
 H31(2019)木曽地域「住み込み」インターンシップ施設一覧

　E-mal：youichi-suzuki@kojima-tns.co.jp

　電話：0264-52-2500

　住所：木曽郡上松町大字上松188
１名

教 育

名称：上松町教育委員会（上松町公民館）

１名

公民館行事の同行（町民登山等）
放課後こども教室の実習
公民館図書室業務
公民館事業実習
プール監視　各種プール教室の補助等

　住所：木曽郡上松町大字小川1706

　電話：0264-52-2111

製 造

施 設 名 定　員

【宿泊施設の情報】

名称：民宿　さわぐち

７名
宿泊費無料（朝・夕2食付）
昼食は各自負担

　住所：木曽郡上松町大字小川5462

　電話：0264－52－3422

宿泊に係る留意事項等

１名

１名
フロント業務全般　ホテル客室・大浴場清掃
全般　館内レストラン業務全般

外国人を含む観光来訪者への案内業務補
助　滞在型観光メニューの企画等

　住所：木曽郡上松町寝覚1888

名称：上松観光開発有限会社　ねざめホテル

　電話：0264－52－2245

企業に入社した際の新入社員研修の体験
（自動車メーカーの考え方、電子部品のは
んだづけ教育等）
また自動車製造に関わる業務

名称：上松電子株式会社
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　E-mal：syakai@town.agematsu.nagano.jp

行 政

名称：上松町役場　企画財政課

１名
地域おこし協力隊木工部の作業手伝い
駅前空き家店舗のリノベーション作業
ふるさと納税返礼品家具の製造手伝い

　住所：木曽郡上松町駅前通り2-13

　電話：0264-52-2001

　E-mal：machiduk@town.agematsu.nagano.jp

　E-mal：ds-aiai@yama-1.co.jp

上松町

【研修生受け入れ施設の情報】

分　類 施　　　　　設　　　　　名

福 祉

　E-mal：msawaguchi@ag.kiso.ne.jp

　電話：0264－52－1133

　E-mal：kazue@town.agematsu.nagano.jp

　E-mal：nezame-h@mx2.avis.ne.jp

定　員 研　修　内　容

名称：㈱あい愛　あい愛ケアセンター

１名
高齢者の食事・レクレーション等介護補助
等

　住所：木曽郡上松町小川2050－5

　電話：0264－52－1235

　電話：0264－52－2245

１名

　E-mal：nezame-h@mx2.avis.ne.jp

　住所：木曽郡上松町寝覚1888

名称：上松観光開発有限会社
　　　　赤沢自然休養林

森林鉄道運行に関わる業務（保安業務・改
札業務）等

観 光

　住所：木曽郡上松町上松159－3

名称：（一社）上松町観光協会
　　　　上松町観光情報センター
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製 造

名称：南木曽発条㈱

２名 製造業（ばね）
　住所：南木曽町読書2820

電話：0264-57-2500

E-mal：

【宿泊施設の情報】

施 設 名 定　員 宿泊に係る留意事項等

宿泊費無料
食事については３食自己負担（自炊）となり
ます。キッチン有り

８名

電話：090-7534-9413

　住所：南木曽町読書4828-1

名称：（一社）LOCAL　STANDARDS

　住所：木曽郡木曽町新開6959

名称：NPO法人ふるさと交流木曽
　　　　ふるさと体験館きそふくしま

農 業 ２名 農業体験補助、畑作業、草刈等

名称：木曽おんたけ観光局

　住所：木曽郡木曽町福島5084
２名

・事務所での観光案内の他、木曽おんたけ
健康ラボ等の施設へ派遣されて体験メ
ニューの補助に入る
・外国人観光局も多いため、語学力があると
活動の幅が広がる

　電話：0264-25-6000

　E-mal：

観光案内業務・一石栃立場茶屋でのおもて
なし

E-mal：tumakai@ju.kiso.ne.jp

電話：0264-57-3513

　住所：南木曽町吾妻妻籠2159-2

名称：(公財）妻籠を愛する会

介護補助２名

E-mal：npo.nagiso@ju.kiso.ne.jp

電話：0264-57-3938

　住所：南木曽町読書３３４８番地９

名称：NPO法人　なぎそ福祉会

　住所：南木曽町田立143-1

名称：社会福祉法人
　　　　南木曽町社会福祉協議会

２名
デイサービスでの介護補助・障がい者補助
含む業務補助または事務室において福祉
事務業務

１名 デイサービスセンターにおける軽介助

福 祉

観 光 ２名

南木曽町

【研修生受け入れ施設の情報】

分　類 施　　　　　設　　　　　名

福 祉

　電話：0264-27-1011

　E-mal：info@kisomachi-shakyo.or.jp

　電話：0264-26-1116

　住所：木曽郡木曽町福島6305

名称：木曽町社会福祉協議会
　　　　デイサービスセンター　ひまわり

定　員 研　修　内　容

電話：0573-75-5516

【研修生受け入れ施設の情報】

木曽町

研　修　内　容定　員施　　　　　設　　　　　名

観
光

分　類
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名称：栗屋旅館

１名
宿泊費無料（朝・夕２食付）
昼食は各自負担

　住所：木曽郡木祖村菅2925-3

　電話：0264-36-3038

　

農 業

名称：やぶはら高原　こだまの森

１名 受付補助、場内整備
　住所：木曽郡木祖村小木曽3362

　電話：0264-36-1623

　E-mail：kodama@ju.kiso.ne.jp

【宿泊施設の情報】

施 設 名 定　員 宿泊に係る留意事項等

木祖村

【研修生受け入れ施設の情報】

分　類 施　　　　　設　　　　　名 定　員 研　修　内　容

【宿泊施設の情報】

　E-mal：

　電話：0264-22-2307

　住所:木曽郡木曽町福島6168

名称：旅館　さらしなや

宿泊に係る留意事項等

製
造

　電話：0264-22-2766

　E-mal：

名称：木曽馬の里　乗馬センター

名称：㈱まちづくり木曽福島
　　　　キャンピングフィールド木曽古道

２名
キャンプ場における仕事を最初の週の平日
で覚えて、受入ピークの土日は自主的に動
けることを目指す

　住所：木曽郡木曽町福島3-1

宿泊費無料（朝・夕2食付）
昼食は各自負担

定　員施 設 名

名
（４部屋）

観
光

名称：㈱霧しな

２名
・検品・箱詰め・出荷作業
・工場内売店での販売業務

　住所：木曽郡木曽町開田高原西野5227-121

　電話：0264-44-2341

　E-mal：

名称：㈱木曽駒ミクロ

１名

・車載向け次世代ディスプレイのカバーガラ
ス・センサーの製造
・タッチセンサー及び微細印刷加工の施策
開発
・その他、近未来の技術開発試作対応以上
の工程を会社の技術者の指導により実体験
する

　住所：木曽郡木曽町新開1783

　電話：0264-24-3700

　E-mal：

２名 木曽馬の飼育補助、ホースセラピー
　住所：木曽郡木曽町開田高原末川5596-1

　電話：0264-42-3085

　E-mal：
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宿泊に係る留意事項等

宿泊費無料（朝・夕２食付）
昼食は各自負担

分　類 施　　　　　設　　　　　名 定　員 研　修　内　容

２名

定　員

2名 しいたけの収穫・加工の補助

自炊
設備：水洗トイレ、風呂、洗濯機、台所、寝
具（和室）

宿泊に係る留意事項等

こども応援プログラムアウトドア指導のサ
ポート

定　員 研　修　内　容

【宿泊施設の情報】

　

　電話：0264-55-3686

　住所：木曽郡大桑村大字殿1-7

名称：民宿　いとせ

施 設 名

　住所：木曽郡大桑村大字殿1-71

名称：株式会社　ファーストグリーン

農 業

　URL：http//ookuwa-fg.com

　電話：0264-55-4088

【宿泊施設の情報】

名称：古民家風ゲストハウス「おおや」

１名　住所：木曽郡王滝村3774

　電話：090-1613—4119

施 設 名 定　員

観 光

名称：公益財団法人　おんたけ休暇村

１名
　住所：木曽郡王滝村3159-25

　E-mal：info@ontake-kyukamura.net

【研修生受け入れ施設の情報】

大桑村

【研修生受け入れ施設の情報】

王滝村

分　類 施　　　　　設　　　　　名

　電話：0264-48-2111
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