
職種 実習場所 実習生が携わる業務内容 受入月
受入
日数

受入条件等 備　　考

電気
機械

総務部 管財課
水戸市笠原町（本庁舎）及び
出先機関

・県庁舎設備管理業務に係る施設見学・実習
・統括管理施設の電気設備点検作業
・機械、電気職員が配置されている出先機関の
施設見学・実習

８月 3
電気または機械工学系の学
生

現場実習あり

産業戦略
部

産業技術イノベーショ
ンセンター

茨城町長岡 試験・計測・評価支援等に関する補助業務 ８～９月 5 理工系の学生

土木部 流域下水道事務所 土浦市湖北

・下水処理施設、管路施設工事の計画、設計・
積算、現場監督の補助
・下水処理（汚水流入→処理水放流）に関する
水質管理、機器の運転管理等の業務の補助

８～９月 5 理工系の学生

土木

土木部 検査指導課 水戸市笠原町（本庁舎）
ICT技術の活用や働き方改革の推進、建設産業の
魅力向上・広報活動など、「建設業の担い手確
保・育成」に関する業務

８～９月 5 土木工学系の学生
８月後半に現場見学会を実施予
定

道路建設課 水戸市笠原町（本庁舎）
・国道、県道等の整備に関する業務
・高速道路の建設促進に関する業務

８月 4 土木工学系の学生

道路維持課 水戸市笠原町（本庁舎）

・道路，橋梁等の維持管理に関する補助業務
・道路の交通安全施設整備に関する補助業務
・道路の保全及び整備の企画調整に関する補助
業務

８月 4 土木工学系の学生

河川課 水戸市笠原町（本庁舎）
・河川，海岸，ダム，急傾斜地等の計画，整備
等
・水防災に係る対応等

８～９月 5 土木工学系の学生

港湾課
水戸市笠原町（本庁舎）
及び各港湾

・港湾計画に関する業務
・県内港湾調査随行
・港湾統計資料の整理　等

８月 5日程度 土木工学系の学生

都市計画課 水戸市笠原町（本庁舎）
・都市計画に関する業務の補助
・屋外広告物に関する業務の補助
・各種資料の作成・整理の補助

８月 5
土木、建築系で、まちづく
りに興味がある学生

都市整備課 水戸市笠原町（本庁舎）
市街地整備，公園の管理運営等に関する補助業
務

8月 ４～５日 土木工学系の学生

下水道課 水戸市笠原町（本庁舎）
下水道広報事業を中心とした下水道行政に関す
る各種業務

８～９月 5 土木工学系の学生

水戸土木事務所 水戸市柵町
県の土木行政に関する調査，設計施工及び監督
等に関する補助業務

８月 5 土木工学系の学生

常陸大宮土木事務所 常陸大宮市野中町
道路・橋梁・河川事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

８～９月 5 土木工学系の学生

常陸大宮土木事務所
大子工務所

久慈郡大子町大子
道路・橋梁・河川事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

８～９月 5 土木土学系の学生

潮来土木事務所 潮来市 潮来
道路・橋梁・河川事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

７～８月 5 土木工学系の学生

土浦土木事務所 土浦市中高津
道路・橋梁・河川・都市計画における新設・維
持管理等にかかる設計立案、現場監督等の実務
体験

８～９月 5 土木工学系の学生

土浦土木事務所
つくば支所

つくば市島名
区画整理の計画・換地・補償等の実習
造成工事等の現場見学

８～９月 5 土木工学系の学生

筑西土木事務所
筑西市二木成
筑西合同庁舎3階

道路・橋梁・河川事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

8月 5 土木工学系の学生
JR水戸線「下館駅」から徒歩15
～20分程度

常陸太田工事事務所 常陸太田市山下町
道路・橋梁・河川事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

８～９月 5 土木工学系の学生

高萩工事事務所 高萩市大字下手綱
道路・橋梁・河川・ダム事業に関する調査，設
計施工及び監督等に関する補助業務

８～９月 5 土木工学系の学生

鉾田工事事務所 鉾田市安房
道路・橋梁・河川事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

８～９月 5 土木工学系の学生

竜ケ崎工事事務所 龍ケ崎市馴柴町
道路・橋梁・河川事業の計画，設計施工，工事
費積算，現場監督業務に関する業務

８～９月 5 土木工学系の学生

常総工事事務所 常総市新石下
道路・河川・公園事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

８月 5 土木・都市工学系の学生

境工事事務所 猿島郡境町西泉田
道路・橋梁・河川事業に関する調査，設計施工
及び監督等に関する補助業務

８～９月 5 土木工学系の学生

最寄りに駅がなく、東武線の東
武動物公園駅、川間駅、JR線の
古河駅からのバス路線以外は自
家用車等での来所となります。

令和４年度県庁インターンシップ実習先一覧（技術職）

受入所属

技術職は、各職種の専門性を活かして、特定の業務内容に従事します。

下の表は、各職種の業務内容とインターンシップの受入所属での実習内容等を記載しています。
※ 複数人を受け入れる実習先では、同一日程により受実習生を入れます。日程調整によっては、受入日数や実習内容が変更になる場合があり

ますのでご了承願います。

※ 実習先（出先機関等）によっては交通が不便な場所がありますので、希望する実習先が無理なく通えることを事前に確認のうえ申し込んで

ください。

電気職及び機械職は、水道施設、下水道施設や庁舎などの県有施設における機械設備の工事設計・施工監理及び保守管理などを行います。また、県内企業を支

援するための研究開発を行います。

土木職は、県土の基盤整備のため、道路、河川、ダム、港湾、都市計画、上・下水道等幅広い分野で事業の企画、工事設計・積算・監督、維持管理を行いま

す。



職種 実習場所 実習生が携わる業務内容 受入月
受入
日数

受入条件等 備　　考受入所属

茨城港湾事務所 那珂郡東海村照沼
・港湾の調査，計画並びに整備事業に
　関すること

８～９月 5 土木工学系の学生

鹿島港湾事務所 神栖市東深芝
・港湾・漁港の調査、設計施工及び監督等に関
する補助業務
・鹿島港の管理運営に関する補助業務

８～９月 5 土木工学系の学生

建築

総務部
鹿行県民センター
建築指導課

鉾田市鉾田
建築基準法に関する書類審査、現地調査、相談
業務等

８月下旬 5 建築工学系の学生

県南県民センター建築
指導課

土浦市真鍋 建築基準法及び都市計画法に関わる相談業務等 ８月下旬 5 建築工学系の学生

土木部 営繕課 水戸市笠原町（本庁舎）ほか
営繕工事の設計，発注及び監理等の
補助業務

8月 5
業務内容の性質上、
建築学専攻の学生に限る

建築指導課 水戸市笠原町（本庁舎）
建築行政全般に関すること。
建築確認、開発許可に関すること。

８月下旬 5 建築関係を専攻する学生

住宅課 水戸市笠原町（本庁舎）ほか
県営住宅の工事監理等に関する業務、住宅行政
全般に関する実務研修

８～９月 5 建築学専攻の学生

化学

総務部
県北県民センター
環境・保安課

常陸太田市山下町
廃棄物不法投棄防止に係るパトロール、水質汚
濁防止法・大気汚染防止法に基づく立入検査同
行等

８月下旬 5 化学系の学生

鹿行県民センター
環境・保安課

鉾田市鉾田
霞ヶ浦浄化対策、公害防止及び廃棄物対策に係
る補助業務（行政指導、現地確認、パトロー
ル、相談対応等）

８月下旬 5
理学部、工学部等におい
て、化学及び類した学科の
学生、大学院生

県南県民センター
環境・保安課

土浦市真鍋
廃棄物対策、鳥獣保護、公害防止、産業保安等
に関する調査業務

８月下旬 5 化学系の学生

県民生活
環境部

霞ケ浦環境科学セン
ター

土浦市沖宿町
湖沼河川の水質や大気環境、騒音など環境測定
の補助業務

８月後半～９
月

3
理工学部系（化学）、環境
系の学生

土木部 鹿島下水道事務所 神栖市北浜 下水道の水質管理に係る業務 ８～９月 5 理工系の学生

・対象は理化学又は生物を履修
している学生
・受入期間は5日間
・公共交通機関が不便であるた
め自力で来所できる方

薬剤師

保健医療
部

薬務課
水戸市笠原町（県庁、保健所
等）

薬事関係の許認可事務、薬物乱用防止対策、災
害用医薬品等の調整業務など

８月 3
薬学を専攻し薬剤師を目指
す学生

潮来保健所 潮来市大洲
医薬品医療機器等法、毒物劇物取締法、食品衛
生法等に基づく許認可事務及び監視指導業務

８～９月 2 薬学系の学生 同期日の受け入れは1人まで

筑西保健所 筑西市二木成
薬機法・毒劇法等に関する許認可業務及び医薬
品医療機器等法等に基づく監視指導の補助業務

８月 2 薬学系の学生

獣医師

保健医療
部

生活衛生課
茨城町下土師
笠間市日沢
筑西市市野辺　等

と畜検査、食鳥検査、動物愛護管理業務等の見
学

７～８月 3 獣医学科の学生

筑西保健所 潮来市大洲 食品許認可施設調査、監視指導調査 ８～９月 2 獣医学系の学生 同期日の受け入れは1人まで

農林水産
部

県北家畜保健衛生所 水戸市中河内町

・家畜(牛・豚・鶏）飼養農場での家畜伝染病の
検査のための採材
・家畜伝染病の抗体検査
・疾病診断のための病性鑑定

８月～９月
（８月中旬は

除く)
5

獣医学を専攻した学生に限
る

鹿行家畜保健衛生所 鉾田市鉾田
・家畜（牛、豚、鶏）飼養農場での家畜伝染病
の検査のための採材
・家畜伝染病の抗体検査

８～９月 5
獣医学を専攻した学生に限
る

県南家畜保健衛生所 土浦市真鍋
・家畜（牛・豚・鶏）飼養農場での家畜伝染病
の検査のための採材
・家畜伝染病の抗体検査

８～９月 5
獣医学を専攻した学生に限
る

県西家畜保健衛生所 筑西市新井新田
・家畜（牛，豚，鶏）飼養農場での家畜伝染病
の検査のための採材
・家畜伝染病の抗体検査

８～９月 5
獣医学を専攻した学生に限
る

建築職は、建築基準法や都市計画法に基づき、建築物や土地利用の審査・規制を行います。また、県営住宅、県有施設の工事計画・積算・監督を行います。

化学職は、大気汚染の防止、湖沼・河川の水質保全、騒音や放射能など広く環境問題に対応するための調査研究、監視観測を行うほか、県内企業を支援するた

めの研究開発を行います。

薬剤師は、医薬品医療機器等法や食品衛生法等に基づく許認可、監視指導及び検査などを行うほか、地域医療の充実強化に向けた薬局の支援等を行います。

また、薬の専門家として、県立病院で調剤・服薬指導、病棟業務などを行います。

獣医師は、公衆衛生分野では、食品衛生、生活衛生に関する監視指導、食肉検査や動物の愛護管理に関する相談などを行います。畜産分野では、家畜の伝染

病対策や衛生指導、育種改良や飼育技術に関する研究を行います。



職種 実習場所 実習生が携わる業務内容 受入月
受入
日数

受入条件等 備　　考受入所属

福祉

心理

福祉部 中央児童相談所 水戸市水府町 児童虐待対応及び児童に関する相談業務の補助 ８～９月 3
福祉専攻又は心理専攻の学
生

日立児童相談所 日立市弁天町 児童虐待対応及び児童に関する相談業務の補助 ８～９月 2
福祉専攻又は心理専攻の学
生

土浦児童相談所 土浦市下高津
児童虐待を含む児童相談に関する調査、会議、
記録整理等に関する補助業務

８～９月 3
福祉専攻又は心理専攻の学
生

　

筑西児童相談所 筑西市二木成
受理・援助方針会議及び虐待カンファレンスに
関する補助業務，児童養護施設等の見学等

８～９月 3
福祉専攻又は心理専攻の学
生

茨城学園 那珂市後台 児童自立支援施設での児童支援の補助業務 ８～９月 5
児童自立支援施設及び福祉
業務に興味のある学生

保健師

保健医療
部

健康推進課（感染症対
策課、長寿福祉課、障
害福祉課、少子化対策
課、総務事務センター
等）

水戸市笠原町（本庁舎）ほか
健康づくり、疾病対策、在宅医療、認知症対
策、感染症対策、精神保健、母子保健、職員健
康管理などに関すること

８月 5
看護系学部（科）で保健師
を目指す学生

原則、各大学等から１名程度

中央保健所 水戸市笠原町
新型コロナウイルス感染症対応補助業務、難病
更新事務補助業務等

９月 5 看護系の学生 １回の受け入れは１名まで

農業

農林水産
部

産地振興課 水戸市笠原町（本庁舎）
米・麦・大豆・そば等土地利用型作物の産地づ
くりと水田の有効活用の施策、野菜・果樹・花
き等の園芸産地づくりの施策

7月下旬～８月 3 農学系の学生

農業技術課 水戸市笠原町（本庁舎）
環境保全型農業の推進，農業技術の普及・教育
（県立農業大学校），担い手の育成・支援等に
関する補助業務

８月 5 農学系、生物学系の学生

県北農林事務所
経営・普及部門

常陸太田市山下町
（常陸太田合同庁舎内）

水稲収量調査、野菜生育調査、果樹収量調査、
花き樹液診断等に関する補助業務

９月 5
農業系の学生
（畜産を除く）

県央農林事務所
経営・普及部門

水戸市柵町
（水戸合同庁舎内）

協同農業普及事業に係る普及指導業務への同行
及び生育調査・土壌分析等補助

８～９月 5
農業系の学生
（畜産を除く）

鹿行農林事務所
経営・普及部門

鉾田市鉾田
（鉾田合同庁舎内）

農作物の生育・収穫等の調査、農業者を対象と
した講習会等の補助業務

８～９月 3
農業系の学生
（畜産を除く）

農業者と接する機会をつくるた
め、受入は８月の盆、９月の彼
岸の期間を除く。

行方地域農業改良普及
センター

行方市麻生
（行方合同庁舎内）

農作物の生育調査や病害虫診断及び防除対策指
導等、農業後継者の課題解決支援に係る補助業
務

８月 5
農業系の学生
（畜産を除く）

県南農林事務所
経営・普及部門

土浦市真鍋
（土浦合同庁舎内）

農産物生育等調査・分析・とりまとめ、農業者
支援等に関する補助業務

8/25～9/5頃 5
農業系の学生
（畜産を除く）

稲敷地域農業改良普及
センター

稲敷市江戸崎甲
（稲敷合同庁舎内）

農家への作物栽培及び経営改善指導 ８月 5
農業系の学生
（畜産を除く）

受入はお盆期間を除く

つくば地域農業改良普
及センター

つくば市谷田部
つくば地域の農業改良普及活動に係る各種現地
調査及び指導補助

８～９月 5
農業系の学生
（畜産を除く）

公共交通機関利用が困難である
ため、自家用車等の通勤とな
る。

県西農林事務所
経営・普及部門

筑西市二木成
（筑西合同庁舎内）

農業の栽培技術指導や作物生育調査に係る補助
業務

８～９月 2
農業系の学生
（畜産を除く）

結城地域農業改良普及
センター

結城郡八千代町若
農業者に対する野菜栽培技術指導、導入技術の
経営効果を検証するための調査

８～９月 4～5
農業系の学生
（畜産を除く）

坂東地域農業改良普及
センター

坂東市岩井
農業改良普及活動に関する業務（野菜・米等の
生育・収穫調査、土壌診断測定、巡回指導等に
関する補助業務）

８月下旬 5
農業系の学生
（畜産を除く）

当普及センターまで、車で無理
なく通えること。

農業総合センター
生物工学研究所

笠間市安居（野菜、果樹、花
き育種関係）
あるいは水戸市上国井町（水
稲、大豆育種関係）

普通作（水稲・大豆）、野菜（メロン・イチ
ゴ）、果樹（ナシ）、花き（コギク等）の育種
における育成系統の品種特性調査・栽培管理等

８～９月 5 農学系、生物学系の学生
・公共交通機関で来所する場合
は、予めご連絡ください。

農業総合センター
園芸研究所

笠間市安居
園芸作物（果樹・野菜・花き）の研究業務に関
する栽培管理、生育調査、土壌分析、病害虫の
観察、農産物・加工品の品質評価

８～９月 5 農学系、生物学系の学生
・公共交通機関で来所する場合
は、予めご連絡ください。

福祉職は、児童相談所等において、児童及びその家庭に関する相談や、児童の一時保護・生活指導等を行うほか、福祉相談センター等において、生活困窮

者への支援等を行います。

心理職は、児童相談所や福祉相談センター等において、児童や女性、身体・知的・精神障害等の心理学的判定を行うほか、その相談・指導を行います。

保健師は、市町村や医療機関等と連携しながら、広域的に健康課題を把握し、保健所や本庁等において、生活習慣病対策、精神保健福祉対策、難病対策、

結核・感染症対策などの幅広い業務を行うほか、災害発生時においては、市町村の被災者健康管理等に関する支援・調整を行うなど、広域的で専門性の高い

業務に従事します。

農業職は、農家の所得向上に資する農業政策の企画立案、産地の育成・振興、担い手への農地の集積・集約化、スマート農業の推進、6次産業化や輸出・

販路拡大、試験研究など、様々な仕事に幅広く携わります。



職種 実習場所 実習生が携わる業務内容 受入月
受入
日数

受入条件等 備　　考受入所属

農業総合センター
農業研究所 水戸市上国井町

水稲、麦、大豆、落花生等の圃場における生
育・収量調査、実験室における分析業務　等

９月上旬 5 農学系，生物学系の学生

・通いに自家用車（家族等によ
る送り迎え含む）を利用できる
方に限ります（公共交通機関を
利用した場合、始業時間に間に
合わないため）。
・４名同時期の受入を希望しま
す。

農業総合センター
山間特産指導所

大子町頃藤
リンゴの優良品種・系統の選定試験に関する調
査等

８～９月 5 農学系の学生

公共交通機関不便のため、自家
用車での通勤が望ましいです
(最寄り駅(JR水郡線上小川駅)
より徒歩30分程度)。

農業総合センター

農業大学校
（長岡校）

茨城町長岡（長岡校）
専攻実習（作物の栽培管理等）、授業等の補助
（普通作、露地野菜、畜産）　等

８月下旬～９
月上旬

5 農学系の学生
公共交通機関での来校は不便で
す。

農業総合センター

農業大学校
（岩井校）

坂東市岩井（岩井校）
専攻実習（作物の栽培管理等）、授業等の補助
等

９月上～中旬 5 農学系の学生
公共交通機関での来校は不便で
す。

農業土
木

農林水産
部

農村計画課 水戸市笠原町、現地
農業農村整備事業に係る企画、計画関連業務、
農地防災事業関連業務等

８～９月 5
農業土木系の学生
（3人同一日程での受入）

農地整備課 水戸市笠原町外
水田、畑の基盤整備
農村地域の環境整備
国営土地改良事業の推進　等

８月 5 農業土木系の学生

県北農林事務所
土地改良部門

常陸太田市山下町
（常陸太田合同庁舎内）

水田や畑の区画を改良するための調査、設計及
び監督等に関する補助業務

８～９月 5 農業土木系の学生

高萩土地改良事務所
高萩市春日町
（高萩合同庁舎内）

農業農村整備事業実施地区の現場業務や設計業
務等の補助業務

８～９月 5 農業土木系の学生

県央農林事務所
土地改良部門

水戸市柵町
（水戸合同庁舎内）

農業農村整備事業に関する計画調査、設計及び
工事監督等に関する補助業務

８～９月 5 農業土木系の学生

鹿行農林事務所
土地改良部門

鉾田市鉾田
（鉾田合同庁舎内）

農業農村整備計画予定地区の調査、設計施工及
び監督等に関する補助業務等

９月 5 農業土木系の学生

県南農林事務所
土地改良部門

土浦市真鍋
（土浦合同庁舎内）

農業農村整備事業（土地改良事業）に関する調
査、設計、施工及び監督等に関する補助業務

８月 5 農業土木系の学生

稲敷土地改良事務所
稲敷市江戸崎甲
（稲敷合同庁舎内）

土地改良事業に関する調査、設計施工及び監督
等に関する補助業務

８月 4 農業土木系の学生

県西農林事務所
土地改良部門

筑西市二木成
（筑西合同庁舎内）

農地の基盤整備等の事業計画策定に関する業
務、基盤整備事業実施地区における現場業務等
の補助的業務

９月 5 農業土木系の学生

境土地改良事務所 猿島郡境町松岡町 土地改良事業実施のための設計等の補助 ８～９月 5 農業土木系の学生

畜産

農林水産
部

畜産センター 石岡市根小屋
・畜産（乳用牛，飼料作物，牛受精卵移植，養
鶏，環境保全）に関する試験研究の補助

９月 5日程度

衛生対応により受入れ出来ない
場合がある
標記の実習内容で獣医師も受入
れ可

畜産センター
肉用牛研究所

常陸大宮市東野
肉用牛の飼養管理や試験研究の補助
　・飼養管理全般，牛舎清掃，
　　草地関係試験補助　等

８～９月 5
衛生対応により受入れ出来ない
場合がある

畜産センター
養豚研究所

稲敷市佐倉

・豚の飼養技術試験に関する研究補助
・試験豚の飼養管理
　給餌、除糞、豚舎清掃、衛生管理
　子豚の飼育管理

８～９月 5
衛生対応により受入れ出来ない
場合がある

農業土木職は、水田や畑の基盤づくりや、老朽化した農業水利施設の計画的な補修・更新等を行うため、農業農村整備事業の調査や計画策定、工事の計

画・監督を行います。

畜産職は、畜産の生産振興や畜産物のブランド力向上のための各種施策の立案・推進をはじめ、農家に生産技術や経営改善のための指導などを行います。また、

家畜の育種改良や飼育技術に関する研究を行います。



職種 実習場所 実習生が携わる業務内容 受入月
受入
日数

受入条件等 備　　考受入所属

林業

農林水産
部

林政課 水戸市笠原町（本庁舎）
森林クラウドシステムの運用、自然観察施設の
維持管理　等に関する補助業務

８月 5 農林学・理学系の学生

林業課 水戸市笠原町（本庁舎）
県有林・保安林の管理、治山・林道、造林の調
査　等に関する補助業務

８月 5 農林学・理学系の学生

県北農林事務所
林務部門

常陸太田市山下町
（常陸太田合同庁舎内）

間伐・植林などの森林整備の状況調査、治山ダ
ムや防潮護岸工などの治山施設の点検及び市町
村・森林所有者等への巡回指導の補助業務

８～９月 5
森林科学科ほか植物生態な
ど森林に関係する学部学科
の学生

林業技術センター 那珂市戸他
林業用の苗木生産、海岸防災林整備、キノコ栽
培技術など

９月 4 農林学、理学系の学生

水産

農林水産
部

漁政課 水戸市笠原町（本庁舎） 水産行政に関する調査，補助業務に関すること ８～９月 5 水産系の学生

水産振興課 水戸市笠原町（本庁舎）
・漁港や漁場の整備・管理に関する業務
・栽培・資源管理型漁業、養殖業に関する業務
・内水面漁業の振興に関する業務

８～９月 5
水産学系及び理学系（生物
学専攻）の学生

霞ケ浦北浦水産事務所 土浦市真鍋 霞ケ浦、北浦の水産行政に関すること ８～９月 5 水産系の学生

林業職は、治山・林道・造林などの森林の保全・整備や、林業・木材産業の振興対策を行います。また、森林・林業に関する技術の試験研究や普及・指

導などを行います。

水産職は、漁業・水産加工業の振興対策、漁港・漁場の整備などを行います。また、漁業や水産加工業に関する試験研究や普及・指導などを行いま

す。


