
実習場所 実習生が携わる業務内容
備考

（受入条件等）

総務部

総務課（私学振興室） 水戸市笠原町（本庁舎）
・私立学校への補助金に係る審査，その他書類の整理・
編綴及びデータ整理等

総務課（訟務・情報公開
室）

水戸市笠原町（本庁舎）
訴訟事務、収用委員会に関する事務、行政不服審査法に
基づく審査請求事務　等

総務課（法制Ｇ） 水戸市笠原町（本庁舎）
・宗教法人から毎会計年度に提出される書類（役員名
簿、財産目録等）の確認・整理等

・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

行政経営課 水戸市笠原町（本庁舎）
・職員の働き方改革（ＩＣＴ活用、時短、テレワークな
ど）の推進
・県庁の組織及び定数の管理

人事課 水戸市笠原町（本庁舎）
・県職員の人材確保に対する企画提案
・男性職員の育児休暇の取得促進に対する企画提案　等

財政課 水戸市笠原町（本庁舎） ・県の財政状況の広報に関する資料作成、企画提案　等

税務課 水戸市笠原町（本庁舎）
・税務基礎研修（県税の概要等）
・ふるさと納税返礼品に係る企画提案　等

市町村課 水戸市笠原町（本庁舎）

・選挙管理委員会の運営，選挙の管理執行等
・市町村の行政運営に関する助言等
・市町村の財政運営に関する助言等
・市町村の交付税，市町村債，市町村の公営企業等に関
する業務
・市町村税（個人住民税，ふるさと納税等）に関する業
務

報道・広聴課 水戸市笠原町（本庁舎）
・県民意見等データ入力作業補助
・県庁受付業務の補助等
・知事記者会見の準備等

政策企画部

政策調整課 水戸市笠原町（本庁舎） 県の重要政策に関する企画提案　等

計画推進課 水戸市笠原町（本庁舎）

・移住推進に対する企画提案
・県総合計画に対する企画提案
・民間企業等との連携に対する企画提案
・地方創生の推進に対する企画提案　等

地域振興課 水戸市笠原町（本庁舎）
・地域振興に係る企画調整等に係る
　補助業務（県北地域を除く）

交通政策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・鉄道の利用促進
・地域公共交通（バス・タクシー等）の確保、活性化
・新しいモビリティサービスの調査・研究

令和４年度県庁インターンシップ実習先一覧（事務職）

受入所属

行財政改革の推進、県税の徴収、予算編成、人事・組織管理、職員の働き方改革、県政の報道広聴など、県の各部局の業

務の円滑な運営をバックアップしているほか、市町村に対する権限移譲や行政運営への助言、知事・副知事の秘書業務や

政策情報の整理・分析等を行っています。

県の総合計画を策定し、政策の効果検証や改善を行いながら、茨城の将来像をデザインするとともに、移住の促進等に

よる地方創生の推進や、各地域の特性を活かした地域振興、交通政策、ICTの利活用やデジタルトランスフォーメーショ

ン（DX）の推進、カーボンニュートラル産業拠点創出に係るプロジェクト推進、各種統計調査、部局横断での総合調整

等に取り組んでいます。

事務職は、予算の編成・執行、施策の企画・推進、条例・規則の制定、申請に対する許認可や税の徴収、外

部機関との調整など、県行政のあらゆる分野で幅広く様々な仕事に携わるので、配属先も県組織の各部局にわ

たります。

下の表は、県組織の各部局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。

※ 実習先所属（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。



実習場所 実習生が携わる業務内容
備考

（受入条件等）
受入所属

情報システム課 水戸市笠原町（本庁舎）
・電子申請届出システムの利用件数集計
・統合型GIS及び公共施設予約システムに関するR5年度
市町村負担金額の算定

統計課 水戸市笠原町（本庁舎）
・各種統計調査結果データの表・グラフ加工、公表資料
作成の補助
・統計データに係るSNS投稿原稿作成　等

水政課 水戸市笠原町（本庁舎） 水道行政に関する企画提案　等

県北振興局 水戸市笠原町（本庁舎）
・県北地域の振興に係る政策形成
・各事業の補助業務や職務経験を含む若手職員との意見
交換　等

県民生活環
境部

生活文化課
(文化振興G、水族館魅力
向上推進室）

水戸市笠原町（本庁舎）
又は
水戸市千波町（県民文化セン
ター）
大洗町磯浜（大洗水族館）

・県民文化センターにおける催事運営に関する業務補助
・文化振興事業（県芸術祭・新人演奏会等）の事務補助
・アクアワールド大洗水族館来館者に対するアンケート
の調査、記録、集計　等

携わる業務は、記載の内い
ずれかの業務になる場合が
あります。

生活文化課
（生活G)

水戸市笠原町（本庁舎）
・消費生活情報の広報資料作成補助
・市町村からの消費者行政交付金の要望整理
・財務会計事務処理補助　等

女性活躍・県民協働課
水戸市笠原町（本庁舎）
水戸市三の丸（三の丸庁舎）

・ＮＰＯ法関連実務
・多文化共生推進事業実務
・ダイバーシティ推進センター実務　等

環境政策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・地球温暖化対策に係る広報・啓発の企画提案
・鳥獣保護管理や生物多様性の保全に係る広報・啓発の
企画提案　等

環境対策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・環境対策に係る各種届出等の事務
  補助
・環境対策に係る各種測定業務　等

資源循環推進課

廃棄物規制課

スポーツ振興課 水戸市笠原町（本庁舎） ・本県のサイクリングルートのPR業務等
サイクリングに興味がある
方が望ましい。

防災・危機
管理部

防災・危機管理課 水戸市笠原町（本庁舎）
・国民保護訓練、国土強靭化計画に関すること
・避難力強化訓練、自主防災組織の結成促進に関するこ
と　等

消防安全課 水戸市笠原町（本庁舎）
・消防体制の充実強化に関すること
・高圧ガス等保安対策の推進に関すること等

連絡先は、日中連絡の取れ
る番号を記入し、メール
は、確認後返信を忘れない
こと。

原子力安全対策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・原子力の基礎知識の普及・啓発
　に係る事務補助　等

水戸市笠原町（本庁舎）
・３Ｒに係る普及啓発等に関する業務
・廃棄物処理に係る許認可業務　等
※廃棄物処理に係る現地調査等を含む可能性有り。

地球温暖化対策、湖沼等の自然環境保全、廃棄物対策など持続可能な社会づくりのほか、文化・スポーツによる地域の活

性化、ダイバーシティの推進など安心安全で快適な生活環境づくりに取り組んでいます。

県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、自衛隊や警察、市町村などと連携して、地震、津波、風水害、原子力災

害等の防災対策や危機管理の総合調整、消防力の強化、危険物等の保安・規制等に取り組んでいます。



実習場所 実習生が携わる業務内容
備考

（受入条件等）
受入所属

保健医療部

保健政策課 水戸市笠原町（本庁舎）
○以下の事務に係る説明、資料作成等
・県立医療大学に関連する事務
・保健所、衛生研究所に関連する事務

医療政策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・地域ごとの医療提供体制の検討
・医療法人の許認可等
・保存文書の整理など基本的な総務事務

新型コロナウイルス感染症
の拡大状況によっては受入
できない可能性がありま
す。

医療人材課 水戸市笠原町（本庁舎）
・医師確保に関すること（情報発信等）
・看護師の確保・養成に関すること

福祉部

福祉政策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・地域福祉施策に関する事務補助
・介護人材確保対策に関する事務補助
・人権施策に関する事務補助

長寿福祉課 水戸市笠原町（本庁舎）

・認知症対策の推進
・シルバーリハビリ体操の推進等
・老人福祉施設等の整備等
・地域包括ケアシステムの推進等
・介護保険制度、介護サービス事業者に対する指導等

障害福祉課
・水戸市笠原町（本庁舎）
・阿見町阿見（県立医療大学）

・事故等により脳に損傷を受けた方を支援する業務（高
次脳機能障害支援センター）
・障害福祉サービス事業所の指定
・自殺対策に関する業務　等

少子化対策課 水戸市笠原町（本庁舎） ・少子化対策、結婚支援、母子保健に対する企画提案

子ども未来課 水戸市笠原町（本庁舎）
・保育所、認定こども園、私立幼稚園に関する施策に対
する企画提案

青少年家庭課 水戸市笠原町（本庁舎）
青少年健全育成、ひとり親家庭支援、児童虐待防止対策
等に関する業務

営業戦略部

営業企画課

プロモーションチーム

グローバルビジネス支
援チーム

農産物輸出促進チーム

国際渉外チーム

観光物産課 水戸市笠原町（本庁舎）
・県観光施設への誘客の取組
・食や土産品の企画開発
・新たな旅のスタイルの企画検討 等

国際観光課 水戸市笠原町（本庁舎）
・インバウンド誘客促進のための企画提案
・外国人観光客の受入環境整備のための県内観光事業者
等への支援　等

販売流通課 水戸市笠原町（本庁舎）
・農林水産物のブランド化，販売促進
・農林水産物に関する情報発信　等

水戸市笠原町（本庁舎）

水戸市笠原町（本庁舎）

・県広報紙「ひばり」、ラジオ放送の
　原稿（台本）校正
・県HPやSNSなどを活用した情報発信
・プレスリリースの検討
・「いばキラTV」の動画アップやチェック　　等

・県産品の輸出促進や対日投資促進に向けた企画提案
・国際交流の推進に向けた企画提案
・農産物の輸出に取り組む農業者及び産地の掘り起こ
し、輸出に向けた協議　等

県民が安心して健やかに暮らせるよう、健康づくりや食の安全確保、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとした疾病

対策、医療人材の確保や医療提供体制の整備等による地域医療の充実に取り組んでいます。

企業等の海外展開支援、観光振興、農林水産物をはじめとする県産品の販路拡大、茨城空港の就航対策や利用促進などの

施策の推進、戦略的なプロモーションに取り組み、「茨城」の魅力を国内外に売り込んでいます。

県民一人ひとりが、ともに支え合い助け合い、安心して暮らせるよう、生活困窮者支援、高齢者・障害者福祉施策、次代

を担う子どもを安心して産み育てることができる環境整備等に取り組んでまいります。



実習場所 実習生が携わる業務内容
備考

（受入条件等）
受入所属

空港対策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・利用促進業務サポート
（旅行プラン企画立案等）
・現場実習（茨城空港）　等

県産品販売促進チーム
東京都千代田区
（都道府県会館）
東京都大田区（大田市場）

・若手職員との交流
・市場における流通状況調査補助
・県産品PRイベント開催準備　等

PR・誘致チーム
東京都千代田区
（都道府県会館）

・若手職員との交流
・県PRディスプレイの企画提案
・アンテナショップの運営補助　等

行政課
東京都千代田区
（都道府県会館）

・若手職員との交流
・県PRディスプレイの企画提案
・県人会関係業務　等

産業戦略部

産業政策課 水戸市笠原町（本庁舎）
・ｅスポーツ体験会の視察、ｅスポーツ推進事業に関す
る企画提案等

中小企業課 水戸市笠原町（本庁舎）

地域商業の活性化の推進
　・地域の特性を活かした創意・工夫
　　のある商店街活性化の取組
　・大規模小売店舗の立地に伴う
　　周辺地域の生活環境の保持
　　　　　　　　　　　　　　　など

労働政策課
水戸市笠原町（本庁舎）
水戸市三の丸（就職支援セン
ター）

・UIJターン事業の一環として民間企業社員との意見交
換
・「働き方改革」など労働行政への理解、事務補助等

就職支援センター等 所管
施設での実習も予定

技術革新課 水戸市笠原町（本庁舎）
・地場産業の振興・育成支援
・中小企業の技術支援・販路拡大支援　等

科学技術振興課
水戸市笠原町（本庁舎）及び現
地視察

・科学技術振興に係る業務
（Society5.0社会実装推進事業、つくばスマートシ
ティ、宇宙ビジネス創造拠点プロジェクト、中性子ビー
ムライン、いばらき量子ビーム研究センター　イノベー
ションアワード等）

農林水産部

農業政策課 水戸市笠原町（本庁舎） ・儲かる農業の取組推進に係る企画提案　等

農業経営課
水戸市笠原町
（本庁舎又は現地）

・企業の農業参入支援
・農業経営基盤の強化（補助金業務、農地集積の支援策
等）
・農業関係団体の台帳整理  等

土木部

監理課 水戸市笠原町（本庁舎） ・土木部の予算、入札制度に係る補助業務

用地課 水戸市笠原町（本庁舎）
・公共事業用地の取得等に伴う損失補償
・土地収用法の手続き　等

県内企業の経営基盤の強化、地域産業の活性化等を通じた商工業の振興に取り組んでいるほか、若者や女性などの就職

支援や職業訓練を通しての人材育成、労働環境の整備促進に取り組んでいます。また、高度なものづくり産業や科学技

術の集積を生かし、研究開発の推進、新技術・新製品開発、宇宙をはじめとした成長分野への進出支援、新ビジネス創

出、ベンチャー企業の創業・育成等に取り組んでいます。

農家の所得向上に向け、農地の集積・集約化やスマート農業の推進、ブランド化や6次産業化による付加価値の向上、未

来を支える人材の育成・確保のほか、林業経営の自立促進と木材需要の拡大、漁業経営の安定化やつくり育て管理する

漁業等に取り組んでいます。また、魅力ある農業農村となるよう、水田や畑の基盤整備や農村環境の整備等に取り組ん

でいます。

災害に強く安心して暮らせる社会の実現に向け、道路・河川・港湾・公園・下水道の整備・維持管理のほか、都市計画の策定や区画

整理、公営住宅等の整備や建築物の耐震化、公共用地の取得、建設技術の指導・管理、建設業の支援など、県土発展の基盤づくりに

取り組んでいます。



実習場所 実習生が携わる業務内容
備考

（受入条件等）
受入所属

会計事務局

会計管理課 水戸市笠原町（本庁舎）
・公金支出の審査業務
・物品調達に係る競争入札業務　等

人事委員会
事務局

人事委員会事務局 水戸市笠原町（本庁舎）
・県職員採用試験応募者の確保に対する企画提案
・民間給与統計の整理

教育庁

総務課 水戸市笠原町（本庁舎）
・教育関連施設の取材および記事作成
・教育庁定例記者会見見学　等

総務課福利厚生室 水戸市笠原町（本庁舎）
・年金等各種データ整理
・講習会アンケート集計　等

財務課 水戸市笠原町（本庁舎）
・県立学校現地調査（学校運営費関連）
・市町村立学校現地視察（工事関連）
・課庶務業務

業務内容に興味が有ること
が望ましい

文化課
（公財）県教育財団

茨城県埋蔵文化財センター
　「いせきぴあ茨城」
　　東茨城郡城里町北方

・「いせきぴあ茨城」内での展示準備及び解説業務
・発掘調査で出土した埋蔵文化財の整理作業業務(土器
接合・貝分類等)

公共交通機関不便のため、
自家用車での通勤が望まし
い

義務教育課 水戸市笠原町（本庁舎） ・一般事務（データ入力、書類整理）　等

保健体育課 水戸市笠原町（本庁舎）
・各種データ整理、入力、分析業務
・工事関係業務補助　等
・研修等準備業務

近代美術館天心記念五浦
分館

北茨城市大津町椿
・資料及び文書整理、アンケート集計、チラシ作成、来
館者受付及び案内、展示室監視業務補助等

・希望する学生から、事務
業務か学芸業務なのか、体
験職種の事前確認を必要と
する。

県立図書館 水戸市三の丸

･カウンター業務
･資料装備業務
･書架整理業務
･資料搬送業務

県陶芸美術館 笠間市笠間
・展示解説員業務体験
・企画展監視業務体験　等

・陶芸作品に興味がある

水戸生涯学習センター
水戸市三の丸
（三の丸庁舎３階）

・講座資料印刷、製本事務
・生涯学習県連講座の企画提案
・一般事務業務　当

鹿行生涯学習センター 行方市宇崎 ・施設運営に関する事務処理補助業務等

さしま少年自然の家 猿島郡境町伏木
・利用団体対応
・創作活動（クラフト）の準備、補助、片付け　等
・野外炊飯の準備、補助、片付け　等

現金の出納・保管，支出の審査、会計システムの管理、会計事務の企画・指導・検査、必要な物品の調達などの業務を

通じ、適正な財務会計事務の遂行に取り組んでいます。

中立的な人事機関である人事委員会の事務局として、人事・給与関係規則の制定改廃、職員採用試験、民間給与の実態調

査、県職員の給与等に関する勧告などの業務を行っています。

茨城の未来を担う子どもたちを育むため、様々な教育施策を行い、確かな学力や豊かな心、健やかな体の育成に取り組

んでいます。また，県民が生涯にわたって、学習や文化芸術に親しめる機会を提供するとともに、スポーツの競技力の

向上などにも取り組んでいます。



実習場所 実習生が携わる業務内容
備考

（受入条件等）
受入所属

歴史館 水戸市緑町
・古文書等の資料の取り扱い方法
・集客に関する企画提案　等

学芸員資格希望者又は教職
資格希望者

教育庁総務課
（笠松運動公園）

笠松運動公園管理事務所
ひたちなか市佐和

・施設利用者対応業務
・施設整備業務
・主催事業補助業務

公益財団法人
茨城県教育財団

那珂市下大賀字静賀1945ほか
・遺跡の発掘調査の実務
・出土遺物の整理作業（報告書作成）の実務

・考古学又はこれに類する
学科（歴史学・文化財学
等）
・実習場所である遺跡は、
水郡線「静駅」下車、徒歩
10分程度。自家用車が望ま
しい。

警察本部

茨城県警察本部
（警察事務）

水戸市笠原町（県警本部庁舎）  遺失拾得業務の実習等
県庁で一日実施、翌日に警
察本部で実施

県民が安全で安心して暮らせる地域社会を確立するため、犯罪の予防・捜査、少年非行防止、交通の指導・取締り等を

行っています。そのよう中で、警察事務は、予算の編成・執行、施策の企画・推進、条例・規則の制定、警察専用シス

テムの開発、運転免許に関する業務や鑑識業務などに携わります。


