
令和元年度インターンシップ　受入部署一覧

日程①

日程②

日程③

日程① 日程② 日程③

1 行政経営部 人事課 人材育成グループ 1 1

・事務概要説明（人事行政全般）
・照会・集計補助
・研修業務補助
・資料作成業務補助

本庁舎
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番5号

2 総合政策部 政策審議室 計画行政グループ 1 ・各種会議の運営補助
本庁舎
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番5号

3 総合政策部 地域政策室 中心市街地活性化グループ 1
・通行量調査の分析業務補助
・低・未利用地利活用促進事業におけるモ
デル事業実施に向けた準備事務補助

本庁舎
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番5号

4 保健福祉部 健康増進課

企画グループ
健康づくりグループ
健康診査グループ
保健センター

1

・うつのみや食育フェア準備作業補助
・研修，養成講座等業務補助
・運動教室運営補助※
　※　8/26市保健センターにて実施予定

宇都宮市保健所
〒321-0974　宇都宮市竹林町972番地
関東バス「済生会病院」下車　徒歩３分

・動きやすい服装

5 子ども部 子ども家庭課
子ども給付グループ
自立支援グループ

4
・児童手当，児童扶養手当，各種医療費申
請書及び届出書事務処理補助

本庁舎
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番5号

6 子ども部 保育課 大谷保育園 2 2
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒320-0065　宇都宮市駒生町1792
関東バス　「鎧川」下車　徒歩1分

・動きやすく汚れても良い服装・運動靴
・エプロン着用

7 子ども部 保育課 泉が丘保育園 2
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒321-0952
宇都宮市泉が丘6丁目8番12号
関東バス「泉が丘小学校前」下車　徒歩15分

・動きやすくて汚れても良い服装，運動靴

8 子ども部 保育課 石井保育園 1 1 1
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒321-0912　宇都宮市石井町2989
関東バス・ＪＲバス関東「工学部前」下車　徒歩5分

・動きやすくて汚れても良い服装，運動靴

9 子ども部 保育課 竹林保育園 2 2
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒321-0974　宇都宮市竹林町226
関東バス「竹林保育園入口」下車　徒歩5分

・動きやすく汚れてもよい服装，運動靴
・駐車場なし

10 子ども部 保育課 松原保育園 3
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒321-0041　宇都宮市松原3丁目1－5
関東バス「松原町」下車　徒歩3分

・動きやすく汚れても良い服装，運動靴
・実習時間9時～16時

11 子ども部 保育課 北雀宮保育園 3 3
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒321-0139　宇都宮市若松原2丁目18-20
JR雀宮駅より徒歩15分
関東バス「雀宮駅入り口」下車　徒歩7分

・動きやすく汚れても良い服装，運動靴

12 子ども部 保育課 東浦保育園 2
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒321-0167　宇都宮市東浦町4-12
東武宇都宮線「江曽島駅」下車　徒歩20分
関東バス「東原町」下車　徒歩3分

・動きやすく汚れても良い服装，運動靴
・駐輪場あり

13 子ども部 保育課 ゆずのこ保育園 1 1
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒321-0407　宇都宮市松田新田町483
関東バス　「上河内地区市民センター」下車　徒歩3分

・動きやすく汚れても良い服装，運動靴，エプロン着用
・夏期は水遊び主体のため，着替えが必要な場合あり

14 子ども部 保育課 なかよし保育園 1 1
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒329-1102　宇都宮市白沢町396-2
関東バス「河内総合福祉センター」下車　徒歩5分

・動きやすく汚れても良い服装，運動靴，エプロン着用
・夏期は水遊び主体のため，着替えが必要な場合あり
・実習時間は，9時～16時まで

15 子ども部 保育課 西部保育園 2
・保育業務の補助
・環境整備業務補助

〒320-0851　宇都宮市鶴田町970-1
関東バス「西三の沢」下車　徒歩5分　西消防署南方面

・動きやすく汚れても良い服装，運動靴

環境政策課 エコ活動グループ ・もったいないフェア開催に係る補助業務

環境保全課 環境整備グループ
・環境保全事務事業の補助
※外で作業する場合有り

廃棄物対策課
審査グループ
指導グループ

・大規模事業所訪問同行
・不法投棄に係る事務補助

ごみ減量課
３Ｒ推進グループ
収集指導グループ

・各種資源化事業作業補助（廃食用油・使
用済小型家電・剪定枝）
・ふれあい収集見学・苦情対応・不法投棄
対応見学

廃棄物施設課 クリーンパーク茂原 ・施設見学

廃棄物施設課 東横田清掃工場 ・施設見学

廃棄物施設課 エコプラセンター下荒針 ・施設見学

廃棄物施設課 エコパーク板戸 ・施設見学

建築保全課 ―

建築課 ―

  

部署番号 部 課
グループ名
受入機関名

日程等条件
受入可能人数

・建築物の点検業務の実習体験
・設計図書の管理業務補助
・建築工事等現場体験

・建築，電気工学，機械工学等の課程を履修している学
生が望ましい

本庁舎
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番5号

16 環境部

2
（部で2
名の受
入です。
特定の
課のみ
受入は
できませ
ん。）

17 建設部

2
（2課で2
名の受
入になり
ます。一
方の課
のみの
受入は
できませ
ん。）

８月１９日（月）～８月２３日（金）

８月２６日（月）～８月３０日（金）

８月１９日（月）～８月３０日（金）

・動きやすい服装

下表は，日程①～③の期間における各部署の受入可能人数を示しています。
部署により日程等条件を示していますので，御確認ください。

主な業務内容
（実習状況により，記載以外の業務に従事して

いただくことがあります。）

主な勤務地
（実習状況により，記載以外の勤務地に赴くことがあります。）

備考
（持参物や実習時間等詳細は，実習前にお伝えいたします。）

本庁舎
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番5号



令和元年度インターンシップ　受入部署一覧

日程①

日程②

日程③

日程① 日程② 日程③
部署番号 部 課

グループ名
受入機関名

日程等条件
受入可能人数

８月１９日（月）～８月２３日（金）

８月２６日（月）～８月３０日（金）

８月１９日（月）～８月３０日（金）

下表は，日程①～③の期間における各部署の受入可能人数を示しています。
部署により日程等条件を示していますので，御確認ください。

主な業務内容
（実習状況により，記載以外の業務に従事して

いただくことがあります。）

主な勤務地
（実習状況により，記載以外の勤務地に赴くことがあります。）

備考
（持参物や実習時間等詳細は，実習前にお伝えいたします。）

道路管理課

管理グループ
地籍調査グループ
境界確認グループ
道路登記グループ

・開発行為に係る道路に関する現地調査同
行

道路保全課
管理調整グループ
計画保全グループ
修繕グループ

・現場パトロール同行

道路建設課 ― ・道路改良工事等の現場管理業務補助

河川課
都市河川グループ
河川整備グループ

・溢水被害解消に向けた河川整備の補助

市街地整備課 管理グループ ・市街地整備事業概要等説明

景観みどり課
都市景観グループ
みどり活用グループ

・景観行政事業概要説明
・景観づくり事業現地確認同行
・緑地保全事業概要説明
・緑地保全事業現地確認同行

住宅課 住宅管理グループ
・市営住宅管理業務補助
・市営住宅退去業務補助

公園管理課
企画グループ
管理グループ
公園整備グループ

・事務概要説明
・公園整備・管理業務補助

西部・北部区画整
理事業課

鶴田第２グループ
小幡・清住グループ
岡本駅西グループ

・事業概要説明
・現場監督業務補助

工事受付センター 接続工事受付グループ ・給排水設備完了検査業務補助

水道管理課 松田新田浄水場 ・水道施設管理業務補助

水道建設課
新設工事グループ
改良工事グループ

・工事現場監理業務補助

下水道管理課

管理グループ
計画グループ
管渠維持グループ
川田水再生センター

・下水道施設管理業務補助

下水道建設課
建設改良グループ
雨水対策・計画保全グループ

・下水道工事の概要説明
・現場監理業務補助

生活排水課 施設グループ
・排水処理施設見学
・肥料作成業務補助

技術監理室 ―
・工事現場の施工監理業務補助
・安全パトロール同行

19 消防局 中央消防署 警防グループ 6 6

日程①は，8/22を除く４
日間で受け入れる。
日程②は，8/30を除く4
日間で受け入れる。

〒320-0014　宇都宮市大曽2丁目2番21号
関東バス　「宇商高校前」下車　徒歩2分

・運動靴，着替え一式，昼食持参

20 消防局 西消防署 警防グループ 6
〒320-0857　宇都宮市鶴田2丁目21番7号
関東バス　「西三の沢」下車　徒歩10分

・運動靴，着替え一式，昼食持参

21 上下水道局 経営企画課 企画財政広報グループ 1
・サマーセミナー，お届けセミナーに関わる
アンケート集計業務補助

〒320-0822　宇都宮市河原町1番41号
関東バス　「滝澤病院前」下車　徒歩3分
東武宇都宮線　「東武宇都宮駅」下車　徒歩20分

22 教育委員会事務局 生涯学習課 中央図書館 2 2

日程①は，8/20（火），
8/23（金）を除く３日間で
受け入れる。

日程②は，8/30（金）を
除く４日間で受け入れ
る。

・図書館業務補助
（貸出，返却，配架，書架整理等）

〒320-0845　宇都宮市明保野町7-57
関東バス　陽西通りまたは六道経由「鶴田・西川田東」行
「文化会館前」下車徒歩3分
桜通り経由「鶴田駅・西川田東」行
「文化会館西口下車徒歩5分
東武宇都宮線　「南宇都宮駅」下車徒歩10分

・金曜休館，第３火曜図書整理日

23 教育委員会事務局 生涯学習課 東図書館 2 2
日程①②ともに月曜日を
除く４日間で受け入れ
る。

・図書館業務補助
（貸出，返却，配架，書架整理等）

〒321-0968　宇都宮市中今泉3-5-1
関東バス（JR宇都宮駅西口バスのりば）
「越戸経由柳田車庫行・越戸経由松下電器行　柏陽高校
前」下車徒歩15分

関東バス（JR宇都宮駅東口から）
「東図書館・北越戸町経由平出工業団地行　東図書館入
口」または「西公園入口」下車徒歩3分

･月曜，第3木曜休館
・エプロン貸与、動きやすい服装
・自転車バイク可，車不可

24 教育委員会事務局 生涯学習課 南図書館 2 2 2

日程①②ともに月曜日を
除く４日間で受け入れ
る。

日程③は，月曜日を除く
１０日間で受け入れる。

・図書館業務補助
（貸出，返却，配架，書架整理等）

〒321-0121　宇都宮市雀宮町56-1
ＪＲ雀宮駅東口から徒歩5分

・月曜日休館
・動きやすい服装

・消防車両，積載器具等の点検
・救急，救助訓練の体験
・応急手当講習
・防火衣，呼吸器着装訓練

18

建設部

2
（3部局
で2名の
受入にな
ります。1
部局，特
定の課
のみの
受入は
できませ
ん。）

本庁舎
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番5号

〒320-0822　宇都宮市河原町1番41号
関東バス　「滝澤病院前」下車　徒歩3分
東武宇都宮線　「東武宇都宮駅」下車　徒歩20分

・土木工学，電気工学，機械工学等の課程を履修してい
る学生が望ましい。
・現場視察あり
・動きやすく汚れても良い服装，靴

・土木工学，電気工学，機械工学等の課程を履修してい
る学生が望ましい。
・現場視察あり
・動きやすく汚れても良い服装，靴

・土木工学，電気工学，機械工学等の課程を履修してい
る学生が望ましい
・現場視察あり
・動きやすく汚れても良い服装，靴

都市整備部

上下水道局


