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そんなことないよー
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進路指導部教諭
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

受入人数 1～2名 受入回数 要相談

作業内容 馬のエサ作りや馬房清掃、放牧、集牧、馬学ミーティング

佐藤牧場                                        農業・林業

サラブレッドの生産業務を専門に行っている牧場です。人材育成を積極的に行い、生産業務のエキ
スパートを育ててまいります。

インターンの方が「学ぶ気持ちがあるかぎり」私達は人材を育て、人手不足解消に努めます。
馬は、競走馬の前に「生き物」です。「生き物」を大切にしていく心構えも必要でしょう。

受入時期 6～12月 受入日数 要相談 受入時間 8：00～16：00

住　所 新ひだか町三石本桐４３２

代表者 牧場代表　　佐藤　鉄也

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

・夏、秋、冬の上着類は支給（牧場ユニフォーム）
・長靴やブーツ、ジーンズ、チノパン、グローブ各自持参

その他 インターン中の住居、送迎は手配できませんので、各自でお願いします。

ホームページＵＲＬ https://www.satoustud.com/

059-3231

連絡先 ０９０－７５１４－５７１０ ０１４６－３４－２７７３

１

代表 佐藤鉄也
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保育、幼児教育に興味があれば、ぜひ体験してください。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 9：00～16：00

学校法人 マーガレット学園                                         教育・学習支援業

０歳から年長（就学前）まで子どもたちの成長を見ることが大きな楽しみであり、
やりがいもあります。

服  装
持ち物

―

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://www.margaret.ed.jp/

受入人数 要相談 受入回数 要相談

作業内容 認定こども園、保育園（職種により異なります）

連絡先 ０１４６－４２－０７３７ ０１４６－４２－７８９７

住　所 056-0017 新ひだか町静内御幸町６丁目２番２６号

代表者
理事長　               大森　康正
認定こども園園長　大澤　篤子
保育園園長　         岩佐　志帆

受入手続き担当者 副園長      角　真弓

２
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しずない農業協同組合                                       複合サービス業

① 組合員である農家支援、購買（生産資材、生活、スタンド）、農産物の販売
② 上記、組合員に加え、准組合員、一般消費者への貯金、共済、不動産事業の取扱い

受入人数 2名 受入回数 年1回

作業内容
・現場見学及び体験学習
・基本的な接客対応・補助業務

ＪＡは、一業種では無く、様々な事業を行っております。ですから、当組合への就職希望のいかん
に関わらず是非、見学・体験に来てください。

受入時期 6～9月 受入日数 2日 受入時間 9：00～17：00

住　所 056-0016 新ひだか町静内本町４丁目１番６号

代表者 代表理事組合長　　片岡　博

受入手続き担当者 管理部管理課 管理部長　　大滝　康正

服  装
持ち物

作業しやすい学生らしい服装

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://ja-shizunai.or.jp/

連絡先 ０１４６－４２－１０５１ ０１４６－４２－７０３４

３

管理部長 大滝康正
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　 入居者の方が貼り絵を作成しました。 年2回の自主避難訓練の様子。

少しでも興味をもってくれたなら、ぜひ見学・体験にきてください。

受入時期 通年 受入日数 2～3日 以内 受入時間 9：00～15：00

グループホーム ゆーあい天馬 医療・福祉

・入居者様の出来る事を活用しながら、普通の人としての暮らしを続けられるよう気持ちに寄り
   添った介護をスタッフ一同心掛けています。
・アットホームで明るい職場です。
・資格取得も支援してます。

服  装
持ち物

・動きやすい服装
・上靴

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1～2名 受入回数 何回でも

作業内容
・現場見学
・介護・介助業務の手伝い（入居者とのレクレーション等）

連絡先 ０１４６－４７－１１１１ ０１４６－４７－１１１２

住　所 059-2402 新冠町字中央町１７番地の１１

代表者 施設長　　高橋　義隆

受入手続き担当者 管理者　　畠山　美智代

４
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酒井建設 株式会社 建設業

・公共工事を請負い、主に土木工事を行う会社です。
・募集職種は、土木技術職で◆公共工事等の施工管理全般◆各現場監督業務◆工事測量、工事関係
　書類作成（パソコン業務が主）等
・会社の敷地内に独身寮があり、一人一部屋（8畳）・食事の賄い付きです。

受入人数
1～3名

※6名まで要相談
受入回数 何回でも

作業内容
・会社概要　説明・見学
・現場見学及び現場説明
　どのようなことをするか具体的に見てもらいます。

・どんな会社か、どんな仕事をするのか、本当に休みはあるのか、給料はどれだけもらえるのか
   等、求人票だけではわからないことも、実際に見て聞いて体験できれば理解度も上がると思い
   ます。
・就職先の選択肢の一つとして、地元企業のことを知ってもらえるだけでもいいので、ぜひ体験に
　来てください。

受入時期
4～12月

この他は要相談
受入日数 2日 受入時間 9：00～16：00

住　所 059-3105 新ひだか町三石東蓬莱10番地の5

代表者 代表取締役　　酒井　芳宏

受入手続き担当者 総務部 総務部長　広島　和久

服  装
持ち物

・制服に運動靴
・昼食持参でお願いします。

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://www.sakaikk.jp/

連絡先 ０１４６－３２－３１０４ ０１４６－３２－３４４２

５
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20代から30代の若い従業員が多く、和気あいあいと仲良く仕事をしています。
初心者でも丁寧に教えてくれますので、興味をもった方はぜひ体験、見学に来てみてください。

受入時期 通年 受入日数 要相談 受入時間 要相談

株式会社 前田ファーム 農業・林業

サラブレッドの生産牧場です。危険も伴い、緊張感もありつつ、体力的にも厳しい仕事ではありま
すが、だからこそ、スタッフをはじめとする牧場にかかわる人達と思いやる気持ちで向き合い、喜
びを共有できる環境づくりを大切にしていきたいと思っています。そうした仲間たちと一緒に喜び
合える瞬間を目指して強い馬づくりに励んでいます。

服  装
持ち物

動きやすく汚れてもよい服装、長靴、軍手、帽子、マスク

その他 ホームページは、馬市ドットコム内 前田ファーム

ホームページＵＲＬ https://umaichi.com/

受入人数 要相談 受入回数 何回でも

作業内容 厩舎の清掃、水やり、手入れ等

連絡先 ０１４６－３５－３６４３ ０１４６－３５－３１２６

住　所 059-3232 新ひだか町三石美野和３４１－５

代表者 代表取締役　　前田　宗将

受入手続き担当者 　　　　同　上

６

代表 前田宗将
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－３４－２０１１ ０１４６ー３４－２０１６

住　所 新ひだか町三石本桐２２４－６

代表者 代表理事組合長　　　酒井　薫

受入手続き担当者 管理部管理課　課長　米田　和矢

服  装
持ち物

・手帳やノートなど筆記用具
・昼食（お弁当）
・動きやすい服装（学校指定ジャージ、スニーカーなど）

その他
中途採用については現在行っておりませんが、人員によっては、実施する場合もあり
ます。

ホームページＵＲＬ https://www.jamitsuishi.com/

059-3231

受入人数 1～2名 受入回数 何回でも

作業内容
・職員の農家巡回に同行し農業現場の見学
・農産課において農産物（時期によって、アスパラ、花き、米等）の集出荷作業体験
・Aマートにおいて基本的な接客や配送等の購買業務体験

みついし農業協同組合 複合サービス業

三石農畜産物の三本柱「みついし牛」「みついし花だより」「三石優駿」をはじめ、三石産ブラン
ド米「トキノミノル」、そして「みついしアスパラ」を取扱う農業協同組合です。
事業としては、この他に、貯金・融資を扱うJAバンク、ひと、家、車の保険を扱うJA共済、Aマー
トや資材店舗、ホクレンスタンドなど多岐に渡り組合員の営農や生活に関する事業を行っていま
す。

若手職員の多い職場ですので親しみやすい環境だと思います。少しでも興味を持ってくれたなら、
ぜひ見学・体験に来てください。

受入時期 6～10月 受入日数 2～7日 受入時間 8：30～17：00

７

管理課 米田和矢
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－３４－２００１ ０１４６－３４－２００２

住　所 059-3231 新ひだか町三石本桐２１７－３

代表者 代表取締役　　橋本　勝司

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

・汚れてもよい動きやすい靴
※つなぎ、軍手、帽子はこちらで用意します。

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://hashimoto-kg.co.jp/

受入人数 2～3名 受入回数 要相談

作業内容

・現場見学
・実際に自動車整備、板金、トータルアライメント整備、車検などのスケジュールを
　作成し、体験してもらう。
　（生徒の要望も取り入れている）

・小・中・高と年代にあわせてカリキュラムを考えます。
・興味がある方は随時受入れします。
・商工会と自治体と学校が協力して積極的にインターンシップの受入を進めることが必要であり、
   それが地元企業への就職へつながり、持続可能な社会、町づくりにもなると思います。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 9：00～17：00

有限会社 橋本興業 サービス業

自動車販売、整備、板金が主な事業です。
資格取得や研修制度があり、働きながら資格取得が可能。
車のかっこよさ、すばらしさを広める整備技術向上の為に、お客様と耐久レースに出場している。

８

代表 橋本勝司



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－１３１１ ０１４６－４２－４６８５

住　所 056-001７ 新ひだか町静内御幸町２丁目１番５号

代表者 代表取締役　　武岡　大佶

受入手続き担当者 静内御幸町SS　マネージャー　新谷　祐介

服  装
持ち物

作業着等はこちらで用意します。

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 2名 受入回数 年1回

作業内容 接客対応、補助業務

企業の通常業務をやれる範囲内で行い、企業のルールや厳しさを伝え、結果的にプラスになれば良
いと考えています。

受入時期 通年 受入日数 2日 受入時間 9：00～15：00

静内石油 株式会社 卸売業・小売業

日常生活に必要なエネルギーを通じ、地域に安心と安定を提供します。

９
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－１７８９ ０１４６－４３－３３６９

住　所 056-0025 新ひだか町静内木場町２丁目１０－２６

代表者 代表取締役　　伊藤　浩樹

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

・動きやすい服装を希望します。但し、普段着は不可
・高校生の場合は、学校ジャージ等
　それ以外は作業着等
・作業に必要な軍手等は支給いたします。

その他
決して重労働はありません。でも体を動かす仕事が好きな方が向いている職場だと思
います。

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 要相談 受入回数 要相談

作業内容
・現場見学及び体験学習
・来客者の接客対応、補助作業
・スタンド全般における作業体験（給油・洗車・ピット作業）

現在、高校生のアルバイトが元気に働いております。「将来、車の整備に携わる仕事がしたいの
で、まずはガソリンスタンドで、いろいろな車に接したい」との事で、働き始めました。当ガソリ
ンスタンドは、地元の多くの方々が来店しますので、いろいろな職種の方々がお見えになります。
気さくにいろいろな方々からお話を聞けるチャンスがあります。自分の働きたい職種の方が来店す
るかもしれません。一度、当スタンドで多くの方々と接してみてはいかがでしょうか。いろいろな
方々からお話を聞くことは、今後の就職活動に決してマイナスになることはないと思います。もち
ろん女性の方も歓迎しております。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 要相談

日高石油 株式会社 卸売業・小売業

・当社は、ENEOS特約店のガソリンスタンドです。
・車のガソリン、軽油やご家庭の暖房に欠かせない灯油の販売・配送を行っており、毎日地域の
　多くの方々がお見えになり、配送で多くのご家庭に伺っております。
・店内では、車用品から日用品など様々なものを販売しており、お客様には大変好評を頂いてお
　ります。
・スタッフは年齢層も広くどの年代の方が来られても、気軽にお話ができます。

１０



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４６－２０７０ ０１４６－４６－２０７１

住　所 05６-０１４１ 新ひだか町静内御園６９－２

代表者 代表取締役　　高野　真弦

受入手続き担当者 事務員　　　　四ツ屋　沙希

服  装
持ち物

・動きやすい服装（ジャージなど）
※夏場はキャップなどあれば尚良

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://r.goope.jp/takanoringyo

受入人数 1～5名 受入回数 何回でも

作業内容
・現場見学
・高性能林業機械のデモンストレーションなど

”林業”という職は知っているけど、実際は、どのような事をしているのか知らない人も沢山いる
と思います。”林業”という仕事をより多くの方々に知っていただきたいので、少しでも興味を
もっていただけたら、見学や体験にきて下さい！

受入時期 通年 受入日数 1～2日 受入時間
要相談

4～6時間程度

有限会社 高野林業 農業・林業

24～65才と幅広い年代の方が働いています。わきあいあいと仕事しています。保有している機械
（重機）は、10台以上！高性能林業機械を導入し、安全性や効率性などを高め、より働きやすい
環境を目指しています。森林整備、伐採、庭木剪定、除雪、草刈、薪製造販売などしております。

１１

代表 高野 真弦



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－３３－２２２４ ０１４６－３３－２０５４

住　所 059-3105 新ひだか町三石東蓬莱１０番地１

代表者 支署長　　羽賀　敏文

受入手続き担当者 庶務係 主査　　辰身　俊明

服  装
持ち物

基本的に在庫の消防活動服等をレンタル致します。（体型により要相談）
その他、昼食及び着替え等を持参してください。

その他
受入れ当日、災害等により急遽中止、もしくは内容を縮小する可能性がありますの
で、ご了承願います。

ホームページＵＲＬ http://hidaka-chubu-119.jp/publics/index/26/

受入人数 1～3名 受入回数 要相談

作業内容
・各種訓練（火災・救急・救助）体験
・消防車両・消防水利点検等随行
・一般事務見学

体を動かす仕事がしたい。人の役に立ちたい。公務員になりたい。理由は様々で結構ですが、人の
命・自分の命に係る仕事であり、体力に自信があり努力を続けられる方の参加を希望します。
また、高校生が将来の就職先として興味がある場合は、高卒での採用と救急救命士の資格取得後の
採用との違いなどのお話も出来ると思います。

受入時期 通年 受入日数 1日 受入時間 9：00～16：00

日高中部消防組合 消防署三石支署 公務

職員19名で三石地区の消防業務全般の対応を行っています。救急救命士の資格保持者は令和2年度
現在9名となっています。基本的に採用者は三石地区への居住が必要になります。

１２



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

「ひだかうまキッズ探検隊」受け入れの様子

連絡先 ０９０ー８９０６ー７１６９ ０１４６－４２－３０６２

住　所 新ひだか町静内神森９５－１

代表者 代表取締役　　服部　健太郎

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

動きやすく、汚れてもよい服装
（帽子・長靴・軍手等）

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://hattorifarm.com/

056-0002

受入人数 数名 受入回数 ―

作業内容 牧場内の清掃、馬の手入れなど

有限会社 服部牧場 農業・林業

昭和34年創業。当場は競走馬の生産を行っており、新ひだか町静内神森に本場、新冠町西泊津に分
場があります。基礎体力づくりをしっかり行い、たくさんの愛情を込めて育てることで、どんな環
境・舞台にも動じない心身共に丈夫な馬づくりを目指しています。
また、町内の小学校の課外授業の受け入れなど、軽種馬産業の魅力を伝える取り組みに関わってい
ます。

可能な限りサポートしていきたいと思っています。興味があれば、ぜひ見学・体験にきて下さい。

受入時期 通年 受入日数 要相談 受入時間
8：00～17：00

の間の数時間

１３

代表 服部健太郎



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４７－２６６６ ０１４６－４７－２４７６

住　所 059-2402 新冠郡新冠町字中央町５番地の３

代表者 支署長　　川戸　一彦

受入手続き担当者 庶務係 主査　　山本　尚幸

服  装
持ち物

動きやすい服装（ジャージ等）
タオル、運動靴（内）、昼食、着替え（Tシャツ等）

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://hidaka-chubu-119.jp/publics/index/27/

受入人数
3名以下
要相談

受入回数
要相談

もしくは年1回

作業内容 消防業務全般（消火活動訓練・救急・救助活動訓練等）を体験。

将来の就職先の選択肢の一つとして、消防業務に関する内容を体験してもらえると嬉しいです。

受入時期 要相談 受入日数
2日以内
要相談

受入時間
8：30～15：30

変動あり

日高中部消防組合消防署 新冠支署 公務

24時間365日あらゆる災害から町民の安全を守る消防を身近に感じてもらい、消防士を目指す
きっかけとなってくれればと思います。

１４



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０８０－１８７０ー８２０８ ０１４６－４６－２９７７

住　所 056-0143 新ひだか町静内豊畑１５－４

代表者 藤川　達矢

受入手続き担当者 　同　上

服  装
持ち物

汚れても良い動きやすい服装

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://www.instagram.com/si_fuji_bo/?hl=ja

受入人数 1～3名 受入回数 何回でも

作業内容 軽種馬生産牧場の見学及び体験学習

動物が好きで興味をもって頂けたら、ぜひ見学、体験にお越し下さい。

受入時期 7～11月 受入日数 7日以内 受入時間 9：00～16：00

静内フジカワ牧場 農業・林業

サラブレッド競走馬を丈夫に育てること。
人も馬も怪我なく、穏やかに過ごすよう、努力する。
皆が仲良く成長出来るよう、丁寧に指導する。

１５

代表 藤川達矢



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０９０－１５２１－１７３３ ０１４６－４９－５５５１

住　所 059-2425 新冠郡新冠町字明和７９－２

代表者 代表取締役　　長浜　和也

受入手続き担当者 取締役　　　　長浜　謙太郎

服  装
持ち物

動きやすく、汚れても大丈夫な作業服・長靴

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1～3名 受入回数 何回でも

作業内容 厩舎清掃作業等、現場見学及び体験学習

地域の主産業の現場を知ってもらいたいです。

受入時期 通年 受入日数 何日でも 受入時間 何時でも

有限会社 サンローゼン 農業・林業

自然に囲まれ、馬と共に働く環境は心豊かになります。どんな仕事でも働くという事は大変です
が、達成感と充実感は何よりです。ぜひ体験に来て下さい。

１６

長浜 謙太郎



●企業ＰＲ
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４９－２２１５ ０１４６－４９－２２１５

住　所 05６-０017 新ひだか町静内御幸町６－３－３１

代表者 院長　　康井　翔平

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

・清潔感があり、動きやすい服装
・室内履き

その他

・動物アレルギーの方は遠慮下さい。
・血液や傷等を見る可能性があります。
・私語は慎むようにして下さい。
・怪我の危険性があるため、動物や器具には不用意に触らないで下さい。

ホームページＵＲＬ https://www.akageravet.com/

受入人数 1～２名 受入回数 年1回

作業内容
・現場見学
・清掃、業務の簡単な手伝い

動物医療の現場に興味・関心を持ってもらえればと思います。

※現在、求人はしておりません。

受入時期 7～11月 受入日数 2日程度 受入時間 9：00～14：00

あかげら動物病院 技術サービス業

犬猫を中心とした小動物医療に従事

１７
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４５－５００４ ０１４６－４７－６００５

住　所 059-２４１１ 新冠町字大狩部３６４－２

代表者 代表者　　正木　美恵子

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

軽作業用

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1～3名 受入回数 要相談

作業内容 牧場見学及び体験

―

受入時期 通年 受入日数 何日でも 受入時間 6時間

トド岩高原銀河農場物語 有限会社 農業・林業等

道営競馬の発走支援や、ヤギ、ポニー、ウサギがたくさん居る厩舎の支援業務なども行っておりま
す。常時20名の元気な若者が頑張っています。又、無農薬野菜の栽培も行っており、生産馬も結構
活躍して居ります。

１８
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

056-0007

連絡先 ０９０－９５１４－７０２３ ０１４６ー４３－０５３１

住　所 新ひだか町静内清水丘４７

代表者 中道　啓輔

受入手続き担当者 　同　上

服  装
持ち物

よごれてもいい服装（ミニトマトのしぶが付く為）
長そで、長ズボンの方がよい。
手袋、帽子

その他 ー

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1日 3名程度 受入回数 何回でも

作業内容 ミニトマトの収穫

中道農園 農業・林業

新ひだか町産ミニトマト「太陽の瞳」を栽培しています。

少しでも興味をもってくれたなら、ぜひ見学・体験にきてください。地元特産のミニトマトのこと
を知ってもらえると嬉しいです。

受入時期 6～10月 受入日数 何日でも 受入時間 8：00～ 17：00

１９

中道 啓輔



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４６－８０７７ ０１４６－４６－２０４７

住　所 05６-０１４１ 新ひだか町静内御園２９番地１３

代表者 代表取締役　　紺野　由利恵

受入手続き担当者 会長　　　　　紺野　光彦

服  装
持ち物

・学校指定の制服、もしくはスーツでお願いします。
　私服は不可です。
・昼食と飲み物（近くにコンビニがありません）
　レンジとポット湯、インスタントコーヒーとお茶等あります。

その他 求人に関しては未定ですが、少しでも進路等の参考になれば良いと考えております。

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1～2名 受入回数 何回でも

作業内容
・事務作業
　事務員の補助、書類整理や伝票類の作成、事務所内の清掃のほか、
　状況をみて指示します。

当社に限らず、事務系の職種を希望するのであれば、このような特殊な業種の事務を体験してみる
と良いと思います。新ひだか町等の小規模な会社だと、事務員1人体制のところが多いと思うので、
色々仕事ができるようになった方が良いと思いますし、資格取得もできたりするので、地味な作業
がしたい方や人見知りな方にも向いている職種だと思います。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間
8：00～17：00

で希望する時間

有限会社 ヒロヤス運輸 運輸業
サービス業

運送業や産廃、砂利関係と仕事としては色々やる事も多いですが、社員も優しい方ばかりなので、
分からない事があっても教えてくれたりします。働きやすい方だと思います。

２０



●企業ＰＲ
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－７３４４ ０１４６－４９－０７８５

住　所 056-001７ 新ひだか町静内御幸町６丁目１番６号

代表者 管理者　　加藤　里美

受入手続き担当者 　同　上

服  装
持ち物

白衣・エプロン等、上靴、帽子、昼食、飲み物

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://www.shizunaipetekari.com/facility/chiafuru/

受入人数 1名 受入回数 年1回

作業内容 障がい者の作業支援、サポート

障がい者福祉に興味があり、人と関わりたい方に参加してもらいたいです。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 9：00～16：00

社会福祉法人 静内ペテカリ
就労サポートセンター ちあふる

医療・福祉

「手づくり工房さくら」です。クッキーとパンを製造し販売しています。その他、利用者の余暇活
動として、散歩やおやつ作りと充実した計画をしてます。

２１
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４５－０１１９ ０１４６－４２－３７８９

住　所 056-0005 新ひだか町静内こうせい町２丁目１番１号

代表者 消防署長　　森　潤二

受入手続き担当者 庶務係　　　木下　智史

服  装
持ち物

筆記用具、昼食、飲み物、タオル、
Tシャツ（黒・紺・白の無地）、靴下等の着替え、上靴

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://www.hidaka-chubu-119.jp/

受入人数 1～2名 受入回数 何回でも

作業内容
消防車及び救急車積載器具説明、119番通信機器説明、防火服及び空気呼吸器等の着
装訓練、出動放水訓練、普通救命講習

消防業務は多岐にわたりますが、隊での活動が基本となることから、日ごろの挨拶や返事など礼儀
を大切にしています。元気に挨拶ができる・積極性がある人材で消防業務に興味があれば是非、体
験に来て下さい。

受入時期 通年 受入日数 1～2日 受入時間 8：30～15：00

日高中部消防組合消防署 公務

当組合は昭和46年6月1日に静内・三石・新冠町の3町で日高中部消防組合を設立しました。仕事内
容は警防・予防・救助・救急の主に4つに分けられており、日々町民の皆様の安全安心を守っていま
す。

２２



●企業ＰＲ
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４３－１０１８ ０１４６－４９－０６７７

住　所 05６-００２５ 新ひだか町静内木場町２丁目５の２０

代表者 代表取締役　　田村　政博

受入手続き担当者 店長　　　　　纐纈
コウケツ

　幸彦

服  装
持ち物

動きやすい服装

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1名ずつ 受入回数 要相談

作業内容 受付、店内清掃、洗濯

体験して頂き、仕事に対しての理解をし、就職につながれば最高です。

受入時期 通年 受入日数 2～3日 受入時間 9：00～15：00

理髪館 サービス業

今までの理容とはイメージが違い、働きやすい環境であると思います。

２３



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－１３９５ ０１４６－４２－２９４３

住　所 056-0017 新ひだか町静内御幸町１－１－４２

代表者 代表取締役専務　　高橋　幸二

受入手続き担当者 　同　上

服  装
持ち物

制服、ジャージ等で対応できます。

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://www.akoz-home.jp/

受入人数 3名以内 受入回数 数回　要相談

作業内容
・現場見学、実地体験
・製図の基本学習（プランニング）
・現地調査等

地元の小さな会社でも、自分に力（スキル）をつけ、将来への展望を広げることが出来る、きっか
けになればと思います。

受入時期 通年　要相談 受入日数 2～3日程度 受入時間 9：00～15：00

静内産業土建 株式会社 建設業

・建築工事、土木工事、不動産管理
・建築は一般住宅・店舗・農業用施設（厩舎等）・公共工事、土木は公共工事の道路・河川・災害
　復旧等を受注しています。
・会社は創業50年を越え、地域に密着している小さな土建屋ですが、多様な要望に応えています。
　また、今年度からは、テーマを持った家作りと、国の認証を得た施工スタイルを推し進め、地域
　や家族体系に寄り添った計画を進めています。
・地元新卒生などの受け入れ、育成も視野に展開したいと思います。

２４

専務 高橋幸二


