
福島県人事課
令和４年６月１6日現在

●受け入れの条件等

【事務】 【技術】

●長期（２週間程度）の受入所属

No 区分 部局 受入所属 実習分野 受入可能時期 個別受入条件 所在地 受入
人数

1 事務 総務部 広報課・県民広聴室 広報分野 ８月１５日～９月１６日 8月盆明け～9月中旬までの５日間 福島市杉妻町（県庁本庁舎） 1

2 事務 総務部
県南地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課

地域づくり
・商工労政

７月～９月 ‐
白河市昭和町（白河合同庁
舎）

1

3 事務 総務部
会津地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課

地域づくり・商
工労政

８月下旬～９月 ‐
会津若松市追手町（会津若松
合同庁舎）

1

4 事務 総務部
いわき地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課

地域づくり・商
工労政

７月～９月 ‐ いわき市平 1

5 事務 企画調整部 企画調整課 企画調整 ７月～８月 ‐ 福島市杉妻町 1

6 事務 企画調整部 復興･総合計画課 福島県総合計画 ７月～８月 ‐ 福島市杉妻町 1

7 技術 生活環境部 環境共生課 地球温暖化対策 ８月下旬～９月上旬
・技術職を基本とするが、事務も可
・１週間（５日間）

福島市杉妻町 1

8 技術 生活環境部 環境創造センター 環境 ７月下旬～９月下旬 ５日程度 三春町深作 2

9 事務 商工労働部 観光交流課 観光交流 ７月１日～７月２９日
PCの操作に習熟していること。県内の地理が
分かること。

福島市杉妻町 1

10 技術 商工労働部
テクノアカデミー郡山　建築
科

職業訓練 ８月２２日～９月２日 工学（建築）系大学生 郡山市上野山 1

11 事務 商工労働部
テクノアカデミー浜
教務課経営企画担当

職業訓練 ７月中旬～９月

・１週間（５日間）
・公共交通機関又は私有車を利用して自力で
通勤できること。
・PC操作ができること（WORD及びEXCELの入力
作業、メール送受信等）。

南相馬市原町区萱浜 1

12 技術 商工労働部
ハイテクプラザ　材料技術部
金属・物性科

工業振興 ７月～９月 1週間 郡山市待池台 1

13 技術 商工労働部
ハイテクプラザ　電子・機械
技術部　電子・情報科

AI・IoT ８月１日～９月３０日 5日以内 郡山市待池台 １～２

令和4年度福島県インターンシップ実施計画

受入希望学年 ①大学
②高等専門学校
③専修学校

①３年生以上
②本科４年生以上又は専攻科
③別途問い合わせ願います。

①全学年
②全学年
③全学年

受入期間
原則として７月～９月までの２週間以内
※期間については、調整の上決定されます。８月中旬（お盆期間）は避けてください。

受入の調整 県での面接はありませんが、受入人数に制限があるため、本県職員への採用希望、申込者の動機等を考慮した上で受け入れます。

賃金・通勤手当の支給の有無 無し（大学又は個人で傷害保険及び賠償責任保険に加入してください。）

連絡先・申込先
福島県総務部人事課　〒９６０－８０４３　福島県福島市中町８－２（自治会館３階）
電話：０２４－５２１－７０３３　ＦＡＸ：０２４－５２１－７９０９　E-mail：personnel_affairs@pref.fukushima.lg.jp
担当：関口

実　習　内　容

県政広報・広聴業務

地域づくり及び商工労政に関する用務

地域づくり及び商工労政に関する業務

地域づくり及び商工労政に関する業務

総合計画・ＳＤＧｓの普及に関する業務

企業との連携及び復興に関する業務

・大学やＮＰＯ等と連携した地球温暖化対策を推
進する人材育成
・カーボンニュートラル関連推進施策の企画調整

工場排水中の有害物質の基礎分析業務

国内外の観光誘客・宣伝・統計に関する業務

建築に関する職業訓練指導

工業材料の評価技術

AI・IoTの開発業務、学習データ作成、及び簡易二
足歩行機の製作実習

・在職者訓練事業（テクノセミナー）に関する業
務
・離職者等委託訓練事業に関する業務



No 区分 部局 受入所属 実習分野 受入可能時期 個別受入条件 所在地 受入
人数

14 技術 商工労働部
ハイテクプラザ　電子・機械
技術部　ロボット・制御科

デジタルモデリ
ング

９月５日～９月３０日

1週間（5日以内）で、公共交通機関又は車等
を利用して自力で通勤できる方
・機械・電気・電子・情報のいずれかを専攻
する大学生等
・3D-CADによる設計経験がある方

郡山市待池台 1

15 技術 商工労働部
ハイテクプラザ会津若松技術
支援センター　産業工芸科

デジタルモデリ
ング

８月２２日～９月３０日

1週間（5日以内）で、公共交通機関又は車等
を利用して自力で通勤できる方
デザイン関連専攻する大学生等・3D-CADによ
る設計経験がある方

会津若松市一箕町 1

16 技術 商工労働部
ハイテクプラザ会津若松技術
支援センター

工業振興 ７月２５日～８月５日
1週間（3日以内）で、公共交通機関又は車等
を利用して自力で通勤できる大学3年生

会津若松市一箕町 1

17 技術 商工労働部
ハイテクプラザ南相馬技術支
援センター　機械加工ロボッ
ト科

工業振興 ７月～９月 特になし 南相馬市萱浜 2

18 事務 農林水産部 農林企画課 広報分野 ７月～９月 同時に受入可能な人数は１名まで 福島市杉妻町（県庁本庁舎） 5

19 技術 農林水産部
農業振興課、
県北農林事務所農業振興普及
部

農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 福島市杉妻町 2

20 技術 農林水産部
県中農林事務所農業振興普及
部

農業振興 ８月～９月
農学・理学（生物系）大学生
※就農希望者も可

郡山市麓山 2

21 技術 農林水産部
県南農林事務所農業振興普及
部

農業振興 ７月～９月
農学・理学（生物系）大学生
※就農希望者も可

白河市昭和町 2

22 技術 農林水産部
会津農林事務所農業振興普及
部

農業振興 ７月下旬～８月中旬 １０日間 会津若松市追手町 1

23 技術 農林水産部
会津農林事務所喜多方農業普
及所

農業振興 ７月下旬～８月中旬 ５日間 喜多方市松山町鳥見山 1

24 事務 農林水産部 南会津農林事務所企画部 農業振興 ７月～９月 5日以内 南会津町田島 1

25 技術 農林水産部
農業総合センター生産環境部
作物保護科

農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 郡山市日和田町 1

26 技術 農林水産部
農業総合センター生産環境部
環境・作物栄養科

農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 郡山市日和田町 1

27 技術 農林水産部
農業総合センター会津地域研
究所

農業振興 ７月～９月
農学・理学（生物系）大学生※自家用車で通
勤できる方

会津坂下町見明 1

28 技術 農林水産部
農業総合センター浜地域研究
所

農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 相馬市成田 1

29 技術 農林水産部
農業総合センター浜地域農業
再生研究センター

農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 南相馬市原町区萱浜 1

30 技術 農林水産部
農業総合センター農業短期大
学校

農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 矢吹町一本木 1

3D-CAD及び3Dプリンタを用いた治具等のモデリン
グ及び造形に関する実習

デジタルモデリングに関する三次元デジタイザ・
3Dプリンタ実習

県立公設試験研究機関の地場産業振興・技術支援
に関する業務

金属製品の製造技術に関する研究開発（金属積層
造形実習）

協同農業普及事業（普及指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、果樹、花き、畜産の技術・経営
指導手法を研修）
協同農業普及事業(普及指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、果樹、花き、畜産の技術・経営
指導手法を研修）

協同農業普及事業（普及指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、果樹、花き、畜産の技術・経営
指導手法を研修）

協同農業普及事業（農業指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、花き指導手法の研修）

協同農業普及事業（農業指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、花き指導手法の研修）

農作物の病害虫防除に関する試験研究（実習・講
義）

農用地の土壌管理に関する試験研究（実習・講
義）

水稲等の栽培管理技術に関する試験研究（実習）

農作物の栽培管理技術に関する試験研究（実習）

避難地域等の営農再開に向けた実証研究（現地実
証研究に同行し調査手法を研修）
（場内ほ場実習無し、非公開データの守秘必要）

地域のリーダーとなる農業者の育成に関する業務
（講義、実習、研修等）

県産農林水産物に関する情報発信業務（現地取
材、動画編集作業など）

地域の農林業振興に関する業務

実　習　内　容



No 区分 部局 受入所属 実習分野 受入可能時期 個別受入条件 所在地 受入
人数

31 技術 農林水産部
農業総合センター畜産研究所
（沼尻分場を含む）

畜産 ７月～９月
実習前の1週間に畜産農場への立ち入りをしな
いこと。畜産関係就職希望、農学・獣医学の
大学生

福島市荒井
（沼尻分場：耶麻郡猪苗代
町）

3

32 技術 農林水産部 中央家畜保健衛生所 家畜衛生 ７月～８月 獣医師免許取得予定の獣医学生 玉川村岩法寺 2

33 技術 農林水産部 会津家畜保健衛生所 家畜衛生 ７月～９月 獣医師免許取得予定の獣医学生 会津若松市高野町 1

97 技術 農林水産部 水産事務所 水産 ８月～９月 ‐ いわき市平 1

98 技術 農林水産部 水産海洋研究センター 水産 ８月～９月 ‐ いわき市小名浜 1

99 技術 農林水産部 水産海洋研究センター 水産 ８月～９月 海技士免許を有する者又は取得見込みの者 いわき市小名浜 1

100 技術 農林水産部 水産資源研究所 水産 ８月～９月 ‐ 相馬市光陽 1

34 技術 農林水産部 県北農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月
農学・理学等（農業土木系）大学生※1週間以
内、2名は同一週を原則とする

福島市杉妻町 2

35 技術 農林水産部 会津農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 会津若松市追手町 1

36 技術 農林水産部 南会津農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 南会津町田島 1

37 技術 農林水産部 相双農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 南相馬市原町区錦町 1

38 技術 農林水産部
森林計画課、森林整備課、林
業振興課、森林保全課

森林林業 ７月～８月
月曜日～金曜日（5日）同日程で2名可（別週
に1人ずつは不可）

福島市杉妻町 2

39 技術 農林水産部 県北農林事務所森林林業部 森林林業 ８月下旬～９月上旬
月曜日～金曜日
（5日）

福島市杉妻町 1

40 技術 農林水産部 県中農林事務所森林林業部 森林林業 ８月～９月 ５日程度 郡山市 1

41 技術 農林水産部 会津農林事務所森林林業部 森林林業 ７月～８月 ５日程度 喜多方市 1

42 技術 農林水産部 南会津農林事務所森林林業部 森林林業 ７月～９月 期間：５日間（１週）以内に限る 南会津町田島 1

43 技術 農林水産部 いわき農林事務所森林林業部 森林林業 ８月～９月 ５日間 いわき市平 1

44 技術 農林水産部 林業研究センター 森林林業 ８月～９月 － 郡山市安積町成田 1

45 技術 土木部 各建設事務所 土木建設行政 ７月～９月 －

福島市杉妻・郡山市麓山・白
河市昭和・会津若松市追手・
喜多方市松山・南会津町田
島・南相馬市原町区・いわき
市平

25

水産生物の調査研究

船舶での漁業の調査研究

水産生物の調査研究

漁業認可及び漁船登録に関する事業、漁業復興及
び漁業担い手対策に関する事業

畜産に係る試験研究、家畜飼養（肉用牛・乳用
牛）並びに飼料作物生産管理

森林整備（県営林、保安林）、緊急時モニタリン
グ等に関する業務

森林整備、緊急時モニタリング、治山事業、林道
事業等に関する業務

家畜疾病の検査・診断技術、家畜衛生行政一般

家畜伝染病の検査、診断技術、家畜衛生行政一般

農業農村整備事業における調査計画に関する業
務、業務実施に関する基礎技術及び現場監督等の
習得

農業農村整備事業の設計と施工（監理）
（農地整備、農村整備、地すべり対策、ため池改
修、ストックマネジメント等）

農業農村整備事業に関する調査計画や現場業務に
おける設計・施工監理

農業農村整備事業における調査計画に関する業
務、業務実施に関する基礎技術及び現場監督等の
習得、津波被災農地・農業用施設等の災害復旧・
復興に関する業務

森林、林業に関する試験研究、林業アカデミーふ
くしま、緊急時モニタリング等に関する業務

施設、道路、橋梁工事等関連（技術系）

森林整備等に関する業務

県営林林分調査補助、治山事業予定地測量補助、
治山事業年度計画資料作成　等

森林整備事業、緊急時モニタリング事業、森林土
木事業に関する基礎的な業務

森林整備、緊急時モニタリング、治山・林道事業
等に関する業務

実　習　内　容



●短期（３日程度）の受入所属

No 区分 部局 受入所属 実習分野 受入可能時期 個別受入条件 所在地 受入
人数

46 事務 総務部 文書法務課 福島県報の編集 ７月～９月
行政職を希望する大学生等
※各回１名ずつ

福島市杉妻町（県庁本庁舎） 5

47 技術 総務部 施設管理課
公共施設の維持
管理等

８月～９月
建築・電気・機械いずれかを専攻する大学生
等

福島市杉妻町（県庁本庁舎） 2

48 事務 総務部 県北地方振興局企画商工部
市町村支援
地域づくり、商
工労政

７月～９月
同一期間で２名
７月及び９月に各１回

福島市杉妻町（県庁北庁舎） 4

49 事務 総務部
県中地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課

地域づくり・商
工労政

８月～９月 － 郡山市麓山（郡山合同庁舎） 2

50 事務 総務部
県南地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課

地域づくり・商
工労政

７月～９月 長期の受入期間と重ならないようにしたい。
白河市昭和町（白河合同庁
舎）

2

51 事務 総務部
南会津地方振興局　企画商工
部地域づくり・商工労政課、
県民環境部県民環境課

地域づくり・商
工労政
県民環境

９月上旬～９月末 9月
南会津町田島（南会津合同庁
舎）

2

52 事務 総務部 相双地方振興局
地方振興局の主
要業務

７～９月のうち５日間 行政職を希望する大学生等 南相馬市原町区 1～2

53 事務 総務部
いわき地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課

地域づくり・商
工労政

７月～９月 いわき市平 1

54 事務 危機管理部 危機管理課 防災・危機管理 ８月下旬～９月上旬 － 福島市杉妻町 1

55 事務 企画調整部 地域政策課 地域づくり ８月２２日～９月１日

受入する際、総室の他の課と重ならないよう
にすること。各課３日ずつで重ならないよう
な形で受け入れしたい。
（例：地域政策課（8/22～8/24）、地域振興
課（8/25～8/29）、エネルギー課（8/30～
9/1)）

福島市杉妻町 1

56 事務 企画調整部 地域振興課 地域づくり ８月２２日～９月１日

受入する際、総室の他の課と重ならないよう
にすること。各課３日ずつで重ならないよう
な形で受け入れしたい。
（例：地域政策課（8/22～8/24）、地域振興
課（8/25～8/29）、エネルギー課（8/30～
9/1)）

福島市杉妻町 1

57 事務 企画調整部 エネルギー課 地域づくり ８月２２日～９月１日

受入する際、総室の他の課と重ならないよう
にすること。各課３日ずつで重ならないよう
な形で受け入れしたい。
（例：地域政策課（8/22～8/24）、地域振興
課（8/25～8/29）、エネルギー課（8/30～
9/1)）

福島市杉妻町 1

58 事務 企画調整部 統計課 統計 ８月～９月 ・受入時期は要調整 福島市杉妻町 1

59 事務 生活環境部 消費生活課 消費生活 ８月１５日～８月３１日 消費生活分野を希望する者 福島市中町（自治会館） 1

60 事務 生活環境部 国際課 多文化共生等 ８月１日～１０日 8月1日～盆前までの５日間 福島市杉妻町（県庁西庁舎） 1

61 技術 生活環境部 環境創造センター 環境 ７月～９月 1名／1回 三春町深作 2

62 技術 保健福祉部 食品生活衛生課
食品生活衛生行
政

７月～８月 食品衛生監視員資格取得予定者 福島市杉妻町 3

実　習　内　容

福島県報に登載される規則・告示・公告等の編集
作業等

県有建築物の維持管理・更新に関する業務

エネルギーに関する業務

統計に関する業務

消費者教育・啓発事業、消費者風評対策業務、消
費生活センター（相談等）業務

市町村支援、地方創生、観光振興、商工労政等に
関する業務

地域づくり及び商工労政に関する業務

地域づくり及び商工労政に関する用務

地域づくり、有害鳥獣・不法投棄対策、県税、出
納審査に関する業務

地域づくり及び商工労政に関する業務

地域づくり及び商工労政に関する業務
環境保全・自然保護等に関する業務

環境回復等に関する「放射線計測」「除染・廃棄
物」「環境動態」「環境創造」に関する調査研究
業務

環境衛生、食品衛生及び水道関係の許認可、衛生
指導等関連業務

多文化共生社会の推進、海外への情報発信に関す
る業務

防災教育、危機管理センター見学対応　等

地域づくりに関する業務

地域振興に関する業務



No 区分 部局 受入所属 実習分野 受入可能時期 個別受入条件 所在地 受入
人数

63 技術 保健福祉部 薬務課 薬務行政 ８月～９月 薬剤師の資格を取得予定の者 福島市杉妻町 3

64 技術 保健福祉部 中央児童相談所 児童福祉 ７月～８月

福祉職又は心理判定員としての勤務を検討し
ている者（心理学、教育学、社会学を専修す
る学科、社会福祉学科等の大学生、大学院
生）

福島市森合町 1

65 技術 保健福祉部 浜児童相談所 児童福祉 ７月～９月

福祉職又は心理判定員としての勤務を検討し
ている者（心理学・教育学・社会学を専修す
る学科、社会福祉学科等の大学生、大学院
生）

いわき市自由ヶ丘 2

66 技術 保健福祉部 福島学園 児童福祉 ８月～９月 児童福祉分野での勤務を希望している者 須賀川市森宿 1

67 技術 商工労働部
テクノアカデミー浜

産業人材育成 ８月～９月

・電気・電子・情報・機械・建築等の分野を
専攻する大学生または大学院生
・受入人数は、各訓練科（ロボット・環境エ
ネルギーシステム学科、機械技術科、自動車
整備科、建築科）で１名
・長期受け入れも可能（要相談）

南相馬市原町区萱浜

各訓練

科１

（計

４）

68 技術 商工労働部 テクノアカデミー会津 産業人材育成 ８月～９月

・観光・電気・機械等の分野を専攻する大学
生または大学院生
・受入人数は各訓練科（観光プロデュース学
科・電気配管設備科・自動車整備科）で各１
名

喜多方市塩川町御殿場

各訓練

科１

（計

３）

69 技術 商工労働部
ハイテクプラザ　材料技術部
金属・物性科

工業振興 ７月～９月 3日間 郡山市待池台 1

70 技術 商工労働部
ハイテクプラザ　材料技術部
分析・化学科

工業振興 ７月～８月 3日以内 郡山市待池台 1

71 技術 商工労働部
ハイテクプラザ　電子・機械
技術部　電子・情報科

工業振興 ８月１日～９月上旬 3日以内 郡山市待池台 1～2

72 技術 商工労働部
ハイテクプラザ会津若松技術
支援センター　醸造・食品科

醸造・食品 ７月中旬～８月上旬 20歳以上、期間内の自動車運転は不可 会津若松市一箕町鶴賀 3

73 技術 商工労働部
ハイテクプラザ南相馬技術支
援センター　機械加工ロボッ
ト科

工業振興 ７月～９月 PC,スマホの操作に習熟していること 南相馬市萱浜 2

74 事務 農林水産部 県南農林事務所企画部 企画、情報発信 ７月～９月 期間：３日間以内に限る 白河市昭和町 1

75 技術 農林水産部
会津農林事務所
会津坂下農業普及所

農業振興 ８月～９月中旬 農学・理学（生物系）大学生 会津坂下町見明 1

76 事務 農林水産部 南会津農林事務所企画部 農業振興 ７月～９月 － 南会津町田島 1

77 技術 農林水産部
南会津農林事務所農業振興普
及部

農業振興 ８月～９月
農学・理学（生物系）の大学生（ただし、畜
産以外）

南会津町田島 1

78 事務 農林水産部 相双農林事務所企画部 企画、情報発信 ７月～９月 期間：３日間以内に限る 南相馬市原町区錦町 1

79 技術 農林水産部
いわき農林事務所
農業振興普及部

農業振興 ８月～９月 農学・理学（生物系）大学生 いわき市平 1

80 技術 農林水産部 農業総合センター果樹研究所 農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）の大学生 福島市飯坂町平野 2

81 技術 農林水産部
農業総合センター農業短期大
学校

農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 矢吹町一本木 1

82 技術 農林水産部 農業総合センター作物園芸部 農業振興 ７月～９月 農学・理学（生物系）大学生 郡山市日和田町 3

シミュレーションアプリの作成

工業材料の分析評価技術

EMC試験測定業務の実習

薬事関係許認可、監視、啓発等業務

児童相談業務、心理判定業務

児童相談業務・心理判定業務

テクノインストラクター（職業訓練指導員）に関
する業務

テクノインストラクター（職業訓練指導員）に関
する業務

製麴実習（利き酒実習含む）（5日間）

AI技術に関する研究開発（RTF屋外施設を利用した
学習モデルの作成実習）

協同農業普及事業（普及指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、果樹、花きの技術・経営指導手
法を研修）

協同農業普及事業（普及指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、果樹、花きの技術・経営指導手
法を研修）

協同農業普及事業（普及指導員の現地指導に同行
し、作物、野菜、果樹、花き、畜産の技術・経営
指導手法を研修）

果樹の栽培管理技術に関する試験研究（モモ、リ
ンゴ、ナシ）

企画業務（動画撮影編集、情報発信等）

地域の農林業振興に関する業務

県産農林水産物のおいしさ等の魅力を発信し、地
産地消の推進を図るためのイベントに係る関係者
調整業務

地域のリーダーとなる農業者の育成に関する業務
（講義、実習、研修等）

水稲、畑作物、野菜、花きの栽培技術、品種開発
（水稲、野菜、花き）に関する試験研究

実　習　内　容

児童に関する直接処遇業務



No 区分 部局 受入所属 実習分野 受入可能時期 個別受入条件 所在地 受入
人数

83 技術 農林水産部 中央家畜保健衛生所 家畜衛生 ７月～８月 獣医師免許取得予定の獣医学生 玉川村岩法寺 2

84 技術 農林水産部 会津家畜保健衛生所 家畜衛生 ７月～９月 獣医師免許取得予定の獣医学生 会津若松市高野町 1

85 技術 農林水産部 内水面水産試験場 水産 ７月～９月 － 猪苗代町長田 1

86 技術 農林水産部 県北農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 福島市杉妻町 2

87 技術 農林水産部 県中農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 郡山市麓山 1

88 技術 農林水産部 県南農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 白河市昭和町 1

89 技術 農林水産部 会津農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 会津若松市追手町 1

90 技術 農林水産部 南会津農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 南会津町田島 2

91 技術 農林水産部 相双農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 南相馬市原町区錦町 1

92 技術 農林水産部 いわき農林事務所農村整備部 農業農村整備 ７月～９月 農学・理学等（農業土木系）大学生 いわき市平字梅本 1

93 技術 農林水産部 県南農林事務所森林林業部 森林林業 ８月～９月
３日程度の同日程で２名可（別週に１人ずつ
は不可）

東白川郡棚倉町 2

94 技術 農林水産部 林業研究センター 森林林業 ８月～９月 － 郡山市安積町成田 3

95 技術 土木部 営繕課 建築行政 ７月～９月
建築・電気・機械のいずれかを専攻する大学
生、大学院生

福島市杉妻町 5

96 事務 出納局 出納局 財務会計 ８月１日～８月１０日

行政職を希望する大学生等
受入可能期間中①8/1～8/3、
②8/3～8/5、
③8/8～8/10のいずれか

福島市杉妻町 2

農業農村整備事業の現地研修

家畜疾病の検査・診断技術、家畜衛生行政一般

家畜伝染病の検査、診断技術、家畜衛生行政一般

水産生物の調査研究

農業農村整備事業の現地研修

実　習　内　容

出納局の業務（財務会計、物品購入等に関する事
務）

森林整備、緊急時モニタリング、治山・林道事業
等に関する基礎的な業務

森林、林業に関する試験研究、林業アカデミーふ
くしま、緊急時モニタリング等に関する業務

公共建築物の設計・工事監理に関する業務

農業農村整備事業の現地研修

農業農村整備事業の現地研修

農業農村整備事業の現地研修

農業農村整備事業の現地研修

津波被災地域の農地復旧工事に関する業務


