
職場体験
受け入れ情報

❊ 職場体験のお申し込み、ご質問は、滞在・移住ワンストップ窓口（新ひだか町
総務部まちづくり推進課）☎ 0146-49-0294 までお問い合わせください。

❊ 地元の高校生向けに作成した資料のため、職場体験は高校生のみを対象として
いる事業所も一部あります。地域の仕事をご紹介することで、どんな町なのか
をイメージしていただけると嬉しいです。
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●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０９０－７５１４－５７１０ ０１４６－３４－２７７３

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

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

１

代表 佐藤鉄也



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－０７３７ 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

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）

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。

２



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－１０５１ ０１４６－４２－７０３４

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/

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

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

３

管理部長 大滝康正



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

　 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。

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

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）

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。

４



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－３２－３１０４ ０１４６－３２－３４４２

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/

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

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。

５



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ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

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

受入は高校生のみ

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。

６

代表 前田宗将



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 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

受入は高校生のみ

７

管理課 米田和矢



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 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

受入は高校生のみ

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



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－１７８９ 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

受入は高校生のみ

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
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

「ひだかうまキッズ探検隊」受け入れの様子

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

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

連絡先 ０９０ー８９０６ー７１６９ ０１４６－４２－３０６２

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

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。

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。

受入は高校生のみ

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

１４



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

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。

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

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

連絡先 ０８０－１８７０ー８２０８ ０１４６－４６－２９７７

１５

代表 藤川達矢
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

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。

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

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

１６

長浜 謙太郎



●企業ＰＲ
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

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

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

受入は高校生のみ

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/

連絡先 ０１４６－４９－２２１５ ０１４６－４９－２２１５

１７
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

―

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。

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

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

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
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〒

 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
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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
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

056-8799

連絡先 ０１４６－４５－００６７ ０１４６ー４２－８０７５

住　所 新ひだか町静内御幸町２－２－２

代表者 局長　　輪島　正勝

受入手続き担当者 総務部 課長　　上出　守

服  装
持ち物

学生の方は自校の制服等

その他 ―

ホームページＵＲＬ https://www.post.japanpost.jp/index.html

受入人数 要相談 受入回数 要相談

作業内容
・オリエンテーション、朝礼への参加、局内見学
・郵便物やゆうパックの取り扱いの手伝い等
・窓口ロビーでのあいさつ、案内等

静内郵便局 運輸業・郵便業

【企業概要】郵便・貯金・保険といったグループ3社の商品を取り扱っているほか、全国ネットワ
    ークを活用した様々なサービスを提供しています。
【キャリアモデル】
　・全国に転勤のある「総合職」から、地域内での転勤がある「地域基幹職」、転居を伴う転勤が
　　ない「一般職」など多彩なキャリアモデルがあります。
　・「一般職」は地元の高校を卒業した先輩たちがたくさん働いています。
　・時給制契約社員（アルバイト）として働き始め、正社員登用試験を経て役職者、管理者へと
　　ステップアップを果たした社員もたくさんいます。

・郵便局での仕事は「キツイ」「大変そう」とのイメージを持たれている方がたくさんいますが、
　実際に働いている社員は明るく活き活きと、自分たちの仕事にやりがいをもって働いています。
・インターンシップを通して、少しでも郵便局の仕事に興味を持っていただければ幸いです。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 要相談

受入は高校生のみ

２５



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４９－５４２５ ０１４６－４９－５４２９

住　所 056-0141 新ひだか町静内御園２７４番地

代表者 代表取締役　　藤原　俊哉

受入手続き担当者 マネージャー　大澤　裕二　（090-8634-2849）

服  装
持ち物

制服等決められた服装はありませんが、動きやすい服装（体操着を除く）が望ましい
です。又、基本屋外での作業が多いので、作業時に使用する手袋、長靴、雨具（合
羽）は必須です。細かな物については、お問合せください。

その他
職場環境や業務内容から自動車の運転免許は必須となります。弊社では入社後に取得
する事は可能ですが、入社前に取得する事を勧めています。希望がありましたら取得
のお手伝いも致します。

ホームページＵＲＬ https://www.fujiwara-farm.net/

受入人数 1～3名 受入回数 要相談

作業内容
放牧・集牧時の馬引き、馬の手入れ業務、厩舎内外作業（寝藁上げ、掃除、給餌
等）、場内管理作業（草刈り、掃除、修繕等）

ミスマッチを無くすためにも就業体験や職場の環境を知っていただく事は重要と考え、近年積極的
にインターンシップの受入れを行っています。男女年齢等対象範囲に制限は設けてはおらず、学生
から40代、50代の方の参加も過去にありましたので、最初から無理とは思わず、積極的にお問い
合わせ下さい。

受入時期
7～12月(基本)

要相談
受入日数

1週間程度
要相談

受入時間 要相談

有限会社 フジワラファーム 農業・林業

軽種馬生産～中期育成～調教育成と、生まれてから競馬場へ送り出すまで全ての業務を行う総合牧
場で、グループ企業も含め従業員数は男女約30名。年齢も20代～60代までと幅広い世代のスタッ
フが活躍しています。
生産馬一頭一頭に物語があり、競馬場で走る雄姿、勝利の感動は携わった者にしか味わえません。
スタッフと一緒に共有してみませんか？

２６



●企業ＰＲ
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－４７４３ ０１４６－４２－８１７０

住　所 056-0024 新ひだか町静内山手町５丁目１２番１０号

代表者 代表取締役　　　志賀　絹子

受入手続き担当者 取締役社長　高野　博至

服  装
持ち物

作業服・長靴・軍手

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 2～3名 受入回数 何回でも

作業内容
・現場代理人の補助及び見学
・作業員の手伝い及び見学

将来、社会に出て行く際に、こんな仕事があることも知ってほしいです。

受入時期 5～2月 受入日数 要相談 受入時間 7：30～17：00

株式会社 志賀建設 建設業

当社は公共事業の土木工事を主として、元請け・下請け約半々の割合で、売上総額１億円強です。
なお、作業員も含め希望者全員、通年雇用をしています。

２７



●企業ＰＲ
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－１１６１ ０１４６－４２－２８９８

住　所 056-0016 新ひだか町静内本町３－３－５

代表者 代表取締役　　出口　直沖

受入手続き担当者 工事部長　  佐藤　順也

服  装
持ち物

動きやすく多少汚れても問題ない服装及び長靴。
※ヘルメット等の保護具は当社で準備いたします。

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://www.deguchigumi.co.jp/

受入人数 1～4名 受入回数 何回でも

作業内容 建設業について座学講習、現場見学、現場体験

地域の生徒たちは、地域の宝であると考えます。その生徒達に仕事の魅力、地域の魅力を伝える事
は大人の使命です。
いろいろな職種を経験する事が出来れば、就職あるいは進学などの選択の幅が拡がるのではないで
しょうか。

受入時期 6～11月 受入日数 2日程度 受入時間 8：00～17：00

株式会社 出口組 建設業

当社は、1953年の創業以来、大規模な工事（道路工事等）を主に土木・建築工事を施工する会社
です。職種としては、現場を監督する技術員、重機オペレーター、作業員の他、重機・車両の整備
工や事務職員が在籍しています。新ひだか町に本社を置き、静内地区No.1の建設業者と自負してお
り、地域の皆さまの安全と安心を担う会社です。

２８

工事部長 佐藤順也
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４５－８５００ ０１４６ー４５－８５００

住　所 059-2566 新ひだか町静内東別４５０

代表者 代表　　神垣　進

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

動きやすい服装、帽子、お弁当

その他
北海道農業と言う特性上、農閑期が発生するため、雇用については季節雇用のみ募集
しております。

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
・ミニトマト、ピーマン、メロン等収穫作業
・苗の定植等

地域の産業を学び、コロナ禍における全国的な農業への注目が高まっている事も含め、将来の進路
など考えるキッカケになると良いです。

受入時期 6～10月 受入日数 要相談 受入時間 要相談

受入は高校生のみ

神垣農園 農業・林業

静内産ミニトマト「太陽の瞳」、新冠ピーマン、新ひだか町ふるさと納税の返礼品「神垣農園メロ
ン」etc.を生産しております。

２９



●企業ＰＲ
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４５－００２０ ０１４６－４５－００３７

住　所 056-0023 新ひだか町静内ときわ町３丁目１２番２５号

代表者 代表取締役　　下川　孝志

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

・動きやすい服装
・スリッパか上ぐつなどの室内履き
・エプロン

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
・現場見学及び体験学習
・グループホーム、デイサービスでの業務全般

インターンシップは体験する事により、介護の仕事の理解と自分が介護の仕事に向いているかを確
認する時間であり、知らない事、出来ない事がマイナスではない。インターンシップと就業は別の
問題と考えておりますので楽しんでください。インターシップ以外にも、アルバイト、体験ボラン
ティアも受入れております。

受入時期 通年 受入日数 要相談 受入時間 要相談

有限会社 静内ケアセンター 医療・福祉

介護事業を始めて２０年の会社であるが、出会いから看取りまでが介護理念であり、グループホー
ム等を中心に１５０人以上の「平穏死」による看取りの実践となっている。グループホーム等にお
けるショートステイや通所介護の受入れは地域貢献事業として評価されている。

３０
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

059-3354

連絡先 ０１４６－３５－３１００ ０１４６－３５－３８７７

住　所 新ひだか町三石川上６１－２

代表者 代表取締役　　中村　祐子

受入手続き担当者 中村　香奈子

服  装
持ち物

・動きやすく、汚れてもよい服装（ジャージ生地は不可）
　（チノパン・ジーパンなど）
・長ぐつ、軍手の用意をお願いします。
・帽子は必ず着用のこと（ケガ防止のため）

その他
基本的に生産部門で体験して頂こうと思っています。
馬への扱い・騎乗に経験がある・または調教部門への就職希望の方は要相談で調教部
門への受入れを考えます。

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1～2名 受入回数 要相談

作業内容
・施設・現場見学及び体験
・厩舎清掃やエサ付け、馬の手入れなど体験していただきます。

有限会社 ケイアイファーム                                        農業・林業

当牧場は競走馬の誕生から育成、調教、現役時代から引退後まで、一頭一頭の馬の一生にかかわれ
る牧場形態となっており、①生産部門（繁殖）➁育成部門（イヤリング）③調教部門（騎乗）の３
部門に分かれています。
従業員の中には高校卒業されてすぐの方、初心者の方から２０年以上勤続されている方まで年齢層
は様々です。競走馬になるためにはたくさんの人の力が必要です。従業員一人ひとりの力が合わ
さって様々な結果が残せると思っています。馬に興味があり、馬が大好きな方、大募集中です。
女性の方も大歓迎です。

諸事情により大変申し訳ないのですが、出来れば求人応募意欲の高い子に参加して頂きたいと考え
ております。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 9：00～1６：00

３１
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－８３３３ ０１４６－４３－３７３２

住　所 056-0027 新ひだか町静内駒場６番３８号

代表者 代表取締役　　原　順一

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

・作業服か運動着・帽子
・運動靴か長靴
・弁当、飲物

その他 就職にあたっては、測量士か測量士補の資格が必要。

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1～2名 受入回数 年1回

作業内容
・現地にて、土地境界測量及び調査等
・ドローンによる現地撮影等
・キャドシステムによる現況平面図の作成

・学生にとってどのような就業でも、社会に出る前に少しでも体験出来ることは、本人のためにな
ると思う。

受入時期 6～11月 受入日数 1～2日 受入時間 ８：３0～15：00

有限会社 北斗開発測量 技術サービス業

・官公庁や民間の土地や道路・河川の測量調査等
・技術企業として、地域に密着したきめ細かなサービスを推進しております。

３２
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４９－５６０１ ０１４６－４９－５６０２

住　所 059-2425 新冠町字明和１２０－４

代表者 代表取締役　　岡田　美佐子

受入手続き担当者 マネージャー　蛯名　聡

服  装
持ち物

【服装】外で身体を動かす作業がメインのため、ある程度汚れても構わない、
　　　　動きやすい格好。学校指定の作業服がある場合は、そちらでも可。
【持ち物】作業で必要な道具類はこちらでご用意いたします。

その他

受入時期などに既定はありませんが、牧場行事や業務が忙しい時期などによっては受
入れが左右する可能性があります。また、宿泊施設に限りがあるため、インターン
シップ生の受入期間が複数重なった場合も、ご希望に沿えない可能性があります。
いずれにしても、ご応募・お問い合わせいただいた際にご相談させていただきます。

ホームページＵＲＬ https://www.bigredfarm.jp/

受入人数 １～２名 受入回数 1回

作業内容
牧場作業の見学および体験
※作業内容の詳細につきましては、ご応募・お問い合わせいただいた際に改めて
　ご説明します。

まずは馬に乗ることに興味のある方をお受けしたいと考えています。また、乗馬未経験でも「馬に
乗りたい！挑戦してみたい！」という想いがあれば、応募ください。
仕事を長く続けるには、自身の仕事に対する気持ちが大事だと思いますので、インターンシップを
通してご自分が打ち込める仕事・就職先を見つけていただければと思います。

受入時期 通年 受入日数 要相談 受入時間 要相談

有限会社 ビッグレッドファーム 農業・林業

【事業内容】サラブレッドの生産・育成など
【会社の特徴・特色】日本でも有数の規模を誇る、サラブレッドを扱う牧場。北海道と茨城県に計
７つ（約５００ha）を構え、軽種馬業に関わる全ての業務を担っている総合牧場です。調教、生
産、育成、スタリオン、農事などの業務がありますが、業務毎の専門スタッフという括りはなく、
全スタッフが必要に応じて各業務に分かれて作業を行っています。

３３

マネージャー 蛯名聡
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４５－５００３ ０１４６－４７－６００５

住　所 059-2411 新冠町字大狩部９８－１

代表者 代表取締役　　正木　健太

受入手続き担当者 総務部 部長　  山内　正志

服  装
持ち物

動きやすい服装（作業着や運動着）
弁当や飲み物、長靴、軍手（現場で用意することも可能）
可能であればパソコンやタブレットをお持ちください。その場で現場での施工管理ア
プリや工事写真加工などを体験することができます。

その他  

ホームページＵＲＬ http://www.keiseimasaki.jp/

受入人数 2～4名 受入回数 何回でも

作業内容
現場作業体験や現場管理の測量業務や写真撮影、PCを使った書類作成作業や安全管理
書類整理、その他事務所作業となります。

インターンシップは、学生にとっては貴重な体験となると思います。
進学するにしても、就職するにしても、いろんな職種があるということを理解していて損はありま
せん。
弊社のように地元の企業が地元のインフラを守っているということをこの機会を通じて知ってもら
えればいいと思います。

受入時期 通年 受入日数
3日～1週間

要相談
受入時間 9：00～15：00

ケイセイマサキ建設 株式会社 建設業

弊社は、昭和６３年に有限会社マサキ建設（新冠町）を創業以来、公共土木建築工事、牧場営繕、
東日本大震災、不動産開発事業に携わり、インフラ整備を通し地域社会の発展と産業振興に尽力し
て参りました。「建設業を通じて地域に夢を与える」という理念のもと、近年の頻発化・激甚化す
る災害から国民生活を守り、老朽化するインフラの再生を力強く勧め、今後も国土強靭化集団とし
てICT、８S運動「整理・整頓・清掃・清潔・躾・習慣・サービス・スピード」に真摯に取り組み、
「士魂商才」の気持ちで日々精進してまいります。

３４

YouTube Instagram Twitter

HP
代表 正木健太
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４３－１１９０ ０１４６－４３－１１９０

住　所 056-0001 新ひだか町静内目名３２９番地１７

代表者 中村　勝美

受入手続き担当者 中村　睦美

服  装
持ち物

・服装は、体操着など活動しやすい服。
・帽子、タオル、着替え
・飲み物（スポーツドリンクなど）
・昼食

その他 ―

ホームページＵＲＬ

受入人数 2名 受入回数 何回でも

作業内容 ・現場体験学習（屋外、ハウス内 他）

・農業に少しでも関心を持ってくれたら、ぜひ体験に来て下さい。
・進学予定の生徒さんも将来の選択肢の一つとして知ってもらえるチャンスになれば嬉しいです。
   興味があればまずは体験を。

受入時期 6～10月 受入日数
5日

要相談
受入時間 9：00～1５：00

受入は高校生のみ

NAKAｍURAファーム 農業・林業

・JAしずない ミニトマト「太陽の瞳」 生産農園
・ミニトマト栽培、生産が主力、その他 野菜直売所委託販売

３５

中村 勝美
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        「こどもサポートほっぷ」 の様子

連絡先 ０１４６－４２－６６７７ ０１４６－４９－００７０

住　所 056-0005 新ひだか町静内こうせい町２丁目８－２７

代表者 エリアマネージャー　　櫻井　真美

受入手続き担当者
地域支援部 地域支援コーディネーター  　佐藤　知哉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫻井　真美

服  装
持ち物

動きやすい服装で。

その他 ―

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

受入人数 要相談 受入回数 要相談

作業内容
・障がいをお持ちの方（子供から大人）の支援業務
　一緒に作業（名刺づくりなど）、一緒にお出かけ、一緒に楽しく遊ぶなど。
・オープンコミュニティみんくるの行事のお手伝いなど。

「福祉の仕事」は今までのものの見え方を変えてくれる
とてもやりがいのある楽しいお仕事だと思います。
自分の得意分野を活かして一緒に「共生社会」について考えてみませんか。体を動かすことが好き
な人、創作活動が好きな人、人が好きな人などなど、ぜひ、オープンコミュニティみんくるエリア
のお仕事を体験してみてください。

受入時期 6～2月 受入日数 要相談 受入時間 10：00～18：00

オープンコミュニティみんくる 医療・福祉

オープンコミュニティみんくるは、社会福祉法人静内ぺテカリが運営している「生活支援センター
ガーデン」「デイセンター虹」「こどもサポートほっぷ」という事業所の集まりです。
大人から子供まで、障がいがあってもなくても、「楽しめることは大切な力だ。もっと一緒に楽し
い時間を」をコンセプトによりよい共生社会のためになりたいと思っています。

３６

マネージャー 櫻井真美
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新冠町農業協同組合 複合サービス業

新冠町農業協同組合のめざすものとして、「地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守りま
す。」、「環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築きます。」
などがあり、販売・共済・購買・信用事業等、様々な事業展開をしていますので、必要となる知識
や技術の習得については入組後、責任をもってサポートしていきますので安心してください。

将来的に永く勤めていただける応募意欲の高い子だけに参加していただきたい。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 要相談

服  装
持ち物

応募時要調整

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://ja-niikappu.com/

受入人数 要相談 受入回数 要相談

作業内容 現場での体験学習

連絡先 ０１４６－４７－３１１１ ０１４６ー４７－２８０９

住　所 新冠町字本町５９番地の１

代表者 代表理事組合長　　前川　隆範

受入手続き担当者 管理課 課長　　　  藤木　裕二

059-2401
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株式会社 小野寺ライスファーム 農業・林業

幅広い年代のスタッフがアットホームな雰囲気の中でのびのび作業しています。

受入人数 要相談 受入回数 何回でも

作業内容
ピーマンの栽培に関わる仕事（収穫作業等）
米の栽培に関わる仕事（草刈り作業等）

求人応募の可能性が少なくても、見学・体験にきて下さい。

受入時期 5～10月 受入日数 要相談 受入時間 ８：00～17：00

住　所 059-2344 新冠町字美宇１８１ー２３

代表者 代表取締役　　小野寺　誠

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

ハウス内作業の為、暑さ対策

その他 送迎等ができないので自力で来ていただくことになります

ホームページＵＲＬ ―

連絡先 ０１４６－４７－５２１１ ０１４６－４７－５２１１

３８

代表 小野寺誠
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明確な将来ビジョンがある方には不向きな作業もあるかと思いますが、当方が異業種、移住者と言
う事の経験も含め、アドバイス出来る事があれば、同じ目線で考え、教えて貰える事もあればと考
えています。

受入時期 4～10月 受入日数 要相談 受入時間 9：00～15：00

西口農園 農業・林業

・ミニトマトハウス栽培
・ミニトマト栽培に準ずる仕事

服  装
持ち物

服装自由（動きやすく、汚れてもよい服装）
長靴及びスニーカー

その他 パートタイマー・短期雇用は可・要相談

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 2名まで 受入回数 何回でも

作業内容
・ミニトマト栽培を通じての体験学習
・体験者主体の露地栽培

受入は高校生のみ

連絡先 ０９０－３４２４－１６０９ ０１４６－４３－１５０５

住　所 056-0144 新ひだか町田原３７５－１

代表者 西口　威

受入手続き担当者   同　上

３９
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有限会社 グランド牧場 農業・林業

今年の春に産まれた仔馬が１年後にはセリに出て、その後競走馬になるためのトレーニングを行い
ます。当牧場はそのすべての過程の仕事を行っています。
施設は北海道に繫殖場が２か所、中期育成場が１か所、調教育成場は北海道と岩手県遠野市に各１
か所あります。

受入人数 1～3名 受入回数 要相談

作業内容
厩舎内外での作業（ボロ拾い、厩舎内外の清掃、青草作業、除雪など）
調教の見学

馬の仕事に興味のある方は一度見学・体験に来てください。

受入時期 通年 受入日数 3日～
要相談 受入時間 要相談

住　所 05６-０014 新ひだか町静内古川町１－６－１

代表者 代表取締役　　伊藤　佳洋

受入手続き担当者 真歌トレーニングセンター 事務　　鈴木　稚子

服  装
持ち物

厩舎作業をするため、汚れてもいい服装、長靴、帽子、軍手
昼食、屋外作業のため水分補給用の飲料（場内に自動販売機はあります）

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://grandstud.jp/

連絡先 ０１４６－４５－０１８９ ０１４６－４５－００３８

４０
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受入時期
6～12月

要相談
受入日数 2日以内
 受入時間 ８：00～1７：00

幌村建設 株式会社 建設業

道路、橋の建設や河川、海岸の改修をするなど、土木を中心とした建設業を営んでおります。主に
日高・胆振管内での公共事業が多いです。また、数件ですが木造住宅などの建築工事も行います。
身近なところですと日高自動車道の一部も当社が施工しております。白老のウポポイ（民族共生象
徴空間）も当社が施工しました。また、台風や大雨、大雪といった自然災害に対し、人の命や暮ら
しを守るための社会基盤整備や災害復旧に携わるお仕事です。当社は、高波で倒壊した春立の海岸
擁壁、台風で崩壊した日勝峠、胆振東部地震で被災した河川や道路の復旧工事などにも貢献してお
ります。

連絡先 ０１４６－３３－２０３１ ０１４６－３３－２０３３

住　所 059-3104 新ひだか町三石蓬栄１２６番地

代表者 代表取締役　　幌村　司

受入手続き担当者 総務部 次長　  橋本　祐樹

服  装
持ち物

筆記用具だけで結構です。作業着、長靴、軍手、ヘルメットはこちらで用意します。
また、学校側で問題なければ、現場ちかくの食堂等において職員との雑談会を兼ねた
昼食を考えております。（昼食代は会社負担）

その他
募集しているのは、施工管理技士（技術者）、現場作業員（職人）です。施工管理技
士については、女性の方でも大歓迎です。希望される方がいれば是非お願いします。

ホームページＵＲＬ http://www.horo.co.jp/

受入人数 1～3名 受入回数 何回でも

作業内容
・本社、現場見学及び体験学習
１）建設業の概要説明と当社の企業説明（本社事務所）
２）現場見学と作業体験、型枠等作成、重機操作、ドローン操作等

建設業（道路、河川等工事）に興味が有る方、または、職種は漠然としてるけど地元で就職したい
と考えている方であれば受け入れたいと思います。実際に当社への就職希望となっていただければ
幸いですが、最終決断は本人たちですので、あまり気にせず来ていただければと思います。

４１
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医療法人 まうたの森整形 医療・福祉

患者さんへ、親身になり笑顔を忘れずに対応するよう心掛けています。

医療事務の仕事に、興味のある方はぜひ見学・体験に来て下さい。

受入時期 ９月 受入日数 ２日 受入時間 ９：00～12：00

服  装
持ち物

・筆記用具
（白衣貸し出し致します）

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 １名 受入回数 年１回

作業内容
・受付
・カルテ出し等

連絡先 ０１４６－４２－４１３３ ０１４６ー４２－９０２５

住　所 056-0019 新ひだか町静内青柳町１丁目８番７号

代表者 院長　　田中　芳幸

受入手続き担当者 主任　　森　静香

４２
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４５６－５－７７１１ ０１４５６－５－７７００

住　所 056-0001 新ひだか町静内目名９２

代表者 代表　　岡田　牧雄

受入手続き担当者 厚賀事務所　　竹内　嗣子丸

服  装
持ち物

上着、Gパン、長靴、帽子、グローブ、マスクなど
動物のニオイがつきます。
作業を意識した服装でお願いいたします。

その他 住居、食事、送迎は可能な限り手配いたします。

ホームページＵＲＬ https://pacalla.com/okadastud-group/

岡田スタッドグループ 農業・林業

当グループは、競走馬の生産・中期育成・トレーニングを担う総合牧場です。新ひだか町静内を拠
点に７つの牧場を有しており、一貫して管理しております。オーナーブリーダーとして息の長い活
躍ができるよう少々のことではへこたれない丈夫な馬作りに邁進しています。

受入人数 要相談 受入回数 制限なし

作業内容 厩舎清掃、馬の手入れ、放牧、集牧など

我々は夢を売る商売です。競馬という華やかな舞台を支える裏方にすぎませんが、達成感を味わえ
る仕事です。少しでも興味を持って頂き幅広い方々にこの業界のことを知って頂きたいと考えてい
ます。先ずは見に来て下さい。歓迎いたします。

受入時期 通年 受入日数 要相談 受入時間 要相談

４３
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４７－２８８５ ０１４６－４７－２８８５

住　所 059-2412 新冠町字節婦町１０４番地

代表者 統括施設長　　成田　英司

受入手続き担当者 マネージャー　藤高　忍

服  装
持ち物

・服装については特に定めはありませんが、動きやすく、汚れても良い服装でお願い
　致します。
※詳しい内容の説明については、インターンシップ前にご連絡頂きたいと思います。

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://hokutoen.com/guide/index-2.html

受入人数 1～2名 受入回数 要相談

作業内容
・障がいのある方の日中活動（生産活動、創作活動、学習支援、入浴介助等）の
　サポートを行います。
・障がいのある方の生活全般の支援を行います。

障がい福祉に興味がある方でも無い方でも、どちらでも構いません。
是非、一度見学・体験に来て見ませんか？将来の就職先の選択肢の一つとして知ってもらえると嬉
しいです。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 ８：30～15：30

社会福祉法人 新冠ほくと園
支援施設 節婦ほろしりの里

医療・福祉

・社会福祉法人　新冠ほくと園が運営している障がい福祉サービス事業所です。平成６年から障が
いのある方の社会自立を目標に、日中活動のサポートや生活の訓練及び支援を行っている事業所で
す。

４４
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代表者 統括施設長　　成田　英司

受入手続き担当者 マネージャー　藤高　忍

連絡先 ０１４６－４７－２８８５ ０１４６－４７－２８８５

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://hokutoen.com/guide/index-3.html

住　所 059-2401 新冠町字本町１１０－２８

作業内容 ・障がいのある方と一緒にパン、洋菓子の製造業務を行います。

服  装
持ち物

・ユニフォーム一式は此方で貸し出します。
※服装については特に定めはありませんが、汚れても良い服装でお願い致します。
※詳しい内容の説明については、インターンシップ前にご連絡頂きたいと思います。

社会福祉法人　新冠ほくと園　ミルト 医療・福祉

・店舗名は「niikappu sweets marche みると」です。
・社会福祉法人　新冠ほくと園が運営している障がい福祉サービス事業所です。
　ミルトは平成２１年６月、障がいのある方の働く場、高い所得保障を目指し開設した事業所
   です。地域の皆様に「愛され、喜ばれる」商品作りをコンセプトに各専門スタッフを配置し、
   他社に負けない商品作りに取り組んでおります。

障がい福祉に興味がある方、パンや洋菓子の製造に興味がある方、どちらでも構いません。
是非、一度見学・体験に来て見ませんか？将来の就職先の選択肢の一つとして知ってもらえると嬉
しいです。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 ８：30～15：30

受入人数 1～2名 受入回数 要相談
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４７－２８８５ ０１４６－４７－２８８５

社会福祉法人　新冠ほくと園
サポートセンター「えましあ」

医療・福祉

・店舗名はダイニングサロン「えましあ」です。
・社会福祉法人　新冠ほくと園が運営している障がい福祉サービス事業所です。
　「えましあ」は平成２７年７月、障がいのある方の働く場であり、地域の方のコミュニティー
　サロンとして開設いたしました。「地域の食」をテーマに地場産野菜や魚を中心に「地産地食」
　を目指し、ワンコインビュッフェ、ワンコイン御膳など低価格でお客様に提供し、地域の皆様に
　愛され、喜ばれる店舗運営を目指して取り組んでおります。

住　所 059-2401 新冠町本町６５番地１７

代表者 統括施設長　　成田　英司

受入手続き担当者 マネージャー　藤高　忍

服  装
持ち物

・服装については特に定めはありませんが、汚れても良い服装でお願い致します。
※詳しい内容の説明については、インターンシップ前にご連絡頂きたいと思います。

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://hokutoen.com/guide/index-4.html

受入人数 1～2名 受入回数 要相談

作業内容 ・障がいのある方と一緒に、清掃業務、接客業務補助等を行います。

障がい福祉に興味がある方でも無い方でも、どちらでも構いません。
是非、一度見学・体験に来て見ませんか？将来の就職先の選択肢の一つとして知ってもらえると嬉
しいです。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 ８：30～15：30
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〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４７－２８８５ ０１４６－４７－２８８５

住　所 056-0022 新ひだか町静内高砂町３－６－１４

代表者 統括施設長　　成田　英司

受入手続き担当者 マネージャー　藤高　忍

服  装
持ち物

・服装については特に定めはありませんが、動きやすく、汚れても良い服装でお願い
　致します。
※詳しい内容の説明については、インターンシップ前にご連絡頂きたいと思います。

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://hokutoen.com/guide/index-7.html

受入人数 1～2名 受入回数 要相談

作業内容
・障がいのある方の日中活動（生産活動、創作活動、入浴介助等）のサポートを行い
ます。

医療・福祉

・社会福祉法人　新冠ほくと園が運営している障がい福祉サービス事業所です。
　令和２年より、当法人で事業運営しております。障がいの重い方たちの安心して楽しく過ごせる
日中活動の場として開設しました。

障がい福祉に興味がある方でも無い方でも、どちらでも構いません。
是非、一度見学・体験に来て見ませんか？将来の就職先の選択肢の一つとして知ってもらえると嬉
しいです。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 ８：30～15：30

社会福祉法人　新冠ほくと園
多機能型事業所　もあ
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 医療・福祉

・病院の全職員が一丸となってチーム医療を提供しています。
   医師、看護部、コメディカル、事務職まで一緒になり、このコロナの大変なつらい事を乗り越え
   よう！！そんな風土があります。

将来、医療の道をめざし進学を考えている方、進学前に実際の業務を体験し、自身の夢を実現させ
る為に役立ててほしいです。
また、病院の仕事ってどんなの？とイメージがわかない方も、体験する事で何か将来に繋げられた
ら嬉しいです。

受入時期 通年 受入日数 要相談 受入時間 要相談

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
・接客（窓口）対応等希望職種により変わります。

服  装
持ち物

制服又は希望職種により貸与します。
上靴
筆記用具

その他
コロナ渦においては、地域での今後の感染状況では、
お受け出来ない場合もありますのでご了承下さい。

連絡先 ０１４６－４２－０７０１ ０１４６－４３－２１６８

ホームページＵＲＬ http://hidakatokushukai.com/

住　所

代表者 院長　　　　 井齋　偉矢

受入手続き担当者 総務課 課長　華房　房子

４８

院長 井齋偉矢
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４７－４１１２ ０１４６ー４７－３９８３

住　所 059-2402 新冠町中央町１７番地の９

代表者 代表取締役　　佐藤　淑人

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

ジャージ、運動靴などの動きやすい服装
（作業体験の予定はないが、屋外での見学があるため）

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://www.sakurasato.co.jp/

受入人数 1～2名 受入回数 年1回

作業内容
・工事現場での作業の見学
・工事管理者の業務の見学
・アスファルト工場の見学など

さくら佐藤建設 株式会社 建設業

・当社には土木、塗装工事の現場を管理するスタッフから、ショベルカーやブルドーザーなど建設
　機械の運転など工事の作業をするスタッフまで各部門の職員が在籍しており、本人の希望、適性
　に合わせて働くことができます。
・当社は、札幌市内でも同様に仕事をしていますので、札幌で勤務する事もできます。

・建設工事に興味があれば、進学予定の生徒さんも見学・体験に来てください。
　ただし、建築（家、建物）の工事は行っていません。

受入時期 6～9月 受入日数 2日以内 受入時間 ９：00～15：00
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４９－２１２０ ０１４６－４９－００１０

住　所 056-0026 新ひだか町静内末広町３丁目１－２３

代表者 代表職務執行者　　大山　琢磨

受入手続き担当者 　　　　同　上

服  装
持ち物

体育授業等での服装
昼食

その他 ―

ホームページＵＲＬ http://hidaka-toyota.co.jp/

受入人数 要相談 受入回数 要相談

作業内容
・トヨタ車の新車販売・各種中古車販売
・自動車の整備、点検、車検など

受入は高校生のみ

・地元で働きたい方大歓迎です。
・地元出身者多数在籍
・是非体験に来て下さい。

受入時期 6～9月 受入日数 要相談 受入時間 10:00～15:00

ひだかトヨタ自動車販売合同会社 卸売業・小売業

・トヨタ車の新車販売と各種中古車販売
・自動車の整備、点検、車検等
・地域に根差すために設立した会社です。
（札幌トヨタ・札幌トヨペット・トヨタカローラ苫小牧・ネッツトヨタ道都・ネッツトヨタ苫小牧
　の５社の出資の会社です）
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－２２－４１１２ ０１４６－２２－０９９４

住　所 057-0013 浦河町大通２丁目３１番地の２

代表者 理事長　　大沼　孝司

受入手続き担当者 総務部人事研修課 主任　　櫻庭　花奈

服  装
持ち物

筆記用具等

その他
希望に合わせて、堺町支店、静内、三石、様似、えりも各支店にて受け入れの相談に
応じます。

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 要相談 受入回数 年1回

作業内容 ・窓口業務見学及び体験学習

進学予定の生徒さんも、将来の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と
嬉しいです。
求人応募意欲の高い生徒さんには、ぜひ参加してもらいたいです。

受入時期
6～9月
要相談

受入日数 1～2日 受入時間 9：00～1４：00

受入は高校生のみ

日高信用金庫 金融業・保険業

当金庫は、「地域にとってはなくてはならない信用金庫」を目指し、地域経済・文化の発展に積極
的に取り組んでいます。
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４７－２０２２ ０１４６－４７－２０２９

住　所 059-2403 新冠町字北星町５番地の９

代表者 代表取締役　　廣島　功

受入手続き担当者 技術部 技術部長　　池　均

服  装
持ち物

運動靴、（天候により長靴等）

その他 ―

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 1回
2名まで 受入回数 要相談

作業内容 現場見学及び体験学習

現場の作業は皆さん希望する人はいないと思うけど、一度体験にきてほしいと考えております。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間
9：00～15：00

要相談

株式会社 久保田組 建設業

当社は主に土木工事を中心に行う会社で、現場の作業が主な仕事となります。
若い世代の職員も意外に多くいる、活気のある会社です。

５２



●企業ＰＲ

●インターンシップ受入に思うこと

〒

 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－０８１０ ０１４６－４２－０８１０

住　所 056-0144 新ひだか町静内田原１７８－２

代表者 田中　和人

受入手続き担当者 　同　上

服  装
持ち物

マスク、帽子、汚れてもいい服装、靴、着替え、長靴、手袋、タオル、水分補給の為
の飲み物（１日２回休憩時には飲み物支給）

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、体験学習
（ミニトマト収穫作業等、生育に関わる段階的作業）

体験学習を通して、ミニトマト栽培、農業のすばらしさを知ってほしい。農業体験が将来の職業選
択や起業した時のアイデアの元になってくれれば良い。

受入時期 5～10月 受入日数 要相談 受入時間 ９:00～15:00

受入は高校生のみ

田中農園 農業・林業

ミニトマト栽培ハウス　１７棟
年2作栽培
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ連絡先 ０１４６－４２－０１７６ ０１４６－４２－８６６１

住　所 056-0017 新ひだか町静内御幸町２丁目６番８１号

代表者 代表取締役　　真下　いみ子

受入手続き担当者 工場長　　　　高橋　耕輔

服  装
持ち物

・エプロン、三角巾、上ぐつ、ジャージ
・昼食、飲料、筆記用具

その他
受入可能の前提としてですが、コロナウイルス等の関連もございますので、体調管
理、感染予防等は、しっかりとお願いします。

ホームページＵＲＬ ―

受入人数 2名まで 受入回数 年1回

作業内容
・現場見学及び体験学習
・製造補助業務

受入は高校生のみ

将来、菓子製造の職に就きたいと考えてる方に出来れば参加して頂きたいです。

受入時期 9～10月末 受入日数 2日 受入時間 9:00～15:00

有限会社 スイートますや 製造業
卸売業・小売業

和菓子、洋菓子の製造及び販売（店舗、通信販売、ふるさと納税返礼品発送等）をしております。
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

受入人数 1名 受入回数 年1回

作業内容 要相談（その時期により事業内容等異なると思われるため）

新ひだか町社会福祉協議会 医療・福祉

町民の皆様による会費及びご寄附等の財政支援、事業を実施する際のご協力をいただき、一人
ひとりが自分らしく安心して暮らせる地域づくりを目指して活動しております。地域福祉推進
事業の他、介護保険事業及び障がいサービス事業も実施しております。

当法人の業務内容の殆どが資格が必要であることが多いため、卒業後直ぐに就職する職場とは
ならないと思いますが、社会福祉協議会に対する理解を深めていただき、進学し資格を有した後、
将来の就職先の選択肢の一つとなれればと思います。

受入時期 要相談 受入日数 要相談 受入時間 9:00～17:00

受入手続き担当者 総務課 総務課長　　山本　直美

服  装
持ち物

その時の受入内容により異なるため、都度指示します。

その他
４月より職員の入替え等があり体制が落ち着かないため、
令和3年度の受入は難しいと思われます。

ホームページＵＲＬ https://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.php

住　所 056-0019 新ひだか町静内青柳町２丁目３番１号

代表者 会長　　木村　春夫

連絡先 ０１４６－４３－３１２１ ０１４６ー４３－２２２３

５５
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 ＴＥＬ　 ＦＡＸ

株式会社 間を結ぶ 飲食サービス業

日高地方の特産品を加工して、全国に出荷しています。日高ブランドを確立することを目標に新ひ
だかから全国へ発信をしています。また、全国の協力企業が生産した各地の食材を使ったレストラ
ンカフェも運営しております。

服  装
持ち物

・学生は制服と運動靴（滑りにくいもの）（スカートは不可。黒のパンツか
　ジャージ）　※可能であれば、下記のその他の方の服装に合わせてください。
・その他の方は、靴は黒の短靴（滑りにくいもの）、黒のパンツ（足首まである
　もの）でお願いします。

その他 ―

新ひだか町で就職をしても全国とビジネスを行っていくチャンスがつかめる企業を目指してこの地
に拠点を構えました。ぜひ我々の仲間として、一緒に全国にビジネスを仕掛けていきましょう。

受入時期 通年 受入日数 要相談 受入時間 要相談

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 食品加工場の体験学習、飲食店での接客対応、調理体験

連絡先 ０１４６－４９－２６５１ ０１４６－４９－２６５２

住　所 056-0014 新ひだか町静内古川町２－１－２０

代表者 代表取締役　　海野　裕士

受入手続き担当者 　　　　同　上

５６

代表 海野裕士
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