習内容］
・夏の特別展の受付、会場案内、監視補助、写真撮影補助
及びイベントや講座などの運営補助
・常設展示の監視補助、各種業務の運営補助
・自由スペースでの来館者への対応 等
［期間と受入人数］
① 8月 1日(木)～ 5日(月)（3人）
② 8月 6日(火)～10日(土)（3人）
③ 8月11日(日)～15日(木)（3人）
④ 8月16日(金)～20日(火)（3人）
⑤ 8月21日(水)～25日(日)（3人）
⑥ 8月26日(月)～30日(金)（3人）
［時間］
午前9時～午後5時45分

連

絡 先

058-272-1333

※幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層の来館者への接客が多
いため、明るくさわやかに応対できること。
※科学技術や生物等に興味がある方を希望。

岐阜市少年自然の家
～青少年文化体験施設～

(岐阜市山県北野2081
)
指定管理者
(公財)岐阜市教育文化
振興事業団

6人

［主な実習内容］
・夏休み利用団体受け入れに関する業務補助
（野外炊事補助、クラフト活動補助）
・教材や備品等の準備、散策道の点検 等
［期間と受入人数］
① 8月 6日(火)～10日(土)（2人）
② 8月14日(水)～18日(日)（2人）
③ 8月21日(水)～25日(日)（2人）
［時間］
午前9時～午後5時

058-229-2888

※子どもたちとのキャンプ場や里山など野外での活動が中心
です。行政事務の実習を希望する場合はご遠慮ください。
※動きやすく汚れてもよい服装、靴、必要に応じて水分補給が
できるよう水筒等を用意してください。
※公共交通機関のみでの通所は困難ですので、事前に問い合わ
せ先へご相談ください。

【備考】
※各部署の業務内容を市等のHPで確認したうえで、実習希望部署を選択してください。
※指定管理者が管理運営している実習部署（ドリームシアター岐阜、ハートフルスクエアーＧ、
岐阜市少年自然の家）は、指定管理者の職員が実習生を指導します。
※連絡先は、実習部署直通の電話番号です。
※実習部署への交通手段は、特別な記載がない限り、徒歩や自転車、公共交通機関を利用して
ください。
【問い合わせ先】
岐阜市役所 行政部 職員育成課
〒500-8701 岐阜県岐阜市今沢町18番地
TEL:058-264-0772 FAX: 058-265-3867
E-mail:s-ikusei@city.gifu.gifu.jp
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