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就業体験 実習内容 ～ 受入方針と実施内容 

 記入日 令和 5年 3月 14日 

就業体験の種類 仕事体験学習 

受入事業所名 
 
山口労働局 

就 業 場 所 
 
山口市中河原町６－１６山口地方合同庁舎２号館 

受入期間・日数 
 
５日間（期間は、追って決定します。） 

受入方針・実施内容    

 山口労働局は、厚生労働省の地方機関で、労働基準監督署及び公共職業安定所を管轄し

ています。 

 令和５年度のインターンシップは、従来よりも職場体験を重視したカリキュラムとな

る予定です。 

 参加対象の学部・学年はともに不問ですので、興味のある方は、ぜひご参加ください。 

 なお、参考として、昨年度のインターンシップの夏休み期間及び春休み期間のカリキュ

ラムと写真とを掲載していますので、ぜひご覧ください    ‼ 

 

 

------------さらに資料あり ⇩ 下スクロール ----------- 

山口県インターンシップ推進協議会 

(注) 「就業体験の種類」欄には、「仕事体験学習」、「インターンシップ(汎用的能力活用型)」又は「イ

ンターンシップ(専門活用型)」のいずれか１つをご記入ください。 

様式例示（様式自由） 
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時間帯

8:30～9:30 8:30～8:40 8:30～8:40 8:30～8:40 8:30～8:40

　オリエンテーション 総務課 総務課 総務課 総務課

スケージュール連絡・諸注意 本日の予定 本日の予定 本日の予定 本日の予定

各部案内

9：30～9：40

総務課　定例会見の説明 労働基準部 総務課

午　前 9:40（出発）～11:00（帰庁） 労働基準行政の概要 総務・会計業務の概要

定例記者会見見学 職業安定課　ＶＰＩ体験 労災補償課 9：10～10：50

労災認定体験 労災補償課（＠山口署）

　 9:40～12：00 労災認定体験

監督課 11：00～12：00 11：00～12：00

職業安定部（安定課・需給室） 訓練室　ジョブカード作成体験 労働相談体験 総務課 総務課

職業安定行政の概要① 座談会（基準系） 座談会（安定系）

13:00～13:40　 13：00～15：30

13：30～14：00 工場見学

職業訓練の説明 　雇用環境・均等行政の概要 　　13:30～15:30　見学 ハローワーク業務体験 雇用環境・均等室

13:40（出発）～16:00（帰庁） 14：00～15：00 facebook原稿作成体験

ポリテクセンター山口見学 雇用環境・均等室 13:10～16:50

　　14:00～15:40　見学 個別労働紛争解決制度について ハローワーク山口

午　後 15：10～15：30 説明会受付体験

労働保険徴収室 16:10～17:00 窓口受付体験 15:40～16:40

労働保険徴収業務の概要 健康安全課 求人票入力体験　など 総務課

16:10～17：00 15：30～17：00 工場見学振り返り 体験レポート作成等

職業安定部（職業対策課） 労働保険徴収室 災害統計分析、資料作成体験 など

職業安定行政の概要② 労働保険帳票作成・入力体験等 16:45～17:15

17:00～17:15 17:00～17:15 17:00～17:15 17:00～17:15 総務課

総務課 総務課 総務課 総務課 インターンシップ終了にあたって

本日の振り返り 本日の振り返り 本日の振り返り 本日の振り返り 質疑・応答、感想

※ 受入部室における留意点

　（１）受入部室の長は、実習が部署の職員全体で円滑かつ適切に行うことができるよう受入部室内の総括管理を行うこと。

　（２）実習指導員等は、実習開始時にカリキュラムに関する概要を実習生に説明するとともに実習生に対して必要な指導・助言等を行うこと。

　（３）実習生には名札（総務課作成）、マスクを着用させること。

　（４）局外で実習を行う場合は、実習場所までの往復について職員が同行すること。

　（５）実習は、昼休み休憩（12:00～13:00）及び時間外（17:15以降）には行わないこと。

　（６）実習の実施に当たり問題が発生した場合は、速やかに総務課に連絡すること。

訓練室

インターンシップカリキュラム（夏・１回目）

8：40～10：00 8：40～10：50

10：00～12：00

11:00～12:00

13：00～13：30　総務課 13:00（出発）～16:00（帰庁） 13:00＊（出発）～17:00（帰庁）

会場（外出以外）：２階 共用会議室 会場（外出以外）：２階 共用会議室 会場（外出以外）：２階 共用会議室 会場（外出以外）：２階 共用会議室 会場（外出以外）：２階 共用会議室

8:40～9:40 8:40～9:10

８月２９日（月） ８月３０日（火） ８月３１日（水） ９月１日（木） ９月２日（金）
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インターンシップカリキュラム（春休み）

時間帯

8:30～9:40（70分） 8:30～8:40（10分） 8:30～8:40（10分） 8:30～8:40（10分） 8:30～8:40（10分）

総務課 総務課 総務課 総務課 総務課

オリエンテーション 本日の予定 本日の予定 本日の予定 本日の予定

スケージュール連絡・諸注意

9：00～10：40（100分） 監督課 訓練室

午　前 9：50～10：50（60分） 労働基準行政の概要 訓練関係業務の概要 座談会（基準系）

総務課 工場見学

労働局の概要説明 9:50～12：00（2時間10分） 職業対策課 9：30　局出発

監督課 職業対策行政の概要 10：00～11：30（90分）

労働相談体験 10：30～11：30（60分） ポリテクセンター山口

職業訓練見学

職業安定行政の概要 新卒応援ハローワーク見学 座談会（安定系）

（需給調整事業を含む） 11：40～12：40      昼休み

12：00～13：00 12：40　新卒応援HW出発（徒歩移動） 12：00～13：00 12：00～13：00

昼休み 昼休み 昼休み

13:00～13：30（30分） 13:00～13：30（30分） ハローワーク山口 13：00～15：00（2時間）

労働保険徴収室 山口グランドホテル 雇用環境・均等室 ハローワーク業務体験

労働保険徴収業務の概要 ふるさと山口就職ガイダンス 雇用環境・均等行政の概要 ・ハローワークセミナー受付・受講 facebook原稿作成体験

13：30～15：00(90分） 14：30　山口グランドホテル出発（徒歩移動） 13:30～14：30（60分） ・求人票の作成業務体験

午　後 徴収関係業務体験 14：45　KDDI維新ホールP出発 個別労働紛争解決体験 ・受付業務・求職活動体験

15：10～15：50（40分） 15：30～16：00（30分） 14:40～15:40（60分） ・日本版O-Net体験学習 15:10～16:40（90分）

総務課 山口労働基準監督署 労災補償課

16：00～17：00（60分） 署内見学 労災認定体験 体験レポート作成等

16：00～17：00（60分） 15：50～16：50（60分）

求人票作成体験 健康安全課 障害認定体験

16:45～17:15（30分）

17:00～17:15（15分） 17:00～17:15（15分） 17:00～17:15（15分） 17:00～17:15（15分） 総務課

総務課 総務課 総務課 総務課 インターンシップ終了にあたって

本日の振り返り 本日の振り返り 本日の振り返り 本日の振り返り 質疑・応答、感想

※ 受入部室における留意点

　（１）受入部室の長は、実習が部署の職員全体で円滑かつ適切に行うことができるよう受入部室内の総括管理を行うこと。

　（２）実習指導員等は、実習開始時にカリキュラムに関する概要を実習生に説明するとともに実習生に対して必要な指導・助言等を行うこと。

　（３）実習生には名札（総務課作成）、マスクを着用させること。

　（４）局外で実習を行う場合は、実習場所までの往復について職員が同行すること。

　（５）実習は、昼休み休憩（12:00～13:00）及び時間外（17:15以降）には行わないこと。

　（６）実習の実施に当たり問題が発生した場合は、速やかに総務係に連絡すること。

11：30　ポリテクセンター出発

総務課

11：10～11：40（30分）

11：30～12：30      昼休み

総務課

13：00～14：30（90分）

12：40　局出発

13：00～16：30（3時間30分）

総務課

総務課

雇用環境・均等室

会場：山口地方合同庁舎１号館第２会議室

職業安定課

職業安定課

２月２２日（水）

11：00～12：00（60分）

２月１６日（木） ２月１７日（金） ２月２０日（月） ２月２１日（火）

9：20～10:20（60分）

8:40　局出発 8：40～9:40（60分）

10：40　　工場出発→KDDI維新ホールP

8：40～9:20（40分） 8：40～9：30（50分）

総務課
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ハローワークでの業務体験 

 

 

労災補償業務の体験 
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紛争調停模擬体験 

 

求人票作成体験 
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労働保険徴収業務体験 

 

職業訓練施設の見学 
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労働局主催イベントへの参加 

 

若手職員との座談会 

 


