
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

県では、学生の皆さんが就業について考えるきっかけとしていただくとともに、県政に対する理解

を深めていただくことを目的に、県機関でのインターンシップを行っています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、次のとおりオンラインにより実施し

ます。多くの皆様からのお申込みをお待ちしています。 
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１ 実施日時 

 令和２年７月 27日（月）から９月１日（火）のうち 20日間（各日２回 計 40回） 

各回、午後３時から２時間程度  ※ 詳細は、別紙「実施スケジュール」のとおり 

２ 募集対象者 

 大学（大学院を含む。）、短期大学及び高等専門学校の学生 

３ 募集人数 

 各回５名 ※ 先着順により参加者を決定 

４ 実施方法 

  オンラインミーティングアプリ「Zoom」 ※ Zoom の利用は無料ですが、通信料はご負担ください。 

５ 実施内容 

   各回の担当部局が以下の内容について実施します。 

   ① 担当部局による施策の紹介 

② グループワーク（施策立案体験） 

    各回のテーマについて、参加者でグループワークを行います。 

    事前に「県職員になったらしてみたい施策」を各自お考えください。 

③ 職員との座談会 

６ 申込 

（１）申込期間 

   令和２年７月６日（月）正午から各実施日の７日前の正午まで 

   ※ 募集人数に達した場合、その時点で募集を締め切らせていただきます。 

（２）申込方法 

    以下 URLから参加される学生の方がお申込みください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/interns

hip_r2.html 

７ その他 

（１）多くの方にご参加いただきたいため、申込は一人につき１回までとします。複数回の参加

はご遠慮ください。 

（２）当日の参加方法等については、参加決定後にご案内いたします。 

総務部 人事課 人事係 

（課長）出川 広昭 （担当）安藤 美紀         

電 話  026-235-7032（直通） 

F A X  026-235-7395 

E-mail  jinji@pref.nagano.lg.jp 

長野県（総務部）プレスリリース  令和２年（2020 年） ６月 30 日 

 オンラインで長野県庁の就業体験をしてみませんか？ 

～ 令和２年度 長野県庁インターンシップのご案内 ～ 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/internship_r2.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/internship_r2.html


No. 担当部局 グループワークテーマ

1 7月27日 (月) 午後３時～ 産業労働部 人生100年時代のキャリアデザインに求められる「職業訓練」とは

2 7月27日 (月) 午後３時～ 建設部

自転車通行空間の整備について～自転車利用の中で感じること、不

便だと思うこと、快適な通行空間について、あなたが考える施策提

案を実施～

3 7月28日 (火) 午後３時～ 健康福祉部 地域に貢献できるボランティア活動とは

4 7月28日 (火) 午後３時～ 環境部 ごみ減量における県の役割とは

5 7月29日 (水) 午後３時～ 観光部 山岳遭難を減らすにはどうしたらよいか

6 7月29日 (水) 午後３時～ 農政部 長野県における有機農業を推進するためには

7 7月30日 (木) 午後３時～ 県民文化部 若者に対する結婚支援策

8 7月30日 (木) 午後３時～ 建設部
あなたの住んでいる地域（河川流域）でできる治水対策のアイデア

の提案

9 7月31日 (金) 午後３時～ 企画振興部
若者に選ばれる長野県になるために必要な施策～SDGsの視点を生か

した施策づくり～

10 7月31日 (金) 午後３時～ 林務部 山地災害に対し林業行政がやるべきことは

11 8月3日 (月) 午後３時～ 農政部 若年層に花を購入してもらうには

12 8月3日 (月) 午後３時～ 教育委員会 文化財の保護や継承、活用するためにすべきこと

13 8月4日 (火) 午後３時～ 危機管理部
防災意識の高い社会を構築するには～災害での逃げ遅れゼロを目指

して～

14 8月4日 (火) 午後３時～ 建設部
ウォーカブルなまちづくりを目指して～歩きたくなるミチってどん

なミチ？～

15 8月5日 (水) 午後３時～ 県民文化部 若者に保育士という職業に魅力を感じてもらうために必要なこと

16 8月5日 (水) 午後３時～ 健康福祉部 健康長寿県を築いていくためには

17 8月6日 (木) 午後３時～ 企画振興部 県政の施策を多くの人に知ってもらうために必要な広報とは

18 8月6日 (木) 午後３時～ 産業労働部
県内の中小ものづくり企業が成長していくためにはどのような支援

が必要か

19 8月18日 (火) 午後３時～ 観光部 コロナ収束後の訪日外国人旅行客の誘客について

20 8月18日 (火) 午後３時～ 建設部
私たちが考える未来の県有施設～仮に計画するなら、どう県庁を建

て替えるか～

令和２年度　長野県庁オンラインインターンシップ　実施スケジュール
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No. 担当部局 グループワークテーマ

21 8月19日 (水) 午後３時～ 企画振興部 長野県が移住先として選ばれるために必要な施策

22 8月19日 (水) 午後３時～ 環境部 再生可能エネルギーを普及させるためには

23 8月20日 (木) 午後３時～ 農政部 「信州の農業」を支える人を育成するため、今やるべきこと

24 8月20日 (木) 午後３時～ 企業局 水素エネルギーの普及について考えよう

25 8月21日 (金) 午後３時～ 健康福祉部 障がい者スポーツを振興するためには

26 8月21日 (金) 午後３時～ 建設部

私が考える未来の道路・理想の道路～道路に対して感じているこ

と・考えていること・夢等を語ってもらい、その解決・具現化・活

用方法等についての施策提案を実施～

27 8月24日 (月) 午後３時～ 県民文化部
新型コロナウイルス感染症拡大防止や台風災害等が起こった際に、

民間企業・団体と協働で実施できる支援策

28 8月24日 (月) 午後３時～ 林務部
長野県の森林・林業の魅力と必要性について、県民や県外の人に興

味、関心を持ってもらうためには

29 8月25日 (火) 午後３時～ 企画振興部 長野県におけるこれからの国際交流のあり方

30 8月25日 (火) 午後３時～ 産業労働部 銀座ＮＡＧＡＮＯにおける長野県の魅力発信強化について

31 8月26日 (水) 午後３時～ 建設部
土砂災害から県民を守るために～砂防堰堤(ハード)に頼らない方法

を考えてみよう～

32 8月26日 (水) 午後３時～ 教育委員会 2027年開催予定の国民体育大会を盛り上げていくためには

33 8月27日 (木) 午後３時～ 健康福祉部 医師・看護師人材を確保するためには

34 8月27日 (木) 午後３時～ 観光部 Withコロナ時代における観光客誘致作戦

35 8月28日 (金) 午後３時～ 環境部 長野県の自然を守るためには

36 8月28日 (金) 午後３時～ 農政部 長野県産農産物の海外販売を拡大するためには

37 8月31日 (月) 午後３時～ 企画振興部
長野県のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進に必要

な施策

38 8月31日 (月) 午後３時～ 建設部
これからの都市公園の活用について～「公園に遊びに行こう」を日

常にするためには～

39 9月1日 (火) 午後３時～ 県民文化部
「withコロナ」におけるコンサート、美術館などの文化イベント・

文化施設の新たな取組

40 9月1日 (火) 午後３時～ 農政部 水田地帯の農業を維持・発展させるためには

※ １日２回　同時間帯に実施します。

実施日時
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No. 担当部局 担当課室 グループワークテーマ

2 建設部 道路管理課
⾃転⾞通⾏空間の整備について
~⾃転⾞利⽤の中で感じること、不便だと思うこと、快適
な通⾏空間について、あなたが考える施策提案を実施。~

8 建設部 河川課
あなたの住んでいる地域（河川流域）でできる治⽔対策の
アイデアの提案

14 建設部 都市まちづくり課
ウォーカブルなまちづくりを目指して
〜歩きたくなるミチってどんなミチ︖〜

20 建設部 建築住宅課・施設課
私たちが考える未来の県有施設
~仮に計画するなら、どう県庁を建て替えるか~

26 建設部 道路建設課

私が考える未来の道路・理想の道路
~道路に対して感じていること・考えていること・夢等を
語ってもらい、その解決・具現化・活⽤方法等についての
施策提案を実施~

31 建設部 砂防課
⼟砂災害から県⺠を守るために
〜砂防堰堤(ハード)に頼らない方法を考えてみよう〜

38 建設部 都市まちづくり課
これからの都市公園の活⽤について
〜「公園に遊びに⾏こう」を⽇常にするためには〜

【建設部抜粋】
令和２年度 ⻑野県庁オンラインインターンシップ 実施スケジュール

実施⽇時

7月27⽇ 月 15:00〜17:00

7月30⽇ 木 15:00〜17:00

8月4⽇ 火 15:00〜17:00

8月18⽇ 火 15:00〜17:00

8月21⽇ ⾦ 15:00〜17:00

8月26⽇ ⽔ 15:00〜17:00

8月31⽇ 月 15:00〜17:00
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