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1 対面 無し 政策局共創推進室共創推進課 不問 3 8月25日（木）～8月26日（金） 2 横浜市における公民連携について
公民連携企画の検討や、外部(民間等)とのミーティング参加、実際の公民連携事例
の紹介を予定しています。
また、最前線で仕事を進める職員に気になることを直接聞ける懇談会もあります。

無し 無し
横浜市の公民連携（共創）に関心が
ある方

2 対面 無し
政策局シティプロモーション推進室
広報課、広報・戦略プロモーション
課

不問 2 8月1週目 2 市からの情報発信について
横浜市では、市内外に向けて横浜の魅力を発信するために、様々な媒体を活用し、
情報発信を行っています。毎月約160万部発行される「広報よこはま」をはじめ、どの
ように市から情報が発信されているのか、業務を体験しながら学んでみませんか。

無し 無し

3 対面 有り 政策局大学調整課 不問 2 8月17日（水）～8月23日（火） 5
横浜市立大学評価委員会運営準備およ
び大学・都市パートナーシップ協議会PR

大学調整課は市内及び近隣大学との連携やPRを行っています。そこで、皆が大学に
興味を持ってくれるPR、コンテンツの企画立案をお願いします。
大学調整課は横浜市立大学の法人評価委員会事務局も行っています。8月に法人評
価委員会が行われるので、その運営準備をお願いします。

無し 無し

4 対面 無し
政策局大都市制度推進本部室大
都市制度・広域行政部制度企画
課・広域行政課

不問 １～２ 8月17日(水)～8月18日(木） 2
特別自治市の実現・地方分権の推進・広
域行政に関する事業について

特別自治市の実現、地方分権の推進、広域行政に関する事業について、横浜市がど
のような取組を行っているのか、学んでいただきます。
また、友好交流自治体（山梨県道志村、群馬県昭和村）を横浜市の小学生に紹介す
るプログラム（子どもアドベンチャー）の運営に携わっていただきます。

未定 無し

5 対面 有り 政策局男女共同参画推進課 不問 5 9月1日（木） 2 横浜市の男女共同参画について
男女共同参画に関する横浜市の取組を学ぶとともに、広報や啓発の方法等について
てグループワークをしてもらいます。

無し 0 無し

半日の実施で、男女共同
参画に関する横浜市の取
組を学ぶとともに、広報や
啓発の方法等についてグ
ループワークをしてもらい
ます。

6 オンライン 総務局人事部人材開発課① 不問 8 ８月24日（水）～25日（木） 2
横浜市職員の人材育成・研修事業につい
て

横浜市職員の人材育成はどのように進められているのでしょうか？
　実習では、横浜市の人材育成施策の説明の後、研修等の見学や人材育成に関す
るグループワーク、若手職員との座談会等を予定しています。資料作成について学
ぶ機会も用意していますので、スキルアップを図りたい方にもおススメです！

有り

事前に「横浜市人材育成ビ
ジョン（超コンパクト版）」及
び「横浜市職員の女性ポテ
ンシャル発揮・ワークライフ
バランス推進プログラム
Plus☆（概要版）」の内容を
ご一読ください。

無し
①と②は見学する研修等及びグルー
プワークのテーマが異なりますが、そ
れ以外は同内容の予定です。

7 オンライン 総務局人事部人材開発課② 不問 8 ９月21日（水）～22日（木） 2
横浜市職員の人材育成・研修事業につい
て

横浜市職員の人材育成はどのように進められているのでしょうか？
　実習では、横浜市の人材育成施策の説明の後、研修等の見学や人材育成に関す
るグループワーク、若手職員との座談会等を予定しています。資料作成について学
ぶ機会も用意していますので、スキルアップを図りたい方にもおススメです！

有り

事前に「横浜市人材育成ビ
ジョン（超コンパクト版）」及
び「横浜市職員の女性ポテ
ンシャル発揮・ワークライフ
バランス推進プログラム
Plus☆（概要版）」の内容を
ご一読ください。

無し
①と②は見学する研修等及びグルー
プワークのテーマが異なりますが、そ
れ以外は同内容の予定です。

8 対面 有り
国際局　政策総務課、センター南
パスポートセンター、国際連携課、
国際協力課

不問 6 ８月３日（水）～４日（木） 2 横浜市の国際事業について

　実習は、横浜市国際戦略に基づく施策・国際局各課事業の説明、海外事務所長と
のオンライン対話、グループワーク、職員との座談会、施設見学（市パスポートセン
ター、国際協力センター）を予定しています。
　「選ばれる国際都市・横浜」に向けた取組や求められる国際人材について、興味が
あるが方はぜひ参加ください。

未定 未定

実習内容のうち施設見学
部分を中止し、座学、グ
ループワーク、職員との座
談会を１日（又は１日半）実
施します。

パソコンの基本的な操作ができる方。
国際交流・国際協力に関心がある
方。

9 対面 無し
文化観光局文化芸術創造都市推
進部創造都市推進課・文化振興課

不問 ２～３
8月16日(火)～8月19日(金)のう
ちの２日間

2
「選ばれる都市　横浜」の実現に向けた文
化芸術創造都市施策について学ぶ

当部では、全国の創造都市の先駆けとなった「創造性をいかしたまちづくり」や、文化
的に豊かな市民生活の実現に向けた「市民の文化芸術活動の環境整備」、「文化芸
術を通じた社会包摂と次世代育成」等に取り組んでいます。所管施設の見学や事業
担当者へのヒアリング等を通じて、様々な事業・取組について知るとともに、横浜市職
員の役割や働き方への理解も深めていただけます。

無し 無し

・施設見学では、横浜市内(中区など）
を公共交通機関で移動するため、交
通費が発生します。
・施設見学や担当者ヒアリングが中心
であり、実務・作業等は体験できませ
んのでご了承ください。

10 対面 無し
こども青少年局こども福祉保健部
こどもの権利擁護課

不問
事務職、社会
福祉職

1～2 9月5日（月）～9月9日（金） 5
児童虐待対策及び、社会的養護（児童養
護施設・里親関係業務）について

令和４年度から新設された「こどもの権利擁護課」では、児童虐待、ＤＶ防止に関する
事業や「家庭での生活が難しい児童」が、児童養護施設や里親で養育できるよう支援
を行っています。
　施設訪問や、関係会議への出席を体験し、横浜市が取り組む各種取組について知
り、横浜市の未来を支えるこどもの「権利」について、一緒に考えてみませんか。

無し 無し 児童福祉分野に関心のある方

11 対面 無し
こども青少年局青少年部青少年相
談センター

不問
社会福祉職、
心理職

1 9月7日（水）～9月9日（金） 3
横浜市における困難を抱える若者の社会
参加支援について

ひきこもりや不登校など困難を抱えた若者を支援するため、電話相談、来所相談、グ
ループ活動や、家族対象のセミナーなどの支援を行っています。困難を抱える若者の
現状を知り、ご本人とその家族へどのような支援を行っているのかについて学びま
す。

無し 無し
ワード、エクセル、パワーポイントが使
える方
青少年分野に関心がある方

12 オンライン
こども青少年局こども福祉保健部
中央児童相談所支援課

不問
社会福祉職、
心理職

10 ８月31日（水） 1 児童相談所の実際の業務について

児童相談所って「とにかく忙しそう」「何だか大変そう」というイメージがあるかもしれま
せん。実習では、実際に働いている職員から児童相談所業務のやりがいなどを具体
的に聞くことができます。また、実際の業務の基本である「面接」をロールプレイで体
験します。

無し 0 無し
・児童相談所に興味、関心のある方
・児童福祉司、児童心理司として児童
相談所で働いてみたい方

13 対面 無し
健康福祉局健康安全部食品衛生
課

理系衛生監
視員

10
8月16日（火）、8月18日（木）、8
月22日（月）

3
獣医学以外専攻者向け衛生監視員業務
実習（オンライン＋実地研修）

オンラインにより、衛生監視員の業務概要説明、業者指導に関するワーク及び職員と
の座談会を実施します。更に、実際に配属される可能性のある事業所での実務体験
を予定しています。衛生監視員がどんな仕事をしているか、覗いてみませんか。

有り

横浜市職員採用案内ホー
ムページの横浜市衛生監
視員紹介「前進。」パンフ
レットの確認及び動画の視
聴

無し

衛生監視員職の受験資格を持つ学生
（見込みを含む）であり、衛生監視員
の業務を知りたい意欲のある方、人と
関わる仕事に関心のある方

14 オンライン
健康福祉局健康安全部食品衛生
課

理系衛生監
視員

10 8月16日（火） 1
獣医学以外専攻者向け衛生監視員業務
実習（オンライン）

オンラインにより、衛生監視員の業務概要説明、業者指導に関するワーク及び職員と
の座談会を実施します。衛生監視員がどんな仕事をしているか、覗いてみませんか。

有り

横浜市職員採用案内ホー
ムページの横浜市衛生監
視員紹介「前進。」パンフ
レットの確認及び動画の視

無し

衛生監視員職の受験資格を持つ学生
（見込みを含む）であり、衛生監視員
の業務を知りたい意欲のある方、人と
関わる仕事に関心のある方

15 対面 無し
健康福祉局健康安全部動物愛護
センター

理系衛生監
視員

4
8月15日（月）、8月16日（火）、8
月18日（木）、8月19日（金）、8
月22日（月）

5 獣医師免許保持衛生監視員業務実習
衛生監視員が行う業務に加え、動物愛護センターにおいて獣医師免許保持者が携わ
る特定動物の施設調査及び収容された動物の飼養管理、並びに食肉衛生検査所で
の検査業務などについて実習を行います。

有り

横浜市職員採用案内ホー
ムページの横浜市衛生監
視員紹介「前進。」パンフ
レットの確認及び動画の視

無し
獣医学を専攻し獣医師免許を取得又
は取得見込みの方
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16 対面 無し
健康福祉局生活福祉部生活支援
課

不問社会福
祉職

3 8月3日（水）～８月26日（金） 2
横浜市の生活保護及び生活困窮者支援
関連業務について

「横浜市の生活保護や生活困窮者自立支援制度を担当している社会福祉職ってどん
な仕事をしてるの？」と思っている社会福祉の仕事に興味のある方、ぜひお申込みく
ださい。業務についての説明や区役所や施設の見学、社会福祉職職員との座談会等
を通して福祉の仕事について学びましょう。

有り

自分の住む地域にある社
会福祉関連の社会資源に
ついて調べる
（例：社会福祉協議会、地
域包括支援センター、社会
福祉関連施設等）

無し

17 対面 有り
環境創造局政策調整部環境影響
評価課

理系 2 8月31日（水）～9月1日（木） 2
環境アセスメント制度の理解と実践（実際
に審査会の体験ができます）

　一定規模で環境への影響が著しいものとなるおそれがある事業を行う場合、事業
者自らが環境影響評価を行います。公表される影響評価のための計画や結果につい
て市民や専門家から意見をもらうための審査会をリアルに経験してもらい、本市環境
影響評価制度がどのように環境保全に役立っていくかを実感してもらいます。

有り
当課ホームページから、指
定するアセス図書の概要等
を読んで事前に理解する

無し

受入期間２日のうち２日目
のみの受け入れとし、AMに
アセス制度と審査会概要説
明、PMに実際にオンライン
視聴とします。

環境保全に興味がある方

18 対面 無し
環境創造局農政部北部農政事務
所

不問 3 8月4日(木)～8月5日(金) 2
実際の現場での業務を通して、本市農政
の役割や農業概要を理解する。

市内に身近な場所に農地が広がり、多くの農産物が生産されている横浜の農業につ
いて、遊休農地調査への同行や、農地の転用許可に向けた内部調整の実際など、法
令に基づく業務の一部を体験していただくほか、市内に広がる農業専用地区の農地
や農業振興施設の見学等を通じて、本市農業施策や都市農業の実際を学んでいた
だきます。

有り
市ホームページから、「横
浜都市農業推進プラン」を
事前に読んできてください。

無し

Word、Excel、PowerPointが使えると
望ましい。また、現場実習を予定して
いるため、外出や自動車での移動が
困難ではない方。農政、農業振興に
関心がある方。

19 対面 無し
環境創造局下水道施設部北部第
一水再生センター

理系電気職・
機械職

2 8月2日（火）～8月4日（木） 3 下水処理施設の維持管理を学ぶ

雨による浸水から街を守り、川や海の自然環境を守る下水処理施設の手法が学べま
す。流入した雨水を放流するための機器や生活排水をきれいにするために設置され
ている機器（ポンプ・ブロワ・発電機等）の点検や維持管理方法。また水処理プロセス
における水質管理や試験方法を体験することができます。

無し 無し

20 対面 無し
環境創造局下水道施設部南部水
再生センター

理系電気職、
機械職

2 8月2日(火)～8月5日(金) 4 水再生センターの維持管理

市民生活に直結した下水道の役割や機械、電気設備の技術を駆使した施設による
水処理のしくみを理解することができます。また、機械、電気設備の点検、修理及び
水質分析など大規模な社会インフラの維持管理を現場で体験し、市民生活を支える
下水道事業の重要性を体感できます。

無し 無し パソコンが扱えること

21 対面 無し
環境創造局下水道施設部栄水再
生センター

理系電気職、
機械職

2 8月2日(火)～8月5日(金) 4 水再生センターの維持管理

市民生活に直結した下水道の役割や機械、電気設備の技術を駆使した施設による
水処理のしくみを理解することができます。また、機械、電気設備の点検、修理及び
水質分析など大規模な社会インフラの維持管理を現場で体験し、市民生活を支える
下水道事業の重要性を体感できます。

無し 無し パソコンが扱えること

22 対面 無し
温暖化対策統括本部企画調整部
SDGs未来都市推進課

不問 5 8月25日（木） 1
SDGs未来都市・横浜の実現に向けた取
組について

横浜市では、市と民間企業との協働により「ヨコハマSDGsデザインセンター」を運営
し、SDGsに関する相談対応や、事業者や各種団体等との連携による取組を推進して
います。
実習では、デザインセンターのコーディネーターと、環境・経済・社会的課題を統合的
に解決する取組について一緒に考え、企画検討や情報発信などを学んでいただく予
定です。

有り

SDGs未来都市・横浜のパ
ンフレットやヨコハマSDGs
デザインセンターのホーム
ページを事前にご確認くだ
さい。

無し

23 対面 無し
資源循環局適正処理計画部旭工
場

理系機械職、
電気職

2 9月6日（火）～9月7日（水） 2
ごみ焼却工場での機械職、電気職の実務
体験及び見学者対応実習

ごみ焼却工場では様々なプラント機器が稼働しており、これら設備の点検補修が機
械職、電気職の主な業務です。機器の月例点検や焼却炉の監視業務を体験すること
で、ごみ焼却工場の技術職の業務について学びます。また、小学校の工場見学に参
加することで市民対応について学びます。

無し 無し

24 対面 無し
資源循環局適正処理計画部金沢
工場

理系電気・機
械

2 8月17日（水）～8月18日（木） 2
ごみ焼却工場での機械職、電気職の実務
体験、及び見学者対応実習

ごみ焼却工場で機械職、電気職の実務となる設備の点検保守業務や焼却炉の運
転、監視業務等を体験してもらうとともに、実習期間内に開催予定の見学会(子どもア
ドベンチャー)に参加し、市民サービスの一つである見学者対応を行います。

無し 無し

25 対面 無し
資源循環局適正処理計画部鶴見
工場

理系機械系・
電気系

2 9月1日（木）～9月2日（金） 2
ごみ焼却工場での機械職・電気職の実務
体験、及び工場見学者対応体験

ごみ焼却工場を学んでもらうとともに、実際に機械職・電気職が実施している設備の
点検業務や焼却炉の運転監視業務などを体験してもらいます。更には、実習期間内
に予定されている小学校の工場見学の対応に参加し、啓発業務なども体験してもら
います。

無し 無し ワード、エクセルが使える方

26 対面 無し
資源循環局適正処理計画部都筑
工場

理系機械系・
電気系

2 9月7日（水）～9月8日（木） 2
ごみ焼却工場での機械職、電気職の実務
体験、及び見学者対応実習

ごみ焼却工場での機械職、電気職の実務となる設備の点検補修業務や焼却炉の運
転、監視業務等を体験してもらうとともに、実習期間内に開催予定の見学会（小学校）
に参加し、市民サービスの一つである見学者対応を行います。

無し 無し ワード、エクセルが使える方

27 対面 有り 建築局企画部企画課 不問 3 8月19日（金）～8月23日（火） 3
建築局業務の概要や市の施策について
知り、各自意見をまとめ、提案・発表する。

■１日目　業務紹介、実習の目的、研究テーマや進め方などに関するガイダンス
■２日目　施設見学や局イベント参加
■３日目　発表資料作成、まとめ、最終報告（発表）

未定
事前に読んでいただく資料
を提供することがあります。

無し
２日目の施設見学や局イベ
ント参加を座学やグループ
ワークに変更予定

まちづくり・都市計画、住宅・建築物、
脱炭素社会に向けた建築物と環境施
策などに関する基礎知識や関心があ
ると望ましい。

28 対面 有り
建築局住宅部住宅政策課・市営住
宅課

事務・建築な
ど

3 ８月1日（月）～８月３日（水） 3 横浜市の住まい・住環境について
①住生活基本計画パブリックコメントとりまとめ、住宅政策立案体験（最終日に発表）
②野庭住宅現地視察→地域の魅力向上提案作業（最終日に発表）
③空家の現場視察→予防・活用への提案作業（最終日に発表）

有り
住生活基本計画素案を読
んでおいてください。

無し
受入れ日数を１日に縮小し
て実施
②の視察なしバージョン

住まい・住環境に興味関心がある人

29 対面 有り 建築局住宅部住宅再生課
不問事務職、
建築職

6 8月25日（木） 1 魅力的な郊外住宅地・団地づくりについて

高度経済成長期に開発された郊外住宅地や団地は、建物の老朽化や高齢化等の課
題を抱えており、住宅再生課では再生に向けた支援を行っています。
実習では、団地の現地視察の他、横浜市内の現状の説明、郊外住宅団地の活性化
をテーマとしたグループワーク、若手職員との座談会等を予定しています。

有り

現在ご自身がお住まいの
地域周辺について、まちづ
くりの観点から良い点と課
題と感じている点の意見を
まとめてください。

無し

半日のオンライン実習を行
います。横浜市内の現状の
説明、郊外住宅団地の活
性化をテーマとしたグルー
プワーク及び若手職員との
座談会等を予定していま
す。

柔軟な発想力を持つ方、建築や団地
再生・まちづくりに興味のある方の参
加をお待ちしています。

30 対面 有り 建築局建築監察部違反対策課 理系建築職 2 8月17日（水）～8月19日（金） 3 違反建築物等の是正指導について

建築基準法・都市計画法・宅地造成等規制法など、安全なまちづくりのための法律に
違反している事案に対して、所有者等にどのように働きかけ、適切な状態に是正して
もらうまでの指導経過を学ぶとともに、実際の違反是正事例等を見学することで、違
反建築物対策を通して建築基準法等の大切さを学ぶことができます。

有り

令和４年度横浜市研修計
画の「重点取組」を事前に
ご確認いただき、ご自分な
りの意見を持って実習に臨
んでください。

無し
研修へのリモート参加や、
若手職員との座談会等
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31 対面 無し
建築局建築指導部建築企画課、情
報相談課、市街地建築課、建築指
導課

理系建築 5 8月24日（水）～8月26日（金） 3 建築指導行政について

建築指導行政の業務内容を紹介します！
法令等を通じて実現される建物の形態や街並みの形成、近年注目される省エネル
ギー住宅などの環境に配慮した建築について理解を深める内容となります！
みなとみらい地区や関内地区のまちあるきも予定しています！！

無し 無し
建築指導行政や省エネルギー住宅な
どに関心がある方

32 対面 無し
建築局宅地審査部宅地審査課、調
整区域課

理系建築職 2 8月25日(木) 1
開発許可、宅地造成許可、建築許可の審
査

・開発許可、宅地造成許可、建築許可によって、横浜市のまちづくりに行政がどのよう
に寄与しているか、学ぶことができます。
・窓口対応に同席し、就業体験をすることができます。
・予定と先方の都合が許す場合、現地に赴いて具体的な審査を体験し、安全安心な
宅地がどのように守られているかを学ぶことができる場合があります。

無し 無し

33 対面 有り
建築局公共建築部営繕企画課、施
設整備課、学校整備課、保全推進
課

理系建築職 10 8月31日（水） 1
営繕業務を学び、公共建築物の果たす
様々な役割を理解する。

・公共建築物を整備するにあたり、建築職としての役割を学んでもらう。
・工事現場に行って、現場の状況を学んでもらう。
・その他、公共建築部全般の業務内容を学び、公共建築部の業務をPRしていただく
ことも期待する。

無し 無し
・工事現場の動画や写真
等を見てもらい、現場の状
況を学んでもらう。

営繕業務に興味がある人

34 対面 有り
建築局公共建築部電気設備課、保
全推進課、営繕企画課

理系電気職 5 9月15日（木） 1
営繕業務や建物の維持管理を学び、公共
建築物の果たす様々な役割を理解する。

・公共建築物の整備の実際を、電気職の役割の点から学びます。
・工事現場の動画や写真等を見て、現場の状況も学ぶことができます。
・建築物の電気設備についての維持管理について学ぶことができます。
・若手職員との座談会で、毎日の仕事の様子や役所の１日とは、を楽しく話せます。

無し 無し
営繕業務、建築物の維持管理に興味
がある人
※電気職、機械職合同で実施します。

35 対面 有り
建築局公共建築部機械設備課、保
全推進課、営繕企画課

理系機械職 5 9月15日（木） 1
営繕業務や建物の維持管理を学び、公共
建築物の果たす様々な役割を理解する。

・公共建築物の整備の実際を、機械職の役割の点から学びます。
・工事現場の動画や写真等を見て、現場の状況も学ぶことができます。
・建築物の機械設備についての維持管理について学ぶことができます。
・若手職員との座談会で、毎日の仕事の様子や役所の１日とは、を楽しく話せます。

無し 無し
営繕業務、建築物の維持管理に興味
がある人
※電気職、機械職合同で実施します。

36 対面 無し 都市整備局企画部都市デザイン室

理系造園、建
築、土木、環
境などの理系
学科

1 8月16日（火）～18日（木） 3
都市デザイン調整業務、歴史を生かした
まちづくり業務

・公共施設等のデザインの企画・調整など都市デザイン業務に関すること
・歴史的建造物の調査、資料整理等歴史を生かしたまちづくりに関すること

無し 無し
・都市デザインやまちづくりに関する
知識又は興味がある方

37 対面 無し
都市整備局都心再生部都心再生
課

理系土木職
又は建築職

3 8月23日(火)～8月25日(木) 3
横浜の都心臨海部を構成する「関内・関
外地区」の活性化の推進について

開港以来の歴史と魅力を有し、横浜の経済をけん引してきた関内・関外地区（JR関内
駅周辺など）の活性化を持続的に図る様々な取組について、実習や現場見学、職員
との意見交換などを通じ、関内・関外地区のまちづくりを実体験できる貴重な機会で
す。

無し 無し
横浜の都心臨海部のまちづくりに関
心のある方

38 対面 有り
都市整備局都心再生部横浜駅・み
なとみらい推進課

理系土木、建
築

3 ８月３日(水)～８月５日(金) 3
横浜駅周辺とみなとみらい２１地区のまち
づくり

市街地開発事業の手法について学ぶとともに、横浜駅周辺とみなとみらい21地区の
事業について実習します。また、事業中の現場立会いや関係者との打ち合わせ等を
体験し、まちづくりに関する技術職のプロセスについて学びます。

無し 0 無し

Zoomを利用したオンライン
のワンデーインターンシッ
プ。
横浜駅周辺、みなとみらい
２１地区の事業紹介や、若
手職員との座談会等を実
施します。
※オンライン開催のために
必要な機材やZoomアカウ
ント等の調達ができない場
合、実施できない恐れがあ
ります。

パワーポイントを使える方

39 対面 無し
都市整備局地域まちづくり部地域
まちづくり課、景観調整課

不問事務職、
建築職、土木
職

2 8月16日(火)～8月18日(木) 3
地域まちづくり及び魅力ある都市景観づく
りに係る業務

都市整備局が所管する「地域まちづくりの推進及び魅力ある都市景観づくり」に係る
事業の実施事例の視察、地域活動への参加、市民参加イベントの準備・運営補助、
市民対応等の業務を経験していただきます。

有り

本市ホームページ上の「都
市整備」に掲載されている
「地域まちづくり」「まちの
ルール・プラン（地区計画
等）」「魅力ある景観形成
（特に「景観まちづくり学
習」）」の項目について一読
しておいてください。

無し

40 対面 有り
都市整備局市街地整備部市街地
整備推進課

理系土木職、
建築職

2 8月3日（水）～8月5日（金） 3
郊外部における鉄道駅周辺のまちづくり
について

　郊外部の鉄道駅周辺において、地域の特性を踏まえた魅力あるまちづくりを行って
います。その手法である市街地再開発事業及び土地区画整理事業について学べま
す。また、現場視察や職員との意見交換を通して、具体の事業における市職員の役
割や仕事の中身が学べます。

有り

現場視察地区の事業概要
について目を通していただ
き、疑問や質問項目を、事
前に提出していただきま
す。また、職員との座談会
も予定しています。仕事の
やりがいやワークライフバ
ランス、入庁試験について
など、質問内容をまとめて
おいてください。

未定

Zoomを利用したオンライン
のワンデーインターンシッ
プ。
市街地開発事業について
の座学、動画配信による現
場視察、座談会等を予定し
ています。

横浜市のまちづくりや市街地開発事
業に関心があること

41 対面 無し
都市整備局市街地整備部二ツ橋
北部土地区画整理事務所

理系土木職 2 8月24日（水）～８月26日（金） 3
土地区画整理事業における現場事務所
の業務について

市施行の土地区画整理事業を進めている現場事務所です。事業の概要や事務所全
体の業務内容を学んだ上で、土木担当の業務を体験します。土木職の業務内容につ
いて担当者と一緒に現地に行って業務を体験できるのは現場事務所ならではの実習
となります。まちづくりの現場に興味がある方に特におすすめです。

有り

二ツ橋北部土地区画整理
事務所のホームページ等を
確認し、区画整理事業や事
務所の業務について事前
に概要を把握した上で実習
に参加してください。

無し

・まちづくりに関心のある方
・パワーポイント、ワード、エクセルが
使える方

42 対面 無し
都市整備局市街地整備部綱島駅
東口周辺開発事務所

理系土木職 2 9月7日(水)～9月9日(金) 3 綱島駅東口周辺のまちづくりについて

綱島駅東口周辺開発事務所は、令和５年３月開業予定の相鉄・東急直通線の新駅
「新綱島駅」の整備に合わせて、市施行の土地区画整理事業によりまちづくりを進め
ています。道路や駅出入口などの都市基盤整備工事の現場実習や、職員との座談
会を通じて、人々が生活するまちを一体的に面整備するやりがいを感じていただきま
す。

無し 無し
Word、Excel、PowerPointの基本的な
操作ができる方
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43 対面 無し 道路局計画調整部企画課 理系土木職 1 8月22日(月)～8月24日(水) 3
都市計画道路に関する企画・立案等につ
いて

・道路行政の基本となる都市計画道路について、コンサルタント会社との打合せや現
地調査などへの参加を通じ、企画・立案から事業化に向けた流れを勉強していただき
ます。
・市役所の業務内容や、土木技術職員に求められる能力・適性について、横浜市の
施策に触れながら、理解していただきます。

無し 無し

44 対面 無し 鶴見区鶴見土木事務所
不問土木職、
造園職、事務
職

3 8月8日(月)～8月10日(水) 3
土木事務所で、地域インフラの維持管理
業務の最前線を体験する

土木事務所は、道路、下水道、公園という地域の市民活動・経済活動に不可欠なイン
フラの維持管理を行っています。職員とともに、市民対応も含めてこれらの業務の現
場を体験することで、土木事務所所管業務の基本知識が学べます。

未定 無し

専攻を問わず受け入れますが、当事
務所の業務の性質上、理系（土木職、
造園職）の学生である方が望ましいで
す。

45 対面 無し 西区総務部総務課 不問 20 8月26日 1
区役所の旗振り役！総務課で西区役所を
学ぼう！

「総務課」と聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか？
デスクワークで事務中心のイメージを持たれていませんか。区役所の総務課はそれ
だけではなく、縁の下の力持ちとして区役所全体をまとめており、西区を災害から守
る防災事業、各選挙の実施など幅広い業務を担っています。
区役所全体の仕事の理解を深めていきましょう！
※午後の部は、防災担当または統計選挙係のグループに分かれて受講してもらいま
す。

無し 無し

46 対面 無し
西区戸籍課・こども家庭支援課・西
土木事務所

不問 5 8月25日 1
知ってる？区役所の仕事～幅広い横浜市
の業務を学ぼう～

「公務員になりたいけど、実際どんな仕事をしているんだろう？」
区役所には、区民の方と関わるたくさんの業務があります。インターンシップを通し
て、市民に最も身近な戸籍業務、子育て施策、土木事務所の業務に触れ、市民サー
ビスの基礎を幅広く学びましょう！
※午後の部は、こども家庭支援課または西土木事務所のグループに分かれて受講し
てもらいます。

無し 無し

47 オンライン
西区区政推進課、税務課、保険年
金課

不問 10 8月17日 1
知ってる？区役所の仕事～幅広い横浜市
の業務を学ぼう～

「公務員になりたいけど、実際どんな仕事をしているんだろう？」
区役所では、区の運営に関する企画立案、広報・広聴事業、市税の賦課徴収、保険
年金制度の運用など幅広い業務を行っています。実習では、西区の地域特性を学び
ながら、課題解決について考えるグループワークを行います。区役所の業務を幅広く
学びましょう！

有り

西区の概要・特徴につい
て、事前に調べたうえで、
魅力や課題に感じた点をま
とめていただき、臨んでくだ
さい。

無し

48 対面 無し 中区総務部戸籍課
不問事務職
志望の方

2 8月24日（水） 1
区役所の最前線である戸籍課で窓口サー
ビスを体験しよう！

人生の中で一度は必要となる戸籍課の手続き（出生届、婚姻届、住所変更届等）に
ついて届出書等を記入しながらわかりやすい説明とはどのようなことか、また、区役
所における区民サービスとはどのようなことか等を考えていただきます。

無し 無し ・人と接することが好きな方

49 対面 無し 保土ケ谷区総務部区政推進課 不問 2 8月26日（金） 1 区政推進課の業務を体験！

　自然、歴史、飲食、野菜など、保土ケ谷区には魅力がたくさんあります。区政推進課
は、様々な事業やイベントを通じて、こうした魅力を創出・発信しています。
　実習では、事業紹介と併せて、「イベント参加」「インスタ取材」「広報紙の制作」等を
体験します。あなたのアイデア、文章や写真が実際に採用されるかも！？

無し 無し

50 対面 無し
保土ケ谷区福祉保健センター生活
支援課

不問社会福
祉職

2 9月16日（金） 1 生活支援課の業務について

生活支援課の業務（生活保護制度、生活困窮者自立支援制度の運用）をとおして、
生活にお困りの方を支援の現状をお伝えします。
横浜市の社会福祉職として働いている職員との交流の時間もあり、公務員として社会
福祉の現場で働いてみたいと考えている方にお勧めです。

無し 無し

51 対面 有り 保土ケ谷区総務部総務課 不問 2 8月22日(月)～８月23日(火） 2
○総務課業務への理解
○防災及び研修等業務補助

区民に身近な区役所の役割について理解を深めながら、区民サービスを直接担う各
課を支える総務業務について、研修、予算、庁舎管理、統計選挙及び危機管理業務
(防災等)の視点から理解を深めます。また、研修業務や防災関係現場視察等に従事
します。

無し 無し
オンラインの場合は研修日
数を１日のみに変更

横浜市行政の職務に興味のある方

52 対面 無し 磯子総務部総務課 不問 2 9月9日（金） 1
迫りくる大地震から区民を守るために区役
所に与えられた任務について

私たちの生活を脅かす災害、区民の「災害対策」を求める声が高まっています。区役
所が行う災害対策とは！？沿岸地区の津波対策を体感し、避難所の運営や備蓄資
器材等の現状を把握していただきます。終わりのない災害対策、迫りくる大地震、残
された時間の中で、区民の声に耳を傾け奔走する区役所職員が真実を語ります。

無し 無し

53 対面 有り 磯子区総務部区政推進課 不問事務 3 8月23日（火）～8月24日（水） 2
区役所の企画部門や広報部門です。区政
推進課の業務について知ろう！

区役所の仕事のイメージは、戸籍や健康保険のような身近な業務ではありません
か？区政推進課は、区役所の運営や広報などを担っています。実習では事業の紹介
を始め仕事体験やＧＷ、若手職員との座談会等を予定しています。
また、ＧＷのテーマは磯子区の広報についてです。皆さんの若い感性を生かして一緒
に考えましょう。

有り

磯子区ＷＥＢやツイッターを
見てください。また、広報よ
こはま磯子区版の６、７、８
月号に目を通し、印象に
残った記事を書き留めてお
いてください。、

無し

当初受入期間のいずれか
１日を使って、研修へのリ
モート参加や広報に関する
グループワーク、若手職員
との座談会等に参加してい
ただきます。

54 対面 無し
磯子区福祉保健センター高齢・障
害支援課

不問社会福
祉

2 8月19日（金） 1
高齢者・障害者支援業務を経験し、多職
種連携について学ぶ。

高齢・障害支援課の社会福祉職が行う業務概要を説明します。
多職種連携について学びを深めてもらえるよう、会議に出席いただき、実際に他機関
と連携する様子を見学してもらいます。
また、タイミングが合えば実際の支援を行う様子や、窓口対応を見学してもらい、行政
社会福祉職の業務を体験していただく予定です。

無し 無し 高齢者・障害者支援に関心がある方

55 対面 無し
磯子区福祉保健センターこども家
庭支援課

不問事務職、
保健師職志
望の方

2 9月7日（水） 1
こども家庭支援課の業務体験及び関係施
設の見学

こども家庭支援課の窓口での案内業務を通じて区民と接していただくとともに、区役
所で実施する乳幼児健診の見学や関係施設（地域子育て支援拠点、市立保育園等
を予定）への訪問により、母子保健や子育て支援について学んでいただきます。
※新型コロナウイルスの感染状況により、実施内容を変更する場合があります。

無し 無し

56 対面 無し
磯子区福祉保健センター保険年金
課

文系事務 3 9月6日(火)～9月8日(木) 1 区役所保険年金課の業務について

社会保障制度の根幹をなす年金・健康保険などの仕組みを理解し、区役所で行って
いる国民健康保険や給付業務などの実務を経験します。また、区民サービスの最前
線である窓口業務の見学を通して応対マナーの基本を学ぶこともできます。社会保
険労務士の資格取得に興味のある方にもおススメです！

無し 無し 特になし

57 対面 無し
磯子区磯子土木事務所管理係、道
路係、下水道・公園係

理系土木職・
造園職

2 8月22日（月）～8月26日（金） 3
土木事務所において工事監督や現場作
業等を通じて市民対応を学ぶ

土木事務所で行っている道路や下水道・公園の維持管理工事を視察したり、現場立
会い、道路パトロール、整備班の維持管理作業等を体験し、道路・下水・公園の維持
管理の視点から市民対応を学びます。

無し 無し
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58 対面 有り

港北区福祉保健センターこども家
庭支援課保育担当、太尾保育園、
こども青少年局保育・教育部保育
対策課

不問
事務、保育士

2
※応募状況に
よっては3名ま
で調整可能

8月25日（木）、26日（金）、29日
（月）、30日（火）
※受入決定後、８月下旬の期
間で調整可能な場合もありま
す。

4
保育行政と保育園実習！
～肌で感じる保育のやりがい～

①待機児童対策、②保育士を目指す人に対しての実習という２つのテーマで受入れ
を行います！待機児童対策では主に、クローズアップされている保育士確保事業に
ついて学ぶことができます。保育園実習では先輩保育士の保育を間近で見ることで、
保育の視点やノウハウを学べます。保育士という業務への理解を深めてみません
か？

無し 無し
Zoomを使用し、プログラム
を縮小して実施します。

・保育行政に興味のある方
・市立保育園の保育士を目指している
方
・事務職か保育士か進路に悩んでい
る方
を中心にご応募お待ちしております。

〇実習内容以外の業務についても、
幅広く質問にお答えします。
〇若手職員との交流、懇談の場も設
けます。どんどん質問をして、横浜市
ならではの保育士の仕事・働き方・や
りがいについて一緒に考えましょう！
〇明るく風通しのよい職場です。元気
で積極的に参加できる方を歓迎しま
す！ご参加をお待ちしております。

【留意事項】
・保育園での実習を含むため、実習２
週間前より新型コロナウイルスに関連
して、行動記録の提出をお願いしま
す。詳しくは受入決定後にご連絡させ
て頂きます。
・麻疹に罹患または、予防接種をした
かの証明になるもの（母子手帳の写し
など）と健康診断証明書（胸部エック
ス線撮影）を提出をお願いします。
・動きやすい服装・運動靴・室内履き
をご用意ください。

59 対面 無し 港北区総務部総務課 不問 6 8月３日（水）～８月５日（金） 3
民主主義の基本「選挙」と生活に身近な
「統計」の仕事をしてみませんか？

「選挙と統計ってなんだか難しそう・・・」そんなイメージを持っていませんか？
投票箱や記載台を並べた投票所の設営、計数機を使った開票作業など、実際の選挙
運営と同じような経験を通じて、民主主義の大切さを体感します。統計調査の仕事か
ら統計データがどのように作られ、私たちの生活に役立つか理解を深めます。

無し 無し

60 対面 無し 緑区総務部地域振興課 2 8月18日（木）～8月19日（金） 1 地域との連携業務

地域の住民の皆様と一緒に、緑区をより良いまちにするために
地域とのイベント共催（8/18～8/19）や会議・打合せなどを行います。
いわゆる窓口手続き系の業務と異なった、区の主役である区民の皆さんと
連携する区役所の一面を体験することができます。

無し 無し

61 オンライン
緑区福祉保健センター福祉保健
課、高齢・障害支援課、こども家庭
支援課、生活支援課

不問保健師・
社会福祉職

２職種　合計10 9月13日（火） 1
あなたの知らない福祉保健センターの世
界　＃区福祉保健センターってどんなとこ
ろ？

皆さんは区役所に来たことはありますか？
引越しの手続きや選挙の期日前投票などで来たことはあるでしょうか。
では、区役所の「福祉保健センター」はどのような業務をしているか知っていますか？
住民にとって身近な窓口として、様々な福祉サービスや保健衛生に関する業務を行っ
ています。その業務の話はもちろん、仕事をしていての楽しい話、苦労話など、職員
から生の声を聞くことができます！

【プログラム（案）】
●自己紹介
●区福祉保健センター業務、庁舎の紹介
●事例検討（グループワーク）
●若手職員との座談会

無し 無し

保健師・社会福祉職の合同受入を想
定しています。
オンライン開催のため、遠方の方も参
加可能です！

62 対面 有り 青葉区総務部区政推進課 不問 2 8月17日（水）～8月19日（金） 3
区役所における広報事業・総合案内業
務、企画業務や事業運営について

・広報よこはま青葉区版掲載記事の編集、校正業務
・広報テレビ、ラジオ番組制作関連業務
・区役所総合案内窓口における区民対応業務
・地産地消、エコ関係、空家対策、まちづくりなどの区内事業の総合調整に関わる業
務
※状況により内容が変更になる場合があります

無し 無し

・青葉区の紹介、区政推進
課の業務紹介
・青葉区の魅力に関する若
手職員との座談会、グルー
プワーク

63 対面 無し
都筑区福祉保健センター福祉保健
課、高齢・障害支援課、こども家庭
支援課、生活支援課

文系社会福
祉職

2 8月17日（水）～8月18日（木） 2
地域・高齢・障害・児童福祉や生活保護・
生活困窮者支援など福祉事務所における
ソーシャルワーカー業務

市民にとって身近な区役所で、ソーシャルワーカーはクライエントや地域の抱える問
題にどのように対応しているのか。面接での同席や訪問同行、カンファレンスや様々
な会議に出席していただきます。個別支援業務だけでなく広く事務業務も体験してい
ただきます。公務員のソーシャルワーカーとは何か？答えはここにある！

無し 無し

将来福祉の仕事、特に福祉事務所で
ソーシャルワーカーの仕事に就きた
い、横浜市の社会福祉職に興味があ
り、体験したいと考えている方

64 対面 無し 戸塚区総務部区政推進課① 不問 3 8月4日（木）～8月5日（金） 2
戸塚区の広報・広聴の取組や区事業の企
画調整、地域連携に関する業務について

区政推進課の業務を幅広く経験することができます。
・行政における広聴・広報業務
・広報よこはま区版の編集・発行をはじめとした広報業務体験
・旧東海道戸塚宿などを通じた区の魅力発信
・地域でのエコ活動やSDGsの普及啓発に関する企画
・区のまちづくりに関する業務
・市民主体の地域運営の推進に関する業務

未定 無し
ワード、エクセル、パワーポイントが使
えると望ましい

65 対面 無し 戸塚区総務部区政推進課② 不問 3 ９月１日（木）～９月２日（金） 2
戸塚区の広報・広聴の取組や区事業の企
画調整、地域連携に関する業務について

区政推進課の業務を幅広く経験することができます。
・行政における広聴・広報業務
・広報よこはま区版の編集・発行をはじめとした広報業務体験
・旧東海道戸塚宿などを通じた区の魅力発信
・地域でのエコ活動やSDGsの普及啓発に関する企画
・区のまちづくりに関する業務
・市民主体の地域運営の推進に関する業務

未定 無し
ワード、エクセル、パワーポイントが使
えると望ましい

66 対面 無し 栄区福祉保健センター保険年金課 不問 3 8月15日（月）～8月19日（金） 1 栄区役所保険年金課業務について

・生活に関わりの深い保険年金業務（国民年金、国民健康保険、介護保険、後期高
齢者医療制度等）について、担当から業務の概要を紹介します。
・実際の事務手続や窓口応対について学ぶことができます。
・職員とのミーティングを通じ、働くことの意義や保険年金業務等について理解を深め
ることができます。

無し 無し
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67 対面 無し 泉区総務部総務課 不問事務職 2 ８月31日(水)～９月１日(木) 2
区役所総務課の仕事（区役所管理業務か
ら災害対策、統計、選挙まで）

区役所管理業務には、人事・労務、人材育成、予算管理、庁舎管理などが含まれ、区
役所の総合調整として多岐にわたる業務を担っており、その業務補助を経験していた
だきます。また、災害対策では訓練・研修・会議等の準備を手伝っていただく中で泉
区の災害対策を学んでもらいます。選挙については、若年層への選挙啓発業務に携
わっていただきます。

有り

こちらから別途お送りする
資料を読んでいただき、基
礎情報を把握・理解した上
で当日に臨んでいただきま
す。

無し

68 対面 無し 泉区総務部区政推進課 不問 4 8月25日（木） 1 区政推進課の業務について
   区役所の企画部門や広報相談、地域力推進等の業務を所管する区政推進課の職
場実習を予定しています。区役所における企画・広報及び地域支援について、グルー
プワーク等を通じて学ぶことができます。

無し 無し

69 対面 無し 泉区総務部税務課 不問 2 8月22日（月） 1 区役所の窓口業務について
課内各担当の業務内容についての理解を深め、窓口業務の見学等を通じて、区民応
対について学んでいただきます。また、若手職員等との意見交換の機会を設けます。
加えて、税務業務への理解を深める現地調査への同行を予定しています。

無し 無し

70 対面 無し
泉区福祉保健センター高齢・障害
支援課

不問事務職 2 8月10日（水） 1 　高齢者福祉施策に関すること
　高齢者福祉施策に関する区役所の役割
　介護保険要介護認定事務に関すること

無し 無し

71 対面 無し
泉区福祉保健センター高齢・障害
支援課

不問社会福
祉職

2 8月4日（木） 1
　高齢者福祉に関すること、障害者福祉に
関すること

　上記について、区役所社会福祉職の役割を学ぶ 無し 無し
社会福祉職での横浜市受験を検討し
ている方

72 対面 無し
泉区役所福祉保健センターこども
家庭支援課

不問保健師 2 9月7日（水）～9月8日（木） 2 泉区の子育て支援について

泉区こども家庭支援課は「子育てしやすいまち泉区」を目指し、子育て世代の現状・
課題に基づいた子育て支援を推進しています。福祉保健センターで行う乳幼児健康
診査や地域ケアプラザ等で行う赤ちゃん教室等、業務の実際を見学していただきま
す。子育て支援に関心のある方はもちろん、「横浜市や行政機関で働きたい」と思っ
ている方におすすめです。

無し 無し

73 対面 無し 泉区泉土木事務所 不問 3 8月16日（火）～8月18日（木） 3
道路・公園・河川等の施設の視察、土のう
づくり体験ほか

道路パトロールや工事現場の見学など、横浜市の現場主義の表したような職場でイ
ンターンシップを経験してみませんか。泉土木事務所は水辺や農園に囲まれた自然
豊かな泉区内で道路や公園、河川等の管理をしています。横浜市の現場に興味のあ
る方のご応募をお待ちしております。

無し 無し

74 対面 無し 消防局戸塚消防署総務・予防課 不問なし 5 8月1日（月） 1 戸塚消防署の業務を体験する。

　各種警防業務（総務・予防課、警防課）や資機材の説明を聞いていただいた上で実
際に防火装備の着装や資機材取り扱い訓練、はしご車搭乗訓練などを体験していた
だく予定です。
（※実施内容にあっては業務により調整します。）

無し 無し なし

75 対面 有り 消防局泉消防署総務・予防課

人文学
教育学
社会学
経済学
心理学
（上記以外も
可）

1 8月15日（月）～８月19日（金） 5
児童、生徒を対象とした防火防災救急啓
発の実践

小学生高学年～高校生年代を対象とした、キャリア教育の一環として、防火防災救急
イベントの運営に携わってもらいます。啓発活動は、広報（宣伝）に通じる点があり、さ
らに教育事業やイベント運営にも関連します。このため、この分野に興味を持つ学生
の参加を歓迎します。もちろん、消防職員志望でなくても、かまいません。
あなたの可能性を試す、絶好の機会となるはずです。

未定 無し
参加者のうち、高校生年代
の者とのオンラインイベント
を実施します。

広報（広告）、教育、イベント開催に関
心と実績のある学生の参加を期待し
ています。

76 対面 無し 消防局都筑消防署総務・予防課 消防 4 8月19日（金） 1 「消火・救助・救急」のいろは

始めに消防署の概要を説明し、庁舎内の見学をします。午前中は車両、消防・救急
活動用資機材を説明し、放水を体験します。午後は、特別救助隊の施設へ移動し、
救助訓練の見学、ロープを使ったトレーニングを体験します。最後に、若手職員との
意見交換を行います。

無し 無し
携行品：運動のできる服装（トレーニ
ングウェア、靴）、着替え、タオル、水
分補給用の飲料水

77 対面 無し
消防局　保土ヶ谷消防署総務・予
防課

不問 5 8月1日(月)～8月3日(水) 3
消防業務(消防士の業務)、救急業務(救急
救命士の業務)

消防士の現場活動を体験
救急隊員(救急救命士)の業務体験
市民等に対する救急指導等の体験

無し 無し

78 対面 無し 水道局施設部技術監理課、建設課 理系土木職 3 8月3日（水）～8月5日（金） 2～3 水道局の行っている土木工事について

　水道局が現在行っている土木工事について紹介します。水道局では、高度成長期
（1960～1970年代）に敷設、建設した水道管、施設等について更新の時期にきていま
す。その工事について現場を巡り実際に見てもらうとともに、その工事について技術
的な指導監理を間接的に行っている技術監理課の仕事についても紹介します。

無し 無し 特になし。

79 対面 無し
水道局浄水部設備課・浄水課・浄
水場

理系電気職、
機械職

1 8月１日（月）～8月12日（金） 10
横浜市水道局の設備に関する維持管理
について

　横浜市水道局で使用している機械・電気設備のメンテナンスについて、手法を定め
た基準類を学び、実際にメンテナンス作業を行います。また、計測機器からのデータ
を統計処理することにより、横浜市内の水の流れを学びます。
　これらの作業を通じて、横浜市民の生活を支える水道設備の重要性が学べます。

無し 無し

80 対面 無し

総務部人材開発課、給水サービス
部給水維持課・中村水道事務所、
配水部南部方面工事課・南部方面
配水管理課

理系土木職、
水道技術職

3 8月22日（月）～8月24日（水） 3 水道事業の基礎を広く知る

市内一円に埋設されている水道管に関する設計、工事監督、バルブ操作等を通じ
て、浄水場で作られた水道水が各家庭までにどのように送られているか、水道管がど
のように更新されているか、24時間どのように維持管理されているのかを現場作業の
体験なども交えて経験ができます。

無し 無し

81 対面 無し 会計室会計管理課、審査課 不問事務職 2 9月7日（水）～９月8日（木） 2 横浜市の会計事務について
横浜市の会計事務がどのように行われているのか、座学のみならず実際の実務を経
験し、考察します。座談会で職員と交流し、リアルな横浜市職員の話を直接聞くことが
できます。会計業務に興味がある方は特にオススメです。

無し 無し
ワード、エクセル、パワーポイント等が
使える方が望ましい

82 対面 無し
教育委員会事務局施設部学校計
画課

不問 1 9月8日（木）～9月9日（金） 2 横浜市立小・中学校の計画について
横浜市では、適正な学校規模の範囲を定めています。また、住所によって就学すべ
き学校を指定する通学区域制度を基本としています。各校の児童生徒数の推計や地
域の特性などを考慮しながら、学校規模や通学区域の適正化について考察します。

無し 無し

83 対面 無し
教育委員会事務局総務部生涯学
習文化財課

不問 2 8月22日（月）～８月26日（金） 1
若者が地域・社会の活動へ参加しやすく
なる情報発信について考えよう

生涯学習活動、市民活動の新たな担い手として期待される若者を活動に巻き込むた
め、活動の楽しさを含めて、効果的な手法で情報発信していくことが重要であり、若者
向けの情報発信のあり方について考えていただきます。
地域課題を捉えて、課題解決策を考えていく市職員の業務プロセスを体験できま
す！

無し 無し

84 対面 無し 議会局市会事務部政策調査課 不問 3 8月16日(火)～8月19日(金) 4
議事堂見学事業を通じて学ぶ！～横浜市
会の役割と市職員の関わり方～

①横浜市の重要な施策が決まる議会の仕組みを学ぶ。
②児童向けの議会啓発・広報事業の企画・検討を通じ、市職員の業務を学ぶ。
★市政は、市の意思を決定する議決機関（市会）と、それを執行する機関（市長）によ
り運営されています。受入職場で唯一、議決機関の業務に触れることができます！

無し 無し 明るく元気で、積極的に参加できる方
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