
令和４年度神戸市インターンシップ募集所属一覧

分野 局室区名 所属名 受入人数

職種

※特記のないものは、総

合事務での募集です

実習内容

広報・広聴 【広報戦略部】 3

・会見対応

・広報紙制作

・ＳＮＳ発信

・広聴業務　等

国際 【国際課】 2
・在住外国人支援団体・施設等の視察・意見交換

・やさしい日本語に関する事務

2 防災 危機管理室 【危機管理室】 3 ・災害や防災に関する事業概要説明、防災ポータルサイトの記事作成、防災クロスロード

【企画調整課】 2 ・広域連携や大都市制度等にかかる調査及び資料作成、会議の補助

【政策課】 3

・神戸市の現状と今後取り組むべき先進的な施策についての調査・立案

・神戸2025ビジョンの推進、各種統計・データに基づく分析、スマートシティの推進に関する

こと

【未来都市推進課】 1 土木又は建築１ ・未来都市推進課で推進している事業に関するフィールドワーク及び施策立案

ICT・業務改革 【デジタル戦略部】 4
・DXの推進やICTを活用した業務改革、働き方改革のための庁内ヒアリング、事業者との打合

せ、ICTの導入や情報セキュリティ対策等に関する所管課からの相談、ベンダーとの打合せ等

【新産業部】 2
・国内外の企業に対する企業誘致のプロセス及びＩＴを活用したスタートアップの神戸での育

成や定着を促進するプロセスについての実習

【医療産業都市部】 3
・進出企業・団体への支援や企業誘致、スタートアップエコシステムの構築等の神戸医療産業

都市の取組みについて、現地視察、企業・研究機関との打合せへの同席などを通じての実習

ICT・業務改革 【業務改革課】 2
・職員向けFAQ検索システムの改善提案

・庁内副業制度のアンケート作成・集計　等

【厚生課】 2 ・職員向け福利厚生事業の事務補助

【資産活用課】 1 ・公有財産の管理、保全及び処分並びに未利用地の利活用にかかる事務

【職員研修所】 2 ・職員向け研修の企画・運営や、研修案内資料、会議資料作成等の事務

【スポーツ企画課】 1

・当課が所管する施設の概要説明

・実地視察（磯上体育館、洞川教育キャンプ場など）

・神戸マラソン開催に向けた準備補助、ロケハン同行　等

【国際スポーツ室】 1  ・神戸2024 世界パラ陸上競技選手権大会の大会準備にかかる事務補助等

【文化交流課】 1
・文化振興事業事務補助

・コロナ支援事業等の補助

【文化財課】 1 学芸員１
・神戸市の文化財について説明、修理等の現場の見学等

・神戸市埋蔵文化財センターで行っている、出土資料の整理・保存の補助

【くらし支援課】

【保護課】
1 福祉１

・生活困窮者、生活保護受給者に対する支援の本庁業務補助

・生活困窮者自立支援金の審査業務体験

・更生センター等の現場視察　等

【高齢福祉課】

【介護保険課】

【国保年金医療課】

2

・高齢福祉課所管事業に関する作業補助、施設案内

・介護保険課所管事業に関する作業補助、施設案内

・国保年金医療課所管事業に関する作業補助、施設案内　など

【障害福祉課】 2

・障害者相談窓口等の視察

・障害福祉課・障害者支援課での事務補助

・障害への理解を促進する取り組みの企画・立案

7 衛生監視 健康局 【食品衛生課】 3
総合科学(獣医・畜産・水

産・生命科学・薬学)３

・衛生監視業務に関する概要説明

・衛生監視事務所、食品衛生検査所、動物管理センター等での実習、見学

・若手監視員との座談会、実習成果発表

【こども未来課】 1

・こども家庭局所管事業の広報関係業務

・「子育て世帯への食を通じたつながり支援」「学びへつなぐ地域型学習支援」等のこども未

来課所管事業に関する事務

【こども青少年課】

【家庭支援課】
1 ・児童館や学童保育施設、おやこふらっとひろば、その他施設の視察

【総合療育センター】 2 福祉２ ・児童発達支援センターにおいて児童指導員として障害児童の療育に従事

【東部療育センター】 2 福祉２

・ひまわり学園における実技研修

・障害児相談支援業務の紹介

・診療所業務の見学、紹介等

【西部療育センター】 1 心理判定員１
・療育の理念と心理職の役割、療育センター業務(診療所・障害児相談支援事業所・児童発達支

援センター)のあらまし等

【幼保振興課】

【幼保事業課】
1

・保育所・認定こども園等の給付、利用調整、人材確保業務等　の事務

・保育所、認定こども園等に対する研修事業

・就学前の教育・保育に係る施策に関する事務

【こども家庭センター】 2 福祉１,心理判定員１
・こども家庭センター（児童相談所）におけるケースワーク業務及び心理判定業務等の見学

・一時保護所での実習　等

9 環境施策 環境局 【環境創造課】 3
総合事務又は総合科学

（生物）３

・環境局事業に関する現状把握、関連データの収集、施設見学などを通じて、環境施策の検

討・立案

【経済政策課】 2
・雇用、労働：雇用、労働施策にかかる事業の把握や視察等

・都市型：都市型創造産業にかかる事業の把握や視察等

【観光企画課】 2 ・六甲山の活性化（観光施設・オフィスの誘致、プロモーション等）に関する視察、企画提案

【工業課】

【ファッション産業課】
2 ・関係団体との打ち合わせ同行、保有施設の視察等

【商業流通課】 1

・商店街及び小売市場等関係団体との打合せ同行

・各種補助事業関連業務

・オモイｄｅゴハンプロジェクト、神戸お買い物キャンペーン事業等に関すること

【農政計画課】

【農水産課】
3 総合事務１,農業２

・農水産関係事業説明、現場視察・実習

・食都神戸の取組みについて

経済施策10

文化・スポーツ

福祉施策

子育て施策・福祉施策

5

6

8

1

総務

企画

企業誘致

3

4

こども家庭局

経済観光局

市長室

企画調整局

行財政局

福祉局

文化スポーツ局
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分野 局室区名 所属名 受入人数

職種

※特記のないものは、総

合事務での募集です

実習内容

【道路計画課】 1 土木１ ・神戸市道路行政・まちづくり行政に関する課題分析・施策の立案

【駅前魅力創造課】 1 土木１ ・駅前空間の整備に係る調査、計画及び設計の補助

【湾岸・広域幹線道路本

部】
1 土木１ ・大阪湾岸道路西伸部等の広域幹線道路の事業推進に係る事務

【下水道部経営管理課】 2 土木２

・下水道事業の計画

・汚水幹線・雨水幹線の設計・積算実務等の補助

・下水処理場等の概要説明・操作実習

・各種調査業務実務実習

【公園部】 1 造園１ ・公園の整備や維持管理、緑地事業等の講義や現場実習等

【西部建設事務所】 1 土木１
・管内における道路･公園･河川の管理業務を体験することで、インフラ施設の改良･防災及び維

持管理に関する理解を深める。

【垂水建設事務所】 3 土木２,造園１
・市民対応体験、工事発注の仕組みや土木積算の演習、工事業者やコンサルとの打合せ参加、

若手職員との座談会

【東部建設事務所】 1 土木１
・道路事業・街路事業・河川事業の調査、点検、補修、保全、清掃、その他維持及び管理に関

する業務、工事の設計及び監督業務補助など

【中央水環境センター】 1 土木１

・下水道管きょや下水処理場の調査、点検、補修、保全、清掃その他の維持及び管理に関する

業務

・下水道管きょや下水処理場の工事の設計及び監督業務

【西水環境センター】 1 土木又は総合科学(化学)１

・下水道管きょや下水処理場の調査，点検，補修，保全，清掃，その他の維持及び管理に関す

る業務

・下水道管きょや下水処理場の工事の設計及び監督業務

・下水処理場の運転管理

12 インフラ 都市局

【総務課】

【交通政策課】

【都心三宮再整備課】

【地域整備推進課】

【新都市管理課】

3 土木３
・現地視察、業務体験（資料作成・図面更新、他都市事例の調査等）

・行政課題の検討、企画立案等

【技術管理課】 5 建築５
・建築職が配属されている様々な職場の業務紹介や職務体験を通して、神戸市の建築職が携わ

る幅広い職域を学ぶ

【設備課】 5 総合設備(電気・機械)５ ・設備職の職域説明、各局所管施設・設備の現地視察等

14 インフラ 港湾局

【経営企画課】

【振興課】

【神戸港管理事務所】

【港湾計画課】

【工務課】

【海岸防災課】

4 総合事務２,土木２

・港湾の利用促進、振興、宣伝及び国際協力に関すること

・港湾施設の管理・巡回に関すること

・港湾統計の調査・解析に関すること

・港湾施設及び海岸保全施設の維持保全及び工事に関すること

消防 消防局 【職員課】 6 消防６ ・消防業務全般の補助

インフラ 【経営企画課】 2

・水道水利用促進・水道事業についての広報企画業務

・広報紙作成、広聴事務

・出納事務等、経理契約事務、用地活用事務

環境施策 【水質試験所】 1 総合科学(化学)１

・水道水質分析

・浄水場工程水検査

・水源微生物観察試験

16 企画 交通局
【職員課】

【営業推進課】
3 交通事務３

・現場視察、地下鉄運転業務シミュレーター体験

・地下鉄・市バスの利用促進及び収益増に向けた事業の企画・運営や乗車券取り扱いや資産活

用などの営業推進業務

17 企画 教育委員会事務局 【総務課】 2 予算・広報の担当職員からの業務概要説明、政策提案

【まちづくり課】 5

・地域の方との交流

・ＳＮＳ広報体験

・若手職員、区長との座談会

・地域事例研究　など

【保健福祉部】 1 福祉１

・生活保護に係る相談及び記録の整理

・要介護認定審査会の開催準備及び資料整理

・障害支援区分認定審査会の開催準備及び資料整理

・特別児童扶養手当現況届の受理及び届出書の整理

・母子保健事業の資料整理

【まちづくり課】 6 ・灘区のまちづくりに関する業務の体験

【保健福祉部】 2 福祉２
・高齢福祉業務、障害福祉業務、こども福祉業務、保健センター関連業務

・生活保護業務、その他福祉事務所業務の業務体験

20 中央区役所
【まちづくり課】

【保健福祉部】
6 総合事務５,福祉１

・区役所業務体験

（福祉職採用志望者については保険福祉関係の業務中心）

【まちづくり課】 2

・区役所の業務体験

・まちづくり課関係業務

・選挙、防災、調査関係業務

【保健福祉部】 3 福祉３
・生活保護ケースワーク業務

・高齢者，障害者，児童の保健福祉相談に関すること

22
北区役所

北神区役所
【まちづくり課】 7

・職場見学

・業務体験、現地視察

・グループワーク、SNS広報体験

・若手職員との意見交換会　等

23 北区役所 【保健福祉部】 1 福祉１ ・保健福祉部業務体験

24 長田区役所
【まちづくり課】

【保健福祉部】
6 総合事務５,福祉１

・事業概要説明

・相談事例、実務体験

・若手職員との情報交換

まちづくり関係

広報・広聴・窓口

福祉施策

インフラ13

18

19

21

15

インフラ11

東灘区役所

兵庫区役所

建築住宅局

水道局

建設局

灘区役所



令和４年度神戸市インターンシップ募集所属一覧

分野 局室区名 所属名 受入人数

職種

※特記のないものは、総

合事務での募集です

実習内容

【まちづくり課】 3

・若手職員との座談会

・まちづくり課業務（広報活動、イベントなど）の補助

・その他関係部署での職場体験、地域交流

【保健福祉部】 2 福祉２ ・職場見学、職務概要説明(保健・福祉事業）、若手職員との交流、職場体験　等

26 北須磨支所 【保健福祉課】 1 福祉１ ・事業概要説明、窓口応対見学、関連施設見学、幹部職員との意見交換会

27 垂水区役所
【まちづくり課】

【保健福祉部】
5 総合事務４,福祉１

・窓口業務体験

・まちづくり課業務体験（SNS更新、広報紙作成補助　等）

・保健福祉部業務体験

・図書館実習

・若手職員との交流　等

【まちづくり課】 2

・地域の取り組み取材・記事作成

・SNSでの区の紹介記事作成

・窓口業務の体験

【保健福祉部】 1 福祉１

・生活支援課の業務に係る概要説明

・ケースワーク業務（来客応対・訪問の同行）

・くらし支援業務（面接同席）

まちづくり関係

広報・広聴・窓口

福祉施策

25

28 西区役所

須磨区役所


