
令和元年度埼玉県庁インターンシップ受入課所業務内容一覧表 様式2

番号 部局名 課所名 業務内容の特徴・ＰＲ 受入担当名 受入人数 学部系統
望ましい
学科系列

受入始期 受入終期 実習期間 実習内容 担当者 所在地 アクセス 備考

1 総務部 人事課

　人事課では、職員の任免、給与、服務その他勤務条件、
職員の人材開発、褒章及び表彰に関することなどを所管し
ています。
　インターンシップに参加される皆さんには、イベントの運営
準備や業務補助などを行っていただく予定です。埼玉県庁
でどのような仕事を行っているのか、現場で見て体験できる
絶好の機会です。
　埼玉県庁で働く職員を様々な側面からサポートする「縁の
下の力持ち」。そんな人事課の仕事を経験してみませんか。

・調整担当（総務
経理）
・栄典担当
・管理担当
・給与担当
・人事管理担当
・人事制度担当

3 問わず 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)調整担当（総務経理）：総務部や人事課の総務事務に関
すること
(2)栄典担当：叙位・叙勲・褒章に関すること
(3)管理担当：職員の服務に関すること
(4)給与担当：職員の給与に関すること
(5)人事管理担当：職員の採用・人材開発や人事に関するこ
と
(6)人事制度担当：会計年度任用職員制度に関すること

人事管理担当
主事・髙橋
TEＬ：048-830-2428

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

2 総務部 管財課

　 管財課では、公有財産の適切な管理と効率的な運営を図
るため、公有財産の総合調整事務、統轄業務、庁舎内の秩
序の維持業務などを行っています。
　 このため、本庁舎、議事堂、各地域機関の庁舎等の必要
な改修工事を実施するとともに、自家用電気工作物の保安
検査や清掃、警備などを実施し、県有財産の総合的管理を
行っています。また、ファシリティマネジメントの推進にも取り
組み、県有施設の長寿命化とコスト縮減、施設のスリム化、
未利用資産の売却などを行っています。

・総務・庁舎管理
担当
・財産管理担当
・ファシリティマネ
ジメント担当
・営繕担当
・設備担当
・電気施設担当

3
文系１
理系２

文系全般
１
建築系１
機械又は
電気系１

8月中旬 9月中旬 3日間

次の専門・人数に応じた担当及び業務について実習してい
ただく予定です。
１　事務１名
　　総務・庁舎管理担当、財産管理担当
　・県庁舎管理、財産管理システム運用、県有財産の売却
業務補助等
２　建築１名
　　ファシリティマネジメント担当、営繕担当
　・施設ごとの長期保全計画策定のための調査補助、県有
施設修繕補助等
３　機械又は電気１名
　　設備担当、電気施設担当
　・県庁舎等の機械、電気施設の検査補助等

総務・庁舎管理、財産
管理、ファシリティマネ
ジメント担当
副課長　大竹
TEL:048(830)2581

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

3 総務部 統計課

　統計課は統計調査・分析を行っている課です。
　毎月公表している県人口の集計、労働力調査、家計調
査、国勢調査などの統計を担当しているほか、産業連関表
作成、県民経済計算、景気動向指数作成などの経済分析を
行っています。
　また、小・中学生を主な対象者とした統計グラフコンクール
を毎年開催するなど、統計の普及・啓発を目的とした事業も
行っています。

・企画指導担当
・統計資料担当
・人口統計担当
・商工統計担当
・消費統計担当
・労働学事担当
・経済分析担当

1 問わず 8月下旬 9月上旬 5日間

・各種統計調査の事務補助
・統計データ、ツールを利用した分析業務
・統計グラフコンクールの準備
・会議・研修会の開催補助　　など

企画指導担当
主査・嶺
TEL：048-830-2305

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

4
企画財政
部

財政課

　埼玉県は、スイスに匹敵する７３０万の人口を有し、平均
年齢、生産年齢人口割合とも全国屈指の若い県です。多種
多様な産業が集積し、約２１兆円の名目ＧＤＰはチェコや
ニュージーランドと肩を並べ、圏央道をはじめとする利便性
の高い交通網や災害リスクの低さという大きな魅力も有して
います。
　 このような魅力を存分に生かし、よりよいまちをつくるた
め、埼玉県では一般会計で約２兆円の予算を編成し、様々
な事業を行っています。財政課はこの予算編成事務を担う
部署です。
　インターンシップに参加されるみなさんには、資金調達や
決算関連の業務補助などを行っていただく予定です。自治
体における財政事務全般を実際に現場で見て体験できる絶
好の機会です。
　埼玉県の未来をつくる「縁の下の力持ち」、そんな財政課
の業務をあなたも経験してみませんか？

・調査条例担当
・民間資金担当

4 問わず

調査条例担当
8月1日（木）

民間資金担当
8月8日（木）

調査条例担当
8月7日（水）

民間資金担当
8月15日（木）

5日間

次のいずれかの担当において、実習していただく予定です。
(1)調査条例担当（２名）
①埼玉県の概況に関するレクチャー受講
②財政状況の分析
③財政状況に関する資料作成
④若手職員との交流
(2)民間資金担当（２名）
①埼玉県の概況に関するレクチャー受講
②銀行、証券会社等の金融機関との打ち合わせ同席
③財政状況や資金調達に関する資料作成
④若手職員との交流

調査条例担当
主査・北村
TEＬ：048-830-2166
民間資金担当
主査・岡登
TEＬ：048-830-2178

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

5
企画財政
部

改革推進課

埼玉県庁全体の行財政改革を推進する課として、主に次の
ような事業を行っています。
１．埼玉県の行財政改革に関する基本方針の進行管理・企
画立案
２．職員の意識改革に関する企画立案
３．AI等新技術の推進に関する企画立案
４．職員定数や組織の見直し
５．官民連携事業の推進
６．指定管理者制度の導入及び運用

AI,RPAを活用した業務の自動化の推進、県庁版働き方改
革（サテライト勤務、組織の活性化など）の最前線の取り組
みが学べます。また、民間企業と県との官民連携について、
具体的な取組について学び、経験できます。

・官民連携・行政
　改革担当
・AI推進担当
・行政管理担当

1 問わず 8月5日(月) 8月9日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)官民連携・行財政改革担当：職員の意識改革、官民連携
に関すること
(2)AI推進担当：AI等新技術の推進に関すること
(3)行政管理担当：組織・定数・出資法人・指定管理者に関す
ること

官民連携・行政改革担
当　主査・堤
TEL:048-830-2147

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分



令和元年度埼玉県庁インターンシップ受入課所業務内容一覧表 様式2

番号 部局名 課所名 業務内容の特徴・ＰＲ 受入担当名 受入人数 学部系統
望ましい
学科系列

受入始期 受入終期 実習期間 実習内容 担当者 所在地 アクセス 備考

6
企画財政
部

情報システム課

情報システム課は、ICTを活用した県民サービスの向上・業
務の効率化に取り組むとともに、市町村と連携した電子自
治体の構築や地域情報化の推進を行うなど、埼玉県全体
の高度情報化の推進を担っています。
また、情報化を支える庁内ネットワークの整備や運用管理、
情報セキュリティ対策、さらにICT人材の育成などを行ってい
ます。
※なお、当課ではプログラミングのような業務は行っており
ません。あらかじめご承知おきください。

・企画・セキュリ
　ティ担当
・業務効率化推
　進担当
・県民サービス・
　システム共同化
　担当
・住基ネット・マイ
　ナンバー担当

1 問わず 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

次の担当において実習していただく予定です。
（１）企画・セキュリティ担当：情報通信技術の企画・調整、セ
キュリティに関すること
（２）業務効率化推進担当：給与関連システムや県庁LANの
運用管理に関すること
（３）県民サービス・システム共同化担当：県民サービスプ
ラットフォーム、情報システムの共同化に関すること
（４）住基ネット・マイナンバー担当：住民基本台帳ネットワー
ク、マイナンバーに関すること

総務・セキュリティ担当
主査・加藤
048-830-2272

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第2庁舎10階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

7
企画財政
部

地域政策課

　地域政策課では、市町村への権限移譲、地域づくりの推
進、市町村に対する財政的支援、広域行政や自主的な市町
村合併の支援、大都市制度に関する取組、市町村の行うま
ちづくりの相談などを行っています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、当課の業務
内容を学んでもらうとともに、業務に関連した資料作成を予
定しています。また、デスクワークだけでなく、現場へ出向く
機会を提供したいと考えています。

・総務・自治連携
　担当
・地域振興担当

①②各1
問わず

①8月26日(月)
②9月2日(月)

①8月30日(金)
②9月6日(金)

5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・自治連携担当
　　・権限移譲、広域行政について
(2)地域振興担当
　　・地域振興施策について
　　・ふるさと創造資金について

地域政策課
主査・高橋
TEＬ：048-830-2761

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

8
企画財政
部

土地水政策課

　土地水政策課では、県土の計画的かつ適切な利用を進め
るため、地籍調査事業、国土利用計画等管理運営事業、見
沼田圃保全・活用・創造事業等を行っています。また、安定
した水資源確保のため、利根川・荒川水系の水資源開発施
設の建設を促進するとともに、水源地域との交流や相互理
解深めるための水源地域対策事業等を行っています。
　インターンシップに参加される皆様には、見沼田圃の管理
業務や地価動向調査等の業務を通じて埼玉県の土地や水
政策への関心を高めてもらう絶好の機会です。

・総務・国土調査
担当
・土地政策担当
・見沼田圃・三富
地域担当
・水計画調整担
当
・水源地域対策
担当

1 問わず 9月9日(月) 9月11日(水) 3日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)土地政策、水政策全般に関すること
(2)土地政策担当：地価調査に関すること
(3)見沼田圃・三富地域担当：見沼田圃管理業務に関するこ
と
(4)水計画調整担当：浄水場など水処理施設視察等に関す
ること

総務・国土調査担当
主査・藤﨑
TEＬ：048-830-2185

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約21分

9
県民生活
部

広聴広報課

　広聴広報課では、「県民ニーズを的確に把握し県政に反
映させる広聴活動」と「政策と魅力を県民に伝える広報活
動」に取り組んでいます。
　インターンシップに参加されるみなさんには、広報紙、テレ
ビ、ラジオ、ウェブ等による広報活動の補助等を行っていた
だく予定です。
　埼玉県がどのように情報を発信しているのか、現場で体験
できる絶好の機会ですので、広聴広報課の仕事を経験して
みませんか。

・広報紙担当
・テレビ、ラジオ担
当
・ウェブ担当
・広報デザイン担
当
・魅力発信担当

4 問わず 9月6日(金) 9月12日(木) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
（１）広報紙担当：広報刊行物の発行に関すること
（２）テレビ、ラジオ担当：テレビ、ラジオによる広報に関する
こと
（３）ウェブ担当：インターネットによる広報に関すること
（４）広報デザイン担当：広報デザイン向上に関すること
（５）魅力発信担当：県の魅力発信に関すること

企画調整担当
主幹・神藤
TEＬ：048-830-2864

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎１階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

10
県民生活
部

共助社会づくり課

　共助社会づくり課では、共助社会づくりに関する施策の総
合的企画及び調整に関すること、ＮＰＯ活動及びコミュニティ
活動の促進に関することなどを所管しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、現在活躍中
のNPO法人等への訪問や、イベントの運営補助を行ってい
ただきます。

・NPO認証担当
・担い手支援担当

2 問わず 9月9日(月) 9月13日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
（１）NPO認証担当
　・ＮＰＯ法人の認証認定事務について
（２）担い手支援担当
　・ＮＰＯ法人等への支援及び地域活動視察について
　・アクティブシニアの社会参加支援事業及び地域デビュー
に関する事務について

NPO認証担当（総務）
主査・菅谷
TEL：048-830-2818

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第三庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

11
県民生活
部

人権推進課

平成１４年３月に策定した「埼玉県人権施策推進指針」に基
づき、「全ての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生き
る社会」の実現をめざして、様々な人権施策を総合的・計画
的に進めているます。

・企画・総務担当
・調整担当

1 問わず 8月20日(火) 8月24日(土) 5日間

企画・総務担当
・ヒューマンフェスタ２０１９in朝霞【８月２４日（土）朝霞市民
会館】の準備作業
・ヒューマンフェスタ２０１９in朝霞の当日の業務手伝い

調整担当
・企業人権担当者研修会の準備作業

企画・総務担当
主事　和泉
０４８－８３０－２２５５

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

実習地はさい
たま市及び朝
霞市
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12
県民生活
部

文化振興課

　文化振興課では、個性ある地域文化の振興を図るため、
県民の芸術文化に親しめる機会の提供、県民の自主的な
文化活動への助成、地域資源を活用した文化事業の実施、
文化活動への後援、知事賞の交付などを行っています。
　文化芸術は、心豊かな社会を築くために大きな役割を果
たします。文化芸術を振興する当課の業務は、やりがいを
感じることのできる仕事です。

・総務・財団担当
・文化振興担当
・文化創造・発信
担当

1 問わず 7月24日(水) 7月29日(月) 5日間

　実習では、埼玉県の文化芸術振興に係る様々な業務に携
わっていただきます。特に、実習期間中の７月２８日（日）に
熊谷市にある「さくらめいと」で開催する「さいたま童謡コン
サート」があります。このコンサートは、童謡のふるさと埼玉
をPRする大きなコンサートで、担当職員の下、業務を担当し
てもらいます。業務は、コンサート当日だけでなく準備作業
や終了後の事務作業まで関わってもらう予定です。
　そのほか、埼玉県の文化情報発信や助成事業の業務な
ど、経験してもらいます。

総務・財団担当
主任・小泉
TEL：048-830-2875

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第３庁舎１階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

実習地はさい
たま市及び熊
谷市

13
県民生活
部

青少年課

　青少年課では、青少年施策の総合的かつ計画的な推進を
図るため、青少年健全育成条例に基づき、「埼玉県青少年
健全育成・支援プラン」を策定するとともに、各種事業を実
施しています。
　具体的な事業としては、インターネットの適正利用の推
進、非行防止夜間パトロールの展開や立ち直り支援、若者
の自立への支援、いじめ問題への取り組み、小学生対象の
職業体験教室「見えないチカラを伸ばし夢をつかむリアル体
験教室」の開催などを行っています。

・健全育成支援
担当

2 問わず
①7月31日（水）

②8月19日（月）

①8月13日（火）

②8月30日（金）

①9日間

②10日間

　　当課で実施している「見えないチカラを伸ばし夢をつかむ
リアル体験教室」に従事していただく予定です。この事業
は、小学生４～６年生を対象とした職業体験教室です。
【業務内容】
　・講師との打ち合わせ
　・事前の準備
　・教室開催時の運営
　　（準備、受付、講師の補助、片付けなど）
　・事後のアンケート集計　　　など

※　参加する小学生の保護者への対応もあります。
※　期間中、県内への出張が複数回あり、
　交通費は自己負担となります。

健全育成支援担当
主査・田中智子
TEL:048-830-2357

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁　衛生会館３
階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

①、②の各期
間で各１名ずつ

14
県民生活
部

スポーツ振興課

スポーツ振興課では、本県スポーツ推進の基本となる「埼玉
県スポーツ推進計画」に基づき、スポーツの振興に取り組ん
でいます。
主な事業として、さいたま国際マラソン、埼玉県駅伝競走大
会、秩父宮杯自転車道路競走大会の開催、東京２０２０オリ
ンピックに向けた選手の発掘・育成・強化のほか、総合型地
域スポーツクラブの育成や県民総合体育大会の開催などを
行っています。

・総務・施設担当
・競技スポーツ担
当
・スポーツ普及担
当

1 問わず 9月18日(水) 9月24日(火) 4日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・施設担当：スポーツ振興課の業務全般に関するこ
と
(2)競技スポーツ担当：競技スポーツに関すること
(3)スポーツ普及担当：スポーツイベントに関すること

総務・施設担当
主事・赤岩
TEL：048-830-6945

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

15
県民生活
部

オリンピック・パラ
リンピック課

　埼玉県では東京2020オリンピック競技大会において、オリ
ンピック４競技（バスケットボール、サッカー、ゴルフ、射撃）、
パラリンピック１競技（射撃）が開催されます。
　いよいよ1年後に迫った大会の成功に向けて、当課では、
県民の気運醸成や都市ボランティアの運営準備、大会事前
キャンプの誘致などを行っています。
　世界的なイベント開催に向けた本県の取組を是非体感し
てください。

・総務・企画担当
・ボランティア担
当
・気運醸成担当
・キャンプ・宿泊
担当

1 問わず 8月22日(木) 8月30日(金) 8日間

次の担当において、大会に向けた業務を実習していただく
予定です。（出張の可能性があります。）
(1)総務・企画担当：県内会場、輸送、警備に関すること
(2)ボランティア担当：都市ボランティアに関すること
(3)気運醸成担当：気運醸成に関すること
(4)キャンプ・宿泊担当：選手の事前トレーニングキャンプや
ホストタウンの取組、宿泊対策に関すること

総務・企画担当
主査・中川
TEL：048-830-2885

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

※土曜又は日
曜に実習の可
能性あり。

16
県民生活
部

男女共同参画推
進センター

男女共同参画社会づくりの総合的な拠点施設です。（愛称：
With You さいたま）
　男女共同参画に関する図書や資料を提供する情報ライブ
ラリーの運営や様々な悩みに関する相談事業を行っていま
す。
　また、男女共同参画の課題解決に役立つ講座やイベント
を開催するとともに、男女共同参画社会づくりに取り組む団
体・グループの活動やネットワークづくりを応援しています。
　私たちは、男女という枠にとらわれず、一人ひとりが自分
にあったライフスタイルを選択できる社会を目指していま
す。

・管理担当
・事業担当

2 問わず 8月23日(金) 9月6日(金) 5日間

今回の実習では、主に男女共同参画推進に関する講演会
の開催準備、資料作成、来所者対応等講演会当日のアシ
スタント、報告書作成などの仕事をしていただきます。
　また、情報ライブラリーで企画関連図書のピックアップから
コーナー設置の補助を行うなど講演会開催に関わる一連の
業務を体験していただくことが可能です。
　男女共同参画の視点を養うこともでき、これからの就業に
向けて大いに参考になるプログラムとなっています。

管理担当
担当課長･井上
TEＬ：048-601-3111

〒330-0081
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-2
ホテルブリランテ武蔵
野３階

・ＪＲさいたま新都心駅
から徒歩約5分
・ＪＲ北与野駅から徒歩
約6分

17 環境部 環境政策課

　埼玉県環境部には、県民の安心安全なくらしを支えるた
め、化学の知識と感性を駆使する化学職の職員が多数働
いています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、環境部の化
学職の様々な仕事を広く行っていただきます。
　部内各課横断的に実施するインターンシップは昨年から
の新しい取組で、広い視野を養っていただく大変良い機会
です。

・計画推進担当 8 理系 8月26日(月) 8月30日(金) 5日間

・埼玉の環境施策について
・環境部全体の化学職の仕事の理解
・環境管理事務所での現場への立入業務
・水質事故の図上訓練
・環境科学国際センターの環境学習について

計画推進担当
主任・加藤
TEL-048-830-3019

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第３本庁舎３
階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分
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18 環境部 温暖化対策課

　地球温暖化の状況や埼玉県の温暖化対策事業について
学んでいただきます。
　その上で、排出量取引対象企業への訪問調査、省エネや
省CO2の取組についての啓発資料作成の補助や調査資料
の集計の補助などを行っていただきます。
　また、さいたま市で行われる「さいたまエコフェスタ」（８月３
日（土））及び熊谷市で行われる打ち水のイベント（８月１０日
（土））の運営をお手伝いいただく予定です。
　インターンシップ終了後は、ぜひ、自分の学校や友人、家
族の方に省エネ・省ＣＯ２の取組を広げてください。

・総務・エコライフ
推進担当
・埼玉ナビゲー
ション担当
・計画制度・排出
量取引担当

1 問わず
理系の場
合は化学
系

8月1日(木) 8月10日(土) 8日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・エコライフ推進担当：課の総務及び温暖化防止対
策の普及啓発に関すること
(2)埼玉ナビゲーション担当：温暖化対策の企画調整に関す
ること
(3)計画制度、排出量取引担当：地球温暖化対策計画、排出
量取引制度に関すること

総務・エコライフ推進担
当
主幹・鈴木
TEＬ：048-830-3038

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第３庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

・期間中の土曜
日も実習となり
ます。
・実習地は、県
庁のほか環境
科学国際セン
ター（加須市）、
浦和駅周辺（屋
内）、熊谷市内
（屋外）等があ
ります。

19 環境部 水環境課

　水環境課では、県土面積の約５％を占める水辺空間を生
かす「川の再生」に取り組んでおり、河川の汚濁原因である
生活排水対策や各種普及啓発を進めています。
　特に、夏場は、川の再生活動に取り組む「川の国応援団」
のイベントが目白押しです。インターンシップに参加されるみ
なさんには、こうしたイベントのお手伝いや活動資機材の提
供・貸出しや情報発信の支援などのお手伝いを行っていた
だきたいと思います。

・浄化槽・川の国
応援団担当

1～2 問わず 7月下旬 8月中旬 5～7日間
次の担当において、実習していただく予定です。
(1)浄化槽・川の国応援団担当：浄化槽法の施行に関するこ
と、川の国応援団に関すること

浄化槽・川の国応援団
担当
主査・家田
主任・宮寺
TEＬ：048-830-3088

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第３庁舎１階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

20 環境部 みどり自然課

　みどり自然課は、埼玉のみどりを守り育てるため、「彩の
国みどりの基金」を活用し、森林の保全整備や身近な緑の
保全創出を県民参加により積極的に進めるほか、「さいたま
緑のトラスト基金」を活用し、トラスト保全地の取得や保全に
取り組んでいます。
　また、野生生物の保護管理事業、特定外来生物の防除、
希少野生動植物の保護などを進めるとともに、県民参加に
よる生物多様性保全のための取組を行っています。
　さらには、県内の自然の風景地を自然公園に指定し、保
全管理するとともに県民の自然に対する理解を深め、自然
保護の普及啓発を図るための施設を管理運営しています。

・みどりの基金・
県民運動担当
・みどり創出担当
・みどり復活・保
全担当
・自然ふれあい担
当

1 問わず 8月26日(月) 8月30日(金) うち3日間

(1)みどりの基金・県民運動担当：みどりの基金を活用した事
業事務及び総務事務の補助
(2)みどり創出担当、みどり復活・保全担当：身近な緑の保全
及び創出事務の補助
(3)自然ふれあい担当：自然ふれあい施設の管理事務の補
助
・現地調査

※　実習内容は、受入時期等を踏まえた上で最終決定しま
すので、変更することがあります。

みどりの基金・県民運
動担当
主査・近藤
TEＬ：048-830-3140

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県第三庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

21 環境部 秩父環境管理事務所

　秩父環境管理事務所では、秩父地域の自然環境の保全
や活用、生活環境の向上を図るための業務などを行ってい
ます。
　インターンシップに参加される方には、イベントの運営準備
や業務補助を行っていただく予定です。地域の環境を守る
ため県がどのような仕事を行っているのか、現場で見て体
験できる絶好の機会です。
　自然環境の豊かな秩父地域。その環境を守り育てる秩父
環境管理事務所の仕事を体験してみませんか。

・企画調整・自然
公園担当
・生活環境担当

1 問わず 8月1日(木) 8月7日(水) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)企画調整・自然公園担当：埼玉県立自然公園条例に関す
ること。国民休養地に関すること等。
(2)生活環境担当：廃棄物処理法に関すること。浄化槽法に
関すること等。

副所長・佐川
TEL：0494-23-1511

〒368-0042
埼玉県秩父市東町29-
20
秩父地方庁舎２階

・秩父鉄道御花畑駅か
ら徒歩約4分
・西武鉄道西武秩父駅
から徒歩約10分

22 環境部 環境科学国際センター

大気汚染、水質汚濁、土壌・地下水汚染、廃棄物、有害化
学物質対策に加え、今日的な課題である気候変動や生物
多様性保全に関する研究を行っている公設研究機関です。
研究所に加え、展示館、ビオトープなどもあり環境学習にも
取組んでいます。
大気環境担当では、様々な大気汚染の調査・研究を行って
おり、特にPM2.5の研究は、全国の公設の環境研究所の中
でもトップクラスです。

大気環境担当① 1～2 理系
環境系
化学系

8月1日(木) 8月9日(金) うち5～7日間

研究員が行う大気汚染に関する調査（屋外での大気サンプ
リングや実験室での化学分析など）や、期間中に行われる
研究所公開の補助をしていただく予定です。環境調査や環
境分析の現場を体験することができます。また、環境問題に
ついて県民にどのように伝えたらよいか、研究員と議論して
考えを深めたり、アイディアを提案していただいたりする時
間も設けます。

総務・学習・情報担当
担当部長・田口
TEＬ：0480-73-8331

研究企画室
室長・嶋田
TEＬ：0480-73-8365

〒347-0115
埼玉県加須市上種足
914

JR鴻巣駅からバスで約
20分

23 環境部 環境科学国際センター

大気汚染、水質汚濁、土壌・地下水汚染、廃棄物、有害化
学物質対策に加え、今日的な課題である気候変動や生物
多様性保全に関する研究を行っている公設研究機関です。
研究所に加え、展示館、ビオトープなどもあり環境学習にも
取組んでいます。
大気環境担当では、様々な大気汚染の調査・研究を行って
おり、特にPM2.5の研究は、全国の公設の環境研究所の中
でもトップクラスです。

大気環境担当② 1 理系
環境化学
分析化学

8月19日(月) 8月28日(水) うち4～5日間

屋外で採取したPM2.5などの大気試料を、実験室で化学分
析やその前処理などの補助をしていただく予定です。研究
員の指導の下、高度で精密な機器を使って環境分析の現
場を体験することができます。また、環境分析を通して環境
を見守るという仕事について、研究員と議論して考えを深め
る時間も設けます。

総務・学習・情報担当
担当部長・田口
TEＬ：0480-73-8331

研究企画室
室長・嶋田
TEＬ：0480-73-8365

〒347-0115
埼玉県加須市上種足
914

JR鴻巣駅からバスで約
20分
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24 環境部 環境科学国際センター

大気汚染、水質汚濁、土壌・地下水汚染、廃棄物、有害化
学物質対策に加え、今日的な課題である気候変動や生物
多様性保全に関する研究を行っている公設研究機関です。
研究所に加え、展示館、ビオトープなどもあり環境学習にも
取組んでいます。
首都圏や埼玉県の大気環境の現状や課題について理解
し、PM2.5の分析補助を通じて自治体の環境研究を体験で
きます。

大気環境担当③ 2 理系 8月1日(木) 8月30日(金) うち5日間
大気環境、PM2.5等に関する測定補助
大気環境に関する座学

総務・学習・情報担当
担当部長・田口
TEＬ：0480-73-8331

研究企画室
室長・嶋田
TEＬ：0480-73-8365

〒347-0115
埼玉県加須市上種足
914

JR鴻巣駅からバスで約
20分

25 環境部 環境科学国際センター

大気汚染、水質汚濁、土壌・地下水汚染、廃棄物、有害化
学物質対策に加え、今日的な課題である気候変動や生物
多様性保全に関する研究を行っている公設研究機関です。
研究所に加え、展示館、ビオトープなどもあり環境学習にも
取組んでいます。
　環境科学国際センター土壌・地下水・地盤担当では、埼玉
県の地圏に関する調査研究を幅広く実施しています。
　インターンシップに参加される皆さんには、「行政データの
利活用に関する調査検討」、「地下水調査体験」、「地中熱
利用システム稼働調査の補助」に取り組んでいただきます。
　研究所ならでは活動を是非体験しに来てください。

土壌地下水地盤
担当

2 理系 8月21日(水) 8月30日(金) 7～8日間
地下水質データの公開状況把握及び県データの電子化
地下水調査の補助（水質、水温）
地中熱利用システムの稼働状況調査

総務・学習・情報担当
担当部長・田口
TEＬ：0480-73-8331

研究企画室
室長・嶋田
TEＬ：0480-73-8365

〒347-0115
埼玉県加須市上種足
914

JR鴻巣駅からバスで約
20分

26 環境部 環境科学国際センター

大気汚染、水質汚濁、土壌・地下水汚染、廃棄物、有害化
学物質対策に加え、今日的な課題である気候変動や生物
多様性保全に関する研究を行っている公設研究機関です。
研究所に加え、展示館、ビオトープなどもあり環境学習にも
取組んでいます。
温暖化対策担当では、地球温暖化・都市ヒートアイランドな
どに関わる調査・研究を進めています。
暑いことで知られている埼玉県において、どのような暑熱対
策が講じられているか、その対策がどの程度効果があるの
かについて、観測・解析を行います。インターンシップに参加
されるみなさんには、観測や解析の補助などを行っていた
だく予定です。

温暖化対策担当 3 理系 8月1日(木) 8月16日(金) うち9日間
暑熱環境対策の定量的評価のための気象観測及び関連す
るデータ解析

総務・学習・情報担当
担当部長・田口
TEＬ：0480-73-8331

研究企画室
室長・嶋田
TEＬ：0480-73-8365

〒347-0115
埼玉県加須市上種足
914

JR鴻巣駅からバスで約
20分

27 環境部 環境整備センター

　環境整備センターは、埼玉県内の市町村や中小企業等か
ら排出される廃棄物を適正に埋立処分する全国初の県営
広域最終処分場で、平成元年から業務を行っています。
　また、環境整備センター内に整備した彩の国資源循環工
場は、持続可能な発展と資源循環型社会の形成を目指す、
公共関与による全国に先駆けた環境産業・研究開発拠点施
設です。
　環境整備センターで、現場の環境行政や廃棄物の資源循
環への取組を体験してみませんか。

管理運営担当
建設担当

1 理系 8月5日(月) 8月9日(金) 5日間

次の業務について実習していただく予定です。
１　埋立業務補助（廃棄物の計量、埋立作業）
２　彩の国資源循環工場の視察業務補助（親子見学会等の
補助）
３　水質検査補助（地下水等の採取・分析）
４　水処理施設業務見学（浸出水の処理・分析）

副所長・今井
TEL：048-581-4070

〒369-1223
埼玉県大里郡寄居町
大字三ケ山368

・東武東上線鉢形駅か
ら徒歩約30分

28 福祉部 福祉政策課

福祉政策課は、福祉部を主管する課であり、県議会、予算・
決算、職員の人事などを調整する業務を行っている課で
す。
また、福祉政策に係る総合調整や地域福祉の推進、福祉の
まちづくりに係る業務のほか、「埼玉県虐待通報ダイヤル
（＃7171）」の窓口を行っており、福祉部の様々な分野に触
れることができます。
「福祉」に少しでも興味のある方のご応募お待ちしておりま
す。

・総務経理担当
・職員担当
・政策企画担当

1 問わず 8月中旬 8月下旬 5日間

（１）福祉部の概要（事業、組織等）についての解説
（２）福祉部地域機関の見学及び概要説明
（３）福祉部各課所における研修業務等の事務補助
（４）その他、課内事務の補助等

職員担当
主任・清水
TEL：048-830-3389

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎１階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分
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29 福祉部 地域包括ケア課

　平成２７年には７７万人だった本県の７５歳以上人口は、
平成３７年には１．６倍の１２１万人と推計され、この伸びは
全国一となることが見込まれています。
　こうした中、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、
生活支援、住まいを一体的に提供する地域包括ケアシステ
ムの構築が重要となっています。
　当課では、市町村が取り組む地域包括ケアシステムの充
実が着実に進むよう、人材の育成やノウハウの提供など、
関係団体と協力しながら、市町村の実情に沿った支援を
行っています。
　また、現在２６万人と推計され今後も増加が予想される認
知症高齢者の早期発見・早期支援のための体制整備や認
知症ケアの質の向上、認知症への理解促進などを進めて
います。
　さらに、高齢者虐待防止対策、市町村による介護保険制
度の適正な運営を支援しています。

・総務・介護保険
担当
・地域包括ケア担
当
・認知症・虐待防
止担当

1 問わず 8月中旬 8月下旬 5日間

・市町村職員等を対象とした研修会準備補助、実施、参加
・現場視察
・新たな事業の検討、提案
などを実習していただく予定です。

なお、上記内容は、状況等により変更することがあります。

副課長・井上
TEL：048-830-3250

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎１階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

30 福祉部
障害者福祉推進
課

　障害者福祉推進課では、障害のある人もない人も全ての
人が安心して暮らしていける共生社会づくりを進めるため、
普及啓発などに取り組んでいます。
　今回のインターンシップでの内容は、障害福祉、障害者の
社会参加に係る支援事務の補助などを行っていただく予定
です。
「心のバリやフリー」に興味のある方は、ぜひ当課でのイン
ターシップにトライしてください。お待ちしています。

・総務・企画・団
体担当
・障害福祉・自立
支援医療担当
・障害者スポーツ
担当
・社会参加推進・
芸術文化担当

1 問わず 8月5日(月) 8月9日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・企画・団体担当
　：障害者計画、障害者団体に関すること
(2)障害者福祉・自立支援担当
　：障害福祉、自立支援医療費に関すること
(3)障害者スポーツ担当
　：障害者のスポーツ事業に関すること
(4)社会参加推進・芸術文化担当
　：障害者の社会参加・芸術文化事業に関すること

副課長　本橋
総務担当　大島
TEL:048-830-3310

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

31 福祉部 障害者支援課

　障害者支援課では、障害福祉サービス事業所の指定・指
導、工賃向上の支援、施設整備補助金の交付、障害者の虐
待防止、障害福祉従事者向け研修及び市町村助言等を所
管しています。
　インターンシップに参加される方には、業務補助のほか現
場体験などを予定しています。
　障害者福祉に興味のある方は、ぜひ応募してください。

・総務、市町村指
導担当
・地域生活支援
担当
・施設整備・法人
指導担当
・施設支援担当

1 問わず 8月中旬 8月下旬 5日間
実習内容は、各担当のデータ入力などの業務補助や現場
体験などを予定しています。
職場の雰囲気なども体験してください。

副課長　平
TEL:048-830-3300

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎１階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

32 福祉部
総合リハビリテー
ションセンター

　総合リハビリテーションセンターは県における障害者に対
するリハビリテーション活動の中心施設として、相談・判定
から医療・職能訓練・社会復帰までの総合的なリハビリテー
ションを提供しています。
　インターンシップに参加される方には、センターの各部署
の業務を体験していただきながら、センターが取り組むべき
課題について考え、提案していただく予定です。
　障害者福祉に関心のある方や、企画提案業務に興味のあ
る方をお待ちしています。

職員・企画担当
身体障害担当
サービス調整担
当
就労移行支援担
当
健康増進担当

1 問わず 8月中旬 9月中旬 5日間

次の担当で実習を行いながら、センターが取り組むべき課
題について提案をしていただきます。
（１）職員・企画担当：センターの経営改善に関する企画提案
（２）身体障害担当：更生相談の見学
（３）サービス調整担当：施設利用者に関する各種調整
（４）就労移行支援担当：施設利用者の就労支援
（５）健康増進担当：施設利用者への体育訓練

職員・企画担当
主事　由佐
TEL：048-781-2213

〒362-8567
埼玉県上尾市西貝塚
148-1

・ＪＲ大宮駅からバス約
35分
・ＪＲ上尾駅からバス約
25分
・ＪＲ指扇駅からバス約
10分

受入期間と日
数は相談の
上、決定しま
す。

33
保健医療
部

健康長寿課

　健康長寿課では、健康長寿プロジェクトの推進、糖尿病の
重症化予防対策、県民の健康増進、受動喫煙防止対策、食
生活の指導、食育などに関すること、また母子保健、歯科口
腔保健に関することなどを所掌しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、研修会の運
営準備や業務補助などを行っていただくほか、健康長寿プ
ロジェクトについて、一緒に考えていただく予定です。

　 1～2 問わず 8月29日(木) 9月2日(月) 3日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)母子保健事務に関すること
(2)健康長寿プロジェクトの関すること
(3)健康増進・食育に関すること

総務・歯科担当
主査・坂井
TEＬ：048-830-3575

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎４階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

34
保健医療
部

食品安全課

　食品安全課では、食中毒予防、衛生管理、食品添加物や
残留農薬の安全性、食品表示など、立った食の安全・安心
確保に関する業務を所管しています。
　インターンシップに参加いただく方には、ふぐ調理実技試
験の補助、市場監視現場視察へ同行をお願いします。
　獣医師等の県職員が行う食品衛生業務の就業体験を通
じて、県の食品衛生行政に対する理解と関心を深めてみま
せんか。

・食品保健・監視
担当
・特別監視担当

1 理系 獣医学部 8月21日(水) 8月下旬 3日間

　次の担当において、実習していただく予定です。
①食品保健・監視担当
　食品衛生法、食品衛生に関すること、食中毒に関すること
②特別監視担当
　食品衛生検査施設における検査、試験業務管理に関する
こと

総務・安全推進担当
主査・並木
TEL：048-830-3425

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎5階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分
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35
保健医療
部

南部保健所

埼玉県が設置する保健所の一つとして、戸田市、蕨市の2
市を管轄しています。同時に「拠点保健所」として朝霞保健
所管轄区域を含む広域的な健康危機管理体制の構築等、
他の保健所との総合調整を行う保健所としての業務も担当
しています。
当保健所の主な業務としては、感染症に関する届出・相談、
精神保健相談、栄養・健康相談をはじめとする相談業務。エ
イズ等性感染症・肝炎ウイルス等の検査業務。指定難病・
小児慢性特定疾病・結核・不妊治療費等の医療費助成に関
すること。病院、飲食店に関する許可・届出。その他、保健
衛生に関する情報提供等を行っています。

保健予防推進担
当

1 理系
看護学科
（保健師
希望者）

8月19日(月) 8月21日(水) 3日間

保健予防推進担当において、実習していただく予定です。
（１）感染症相談業務・血液検査
（２）感染症審査会
（３）要保護児童対策地域協議会
（４）先輩保健師へのインタビュー
（５）保健所長へのインタビュー　等

総務・地域保健推進担
当
主事　髙橋
TEL：048-262-6111

〒333-0842
埼玉県川口市前川1-
11-1

・ＪＲ蕨駅からバス約9
分
・ＪＲ西川口駅からバス
約6分
・ＪＲ東浦和駅からバス
約15分

36
保健医療
部

春日部保健所

　埼玉県が設置する保健所として、地域住民の健康や衛生
を守る公的機関の一つです。地域保健法に基づき、対人保
健サービスとして、感染症・精神保健・難病・健康づくりな
ど、専門的・広域的な業務を行っています。
　保健師が行っている具体的な業務は、結核・感染症に関
する届出・相談、エイズ等感染症の検査、難病（小児も含
む）の療養支援、精神保健相談等です。
　保健師から保健活動について直接話を聴くことができ、保
健所の保健師活動を身近に感じられる良い機会になると
思っています。

保健予防推進担
当

1 問わず
看護学科
（保健師
希望者）

8月26日(月) 9月27日(金) 3日間

　保健所の保健師活動に関心がある、看護学科の学生さん
の参加をお待ちしています。
　保健師業務の補助をしていただきます。
　内容：（１）感染症診査協議会の準備の手伝い及び見学
　　　　  （２）健康相談の見学
　　　　　（３）医療費助成事業の受付の補助
　　　　　（4）保健医療データの入力・集計作業　　　　　など

保健予防推進担当
副所長・萩原まり子
TEL：048-737-2133

〒344-0038
埼玉県春日部市大沼
１－７６

東部スカイツリーライン
春日部駅西口から朝日
バスで地方庁舎前下車
（約５分）

37
保健医療
部

狭山保健所

　埼玉県が設置する保健所の一つとして、本県西部地域の
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市の5市を管轄して
います。管内人口は本県の保健所としては最大の約78万人
で、59名の職員が、広域調整担当、総務・地域保健推進担
当、保健予防推進担当（内保健師15名）、生活衛生・薬事担
当、食品監視担当に分かれて保健所業務を行っています。
　インターンシップに参加される皆さんには、在宅で医療ケ
アを受けているお子様と家族の集いの開催に向けた準備か
ら実施までを現場で体験していただく予定です。

・総務・地域保健
推進担当
・保健予防推進
担当

1 理系
看護学科
（保健師
希望者）

9月5日(木) 9月7日(土) 3日間

対人保健業務を行う保健予防推進担当において、実習して
いただく予定です。内容は実習日程により変更があります。
・結核・感染症担当の仕事紹介
・精神保健担当の仕事紹介
・難病事例支援検討会議参加
・難病患者家族会見学
・長期療養児教室（在宅医療ケア児と家族の集い）実施準
備、実施日の見学を予定しています。

総務・地域保健推進担
当　担当部長・長谷川
TEL：04-2954-6212

〒350-1324
埼玉県狭山市稲荷山
2-16-1

西武池袋線稲荷山公
園駅徒歩8分

38
保健医療
部

熊谷保健所

　保健所は、地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一
つとして地域保健法に基づき設置され、対人保健サービス
として感染症、精神保健、難病などに関する専門的・広域的
な業務を行っています。
　インターンシップに参加いただくことで、保健活動の実際に
ついて、保健師から直接話を聴くことができます。

保健予防推進担
当

2 理系
看護学科
（保健師
希望者）

8月26日(月) 8月28日(水) 3日間

保健師業務の補助をしていただきます。
・　感染症診査会の準備
　　　（資料印刷、書類のコピー・整理等）
・　健康づくり事業の補助
　　　（資料印刷、データ入力等）
・　医療費助成事業受付の補助
　　　（書類のコピー、受給者証等発送準備）
・　HIV相談・検査の準備、健康危機管理研修会の補助

保健予防推進担当
副所長・桜井
TEL：048-523-2811

〒360-0031
埼玉県熊谷市末広3-
9-1
埼玉県熊谷地方庁舎３
階

JR熊谷駅・秩父鉄道熊
谷駅から徒歩約15分

39
保健医療
部

衛生研究所

保健所などの行政機関や医療機関と連携し、県民の疾病
予防、健康の保持増進、公衆衛生向上のために、調査研
究、試験検査、研修指導、公衆衛生情報等の収集・解析・提
供等を実施しています。

企画・地域保健
担当

3 理系
獣医学、
薬学

8月19日(月) 8月22日(木) 4日間

公衆衛生関連の試験検査や情報収集・解析業務の見学及
び実習。広報業務。
なお、業務内容が多岐にわたるため、応募者の意向を踏ま
えて実習内容を調整します。

企画・地域保健担当
主任 山田さゆり
TEL:0493-59-9284

〒355-0133
埼玉県比企郡吉見町
江和井410-1

JR北本駅からバスで約
15分

40
産業労働
部

商業・サービス産
業支援課

　商業・サービス産業支援課では、サービス産業の振興、商
店街の整備及び振興、大規模小売店舗立地法の施行に関
すること、映像関連産業の振興などを所管しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、研修会や会
議の運営補助や商店街等への支援同行、課内での業務補
助などを行っていただく予定です。

・総務・サービス
産業担当
・商業担当
・映像コンテンツ
担当

2 問わず 8月5日(月) 8月30日(金)
10日間又は5日

間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・サービス産業担当：総務事務に関すること及び
サービス産業の振興に関すること
(2)商業担当：商店街の振興に関すること及び大規模小売店
舗立地法の施行に関すること
(3)映像コンテンツ担当：彩の国ビジュアルプラザの管理に
関すること及び映像関連産業の振興に関すること

総務・サービス産業担
当
主査・加藤
TEＬ：048-830-3755

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分
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41
産業労働
部

雇用労働課

雇用労働課では、仕事を見つけたい県民の方々を支援する
業務を行っています。若者、障害のある方など年齢や状況
に応じたきめ細やかな支援をしています。企業の魅力をＰＲ
し面接会を開催しています。
また、働く人々の労働環境の整備のため、労働相談の実施
や働き方トラブルの未然防止や解決に役立つ「労働セミ
ナー」の開催、仕事と生活の両立支援や働き方改革の意識
啓発を実施しています。

次の担当において、
実習していただく予定
です。
(1)総務・企画担当
(2)労働団体・働き方
改革担当
(3)障害者支援担当
(4)若年支援担当
(5)就業・求人相当

1 問わず 9月9日(月) 9月13日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・企画担当：雇用施策全般に関すること
(2)労働団体・働き方改革担当：若手人材の定着、就労の調
査に関すること
(3)障害者支援担当：障害者の雇用の促進に関すること
(4)若年支援担当：若年者の雇用の促進に関すること
(5)就業・求人相談担当：就業の支援に関すること

総務・企画、労働団体・
働き方改革担当
副課長　中野
TEＬ：048-830-2428

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

42
産業労働
部

産業人材育成課

産業人材育成課では、高等技術専門校や民間教育訓練機
関を活用した求職者・在職者向けの多彩な職業訓練を行う
ことにより、就労や技能向上の支援を行っています。また、
技能五輪全国大会出場選手を支援するなどトップレベルの
技能者育成や大学生のインターンシップなどキャリア教育を
推進しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、業務補助や
訓練現場の視察などを行っていただく予定です。埼玉の明
日を支える産業人材の育成がどのように行われているの
か、是非、当課で経験してみてください。

・総務・職業訓練
推進担当
・委託訓練・連携
推進担当
・技能振興担当

1 問わず 8月 8月 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・職業訓練推進担当：高等技術専門校での訓練に関
すること
(2)委託訓練・連携推進担当：民間教育訓練機関での訓練に
関すること、キャリア教育に関すること
(3)技能振興担当：ものづくり人材育成に関すること

総務・職業訓練推進担
当
伊田
℡：０４８－８３０－４５９
５

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

43
産業労働
部

職業能力開発セ
ンター

 職業能力開発センターでは、働いている方の知識や技能を
向上させるための講習や、知的発達障害者の方や精神障
害者の方を対象とする職業訓練を実施しています。また、お
仕事を探している方を対象とする職業訓練を、民間教育機
関（短大、専門学校、企業等）に委託して実施しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、センター内で
実施する訓練の補助や、技能講習に係る事務補助、職業訓
練関係機関との連絡調整補助などを行っていただく予定で
す。
　県民の皆さまの職業能力の開発に係る仕事を経験してみ
ませんか。

・総務・産業人材
育成担当
・訓練担当
・委託訓練・就職
支援担当

1 問わず 8月 8月 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・産業人材育成担当：技能講習事務に関すること。
(2)訓練担当：施設内訓練に関すること。
(3)委託訓練・就職支援担当：委託訓練事務に関すること。

総務・産業人材育成担
当
田中・角松
℡：０４８－８３０－３１２
２

〒331-0825
埼玉県さいたま市櫛引
町２－４９９－１１

・ＪＲ大宮駅西口バス⑥
乗り場「櫛引」下車徒歩
約3分
・ニューシャトル鉄道博
物館駅から徒歩約15分
・ＪＲ日進駅南口から徒
歩約18分

44 農林部
本庄農林振興セ
ンター

本庄農林振興センターでは、児玉地域の農業振興、農家に
対する普及支援活動、農村の基盤整備に関する業務を行っ
ています。

管理部
農業支援部
農村整備部

1 理系 農学系 9月上旬 9月上旬 3日間

初日に農林振興センターの概要を説明した後、次の業務に
ついて体験する予定です。
・　埼玉県農業振興ビジョンの概要
・　農家支援の視察
・　農地の基盤整備状況、水利施設等の視察
・　その他

管理部・佐藤
０４９５－２２－６１５６

〒367-0026
埼玉県本庄市朝日町１
－４－６

JR本庄駅南口から徒歩
7分

45 農林部
秩父農林振興セ
ンター

　秩父農林振興センターでは、中山間地域の気候風土を生
かした農林業の振興・発展に取り組んでいます。
　インターンシップに参加されるみなさんには、当センターの
業務補助（現場への同行含む)などを行っていただく予定で
す。
　森林に恵まれた秩父地域で、農林業振興に向けた各種事
業を経験してみませんか。

・管理部
・農村整備部
・農業支援部
・林業部

1 理系
農業、林
学関係学
科

8月27日(火) 8月29日(木) 3日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)管理部:農産物の生産振興、農地集積等に関すること
(2)農村整備部：農業の基盤整備に関すること
(3)農業支援部:農産物の技術・経営支援に関すること
(4)林業部:森林整備事業に関すること

管理部総務担当
担当課長・山中信孝
ＴＥＬ:0494-24-7211

〒368-0034
埼玉県秩父市日野田
町１－１－１４

秩父鉄道御花畑駅徒
歩８分又は西武鉄道西
武秩父駅徒歩５分

学生の経歴や
事業の状況等
により実習内容
を変更する場
合があります。

46 農林部
農業ビジネス支
援課

　　農業ビジネス支援課は、農林部の施策目的である農林
業の稼ぐ力・農林業に関わる人財力・農山村の地域力を高
める取組を着実に展開し、本県農林業の成長産業化と多面
的機能の発揮による豊かで安らぎのある県民生活の実現
のため以下のような取組を行っている。
　農業の担い手への農地の集積・集約化の実施
　農山村への移住促進やグリーン・ツーリズムの推進
　「地産地消」の推進と県産農産物のブランド化や海外への
販路拡大支援
　農業の６次産業化に取り組む農業経営体への支援

・総務・企画担当
・農地活用担当
・販売対策担当
・農商工連携・６
次産業化担当

1 問わず 8月26日(月) 8月30日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・企画担当：卸売市場、都市農業や総務事務に関す
ること。
(2)農地活用担当：中間管理事業や中山間地域の農業振興
に関すること。
(3)販売対策担当：農産物の販売促進や地産地消に関する
こと。
(4)農商工連携・６次産業化担当：農商工連携に関すること。

総務・企画担当
主幹・小林武夫
ＴＥＬ　０４８－８３０－４
１０５

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分
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47 農林部
加須農林振興セ
ンター

行田市、加須市、羽生市を管轄している農業関連の行政機
関です。農業政策のうち畜産以外の全般について　農業振
興のための技術普及、補助事業等の支援などの取組を実
施しています。

・管理部
・農業支援部
・農村整備部

1～2 理系 農学系 8月26日(月) 9月6日(金) 5日間

北埼玉地域の地域農林行政の全般の就業活動を通じて実
習を行う予定です。
①管理部業務(農業政策の説明、補助事業により設置した
施設の見学、農地の利用集積業務等農業政策の見学、参
加、)
②農業支援部業務(農産物の生育調査補助等普及活動へ
参加)
③農村整備部業務(用水路管理道(ヘルシーロード)のパト
ロール、管理作業への参加)への参加

地域支援担当
担当部長：秋場
TEL:0480-61-3404

〒347-0045
埼玉県加須市不動岡
564-1

東武伊勢崎線
加須駅北口から徒歩約
30分

48 農林部 秩父高原牧場

1　受託育成業務
生後６～１２カ月齢の育成牛を県内酪農家から預かり、放牧
育成して、人工授精などを行い、妊娠確認後、農家に返す
業務です。
２　県有牛和牛育成、譲渡業務
優良な資質を持つ和牛を生産・育成し、県内農家へ譲渡す
る業務です。
３　彩の国ふれあい牧場業務
ヤギ、羊の管理、体験実習などを通じて、畜産への理解と
憩いの場を提供する業務です。

育成・ふれあい担
当

2～3 問わず
畜産、獣
医系優先

9月2日(月) 9月4日(水) 3日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)育成担当：家畜、施設管理等に関すること
(2)ふれあい担当：ふれあい動物、施設管理等に関すること

育成・ふれあい担当
担当部長・亀田
TEＬ：0494-65-0311

〒355-0372
埼玉県東秩父村坂本２
９５１

交通手段は自動車の
み。小川町（自動車約３
５分）、皆野町（自動車
約３５分）

昼食は持参（周
辺店無し）、作
業服、帽子、
カッパ持参。

49 農林部
さいたま農林振
興センター

足立地域の農業は、都市化が進む厳しい環境の中、また、大消
費地近郊という立地条件の中、南部では、花・植木や野菜等を中
心に集約的な農業が展開されるとともに、地域住民と密接に結び
ついた市民農園、観光農園や農産物直売所が数多く設置されい
ます。北部では、米、麦及び大豆が大規模に栽培されている他、
花き類、果樹類、畜産等を取り入れた農業が展開されています。
  さいたま農林振興センターは、この北足立地区(南は川口市から
北は鴻巣市まで)の１３市１町を管内とし、農業・農村の健全な発
展を図るため、安全安心な食料の供給、担い手の育成、生産基
盤・農村環境の整備、都市と農村の交流などの施策を総合的に実
施しています。

管理部 2 理系
農業及び
農業土木

9月3日(火) 9月5日(木) 3日間

○　農業施策について学び体験することができます。
○　普及指導員の活動と農業者への支援について、現場
　　で体験しながら学びます。
○　農業用水(見沼代用水)について学べます。
○　水と緑に親しむみち事業として、実際に「緑のヘルシー
　　ロード」を巡ります。(予定)

　管理部
　部長　市川
　TEＬ：048-822-2492

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和
区北浦和５－６－５
浦和合同庁舎２階

・ＪＲ北浦和駅から徒歩
約10分

50 農林部
春日部農林振興
センター

当センターは、埼玉県東部の埼葛地域を管轄地域として、
新たな農業の担い手の育成、農家への技術指導、農業生
産基盤の整備など、地域農業の振興を図るための様々な
業務を行っています。
（主な業務）
・　農産物の生産振興、農地中間管理事業、主穀作の経営
所得安定対策
・　新規就農者の確保・育成、農業法人化支援
・　農産物の栽培・加工指導、農業経営改善指導
・　県営農業農村整備事業の実施

管理部
農業支援部
農村整備部

3 理系 9月2日(月) 9月6日(金) 5日間

各部の事業において、実習していただく予定です。
（例）
・　管内現地確認
・　現場作業補助
・　各種データ集計補助
・　会議資料等作成補助

管理部　管理部長
矢口
電話：04-737-2134

〒344-0038
埼玉県春日部市大沼１
丁目７６番地
春日部地方庁舎３階

・東武伊勢崎線・東武
野田線春日部駅から徒
歩約１８分又はバス５分

51 農林部
東松山農林振興
センター

　比企地域は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東部の水田地
帯から西部の中山間地帯まで、バリエーションに富んだ地
形を生かし、それぞれの地域で特徴ある農業経営を展開し
ています。
　当センターでは、この地域のさらなる魅力アップをめざし、
栽培技術の普及活動、新規就農者に対する支援、ほ場整
備に職員一丸となって取り組んでいます。
　インターンシップに参加される皆さんには、普及活動やほ
場整備の現場見学や業務補助を行っていただく予定です。

・技術普及担当
・新規就農・法人
化担当
・県営事業担当

4
(農学系２
農業土木

系２)

理系
農学系
農業土木
系

9月11日(水) 9月13日(金) 3日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)技術普及担当：農業の普及指導に関すること
(2)新規就農・法人化担当：新規就農、農業法人化に関する
こと
(3)県営事業担当：ほ場整備に関すること

地域支援担当
担当部長・阿南
ＴＥＬ：0493-23-8532

〒355-0024
埼玉県東松山市六軒
町5-1
東松山地方庁舎３階

・東武東上線東松山駅
から徒歩約20分

52 農林部
農業技術研究セ
ンター

　農業技術研究センターは、埼玉県の農業を支え、県民の
豊かな食生活を実現する研究開発と技術支援を行っていま
す。
　インターンシップに参加される皆さんには、農業技術開発
の研究現場を見て体験してもらいます。

企画担当
環境安全担当
病害虫研究担当
遺伝子情報活用
担当
高収益畑作担当
施設園芸先端技
術担当
水田高度利用担
当

2 理系 農学 9月2日(月) 9月6日(金) 5日間

（１）企画担当：農技研全体の研究内容紹介
（２）遺伝子情報活用担当：植物の遺伝子診断
（３）環境安全・病害虫研究担当：作物・土壌の化学分析、
　病害虫診断
（４）高収益畑作・施設園芸先端技術担当：野菜・花の研究
　紹介と調査
（５）水田高度利用担当：水稲の研究紹介と生育調査

企画担当
専門員・原沢
ＴＥＬ：048-536-0312

〒360-0120
埼玉県熊谷市須賀広７
８４
埼玉県農業技術研究セ
ンター

・ＪＲ熊谷駅からバス２０
分、徒歩5分
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53 農林部 寄居林業事務所

　寄居林業事務所では、林業振興、普及・支援活動、森林
管理道などの林業の基盤整備、治山事業などの森林保全
等に関する業務、森林に関する試験・研究を行っています。
　北足立郡市、比企郡市、秩父郡東秩父村、児玉郡市、大
里郡市、北埼玉郡市、南埼玉郡市及び北葛飾郡市の45市
町村を管轄し、広大な区域の森林管理を行っています。
　インターンシップの皆さんには、森林・林業施策に係る
様々な業務補助等を行っていただく予定です。森林・林業施
策について、実際に現場で見て体験できる機会ですので、
ぜひ参加ください。

・総務・森林保
全・森林循環・木
材利用推進担当
・治山・森林管理
道担当
・林業支援担当
・森林研究室

1 理系
農学部森
林・林業
系列

7月中旬 8月下旬 5日間

以下の内容を実習していただく予定です。
・森林計画制度関連事務補助（森林GIS管理、GPS測量等）
・林地開発現地調査
・治山・森林管理道の調査設計事務補助
・森林整備事業現地調査補助
・採種園管理とニホンジカの研究と事務
・補助事業の指導、施設管理

副所長　　須田
TEL:048-581-0123

〒369-1203
埼玉県大里郡寄居町
寄居1587-1

寄居駅（ＪＲ、東武鉄
道、秩父鉄道）北口から
徒歩10分

54 農林部 森づくり課

　森づくり課では、森林の持つ水源涵（かん）養機能や二酸
化炭素の吸収・貯蔵機能、木材生産機能などの多面的機能
を増進するため、間伐をはじめとした森林の整備、土砂災
害を防止する治山施設の整備、林業経営の基盤となる森林
管理道の整備、木材の利用促進、これらに係る担い手の育
成などに取り組んでいます。
　インターンシップの皆さんには、森林・林業施策全般に係
る様々な業務補助等を行っていただく予定です。埼玉県の
森林・林業施策全般について、現場で見て体験できるまたと
ない機会ですので、ぜひ参加ください。

・総務・森林企画
担当
・森林活動支援
担当
・間伐・森林循環
担当
・治山・森林管理
道担当
・木材利用推進・
林業支援担当

1 理系
農学部森
林・林業
系列

7月中旬 8月下旬 5日間

以下の内容を実習していただく予定です。
・施策立案のための資料作成補助
・各種データの維持・管理作業
・森林・林業関係事業実施箇所の視察研修　等

総務・森林企画担当
主幹・田中
TEL:048-830-4300

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

55 農林部 生産振興課

　生産振興課(主穀担当)では、米・麦・大豆等の生産振興に
関する様々な業務を担当しています。
　特に米は、本県の農業産出額の約２０％を占める主力品
目であり「彩のかがやき」「彩のきずな」などの多くのオリジ
ナル品種が育成されています。
　主穀担当では、主に米の生産振興、需給調整、消費拡大
に関する業務を体験することができます。

主穀担当 1 理系 農学系 8月26日(月) 8月30日(金) 5日間

次の業務を実習していただく予定です。
（１）埼玉県農業の現状、農業施策のレクチャー
（２）生産振興課の業務内容レクチャー
（３）米・大豆の現地調査
（４）米の需給調整に関する業務補助
（５）米の消費拡大に関する業務補助

主穀担当
副課長・中里
℡：048-830-4145

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

56 農林部 生産振興課

　生産振興課（花き・果樹・特産・水産担当）では、花植木や
ぶどう、日本なし等の果樹、狭山茶、内水面の水産業等を
振興する業務を所管しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、生産農家へ
の支援に係る会議・事務をはじめ、イベントの運営準備など
の業務補助を行っていただく予定です。
　埼玉県庁でどのような仕事を行っているのか、現場を見て
体験できる絶好の機会です。
　消費者に農産物を安定的供給している生産者をサポート
する。そんな生産振興課の仕事を体験してみませんか。

花き・果樹・特産・
水産担当

1 理系 農学系 9月17日(火) 9月20日(金) 4日間

次の業務を実習していただく予定です。
(1)花や植木の生産振興に関すること
(2)果樹の生産振興に関すること
(3)狭山茶等特産農作物の振興に関すること
(4)内水面の水産業の振興に関すること

花き・果樹・特産・水産
担当
副課長　青木
℡：048-830-4381

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

57 農林部
花と緑の振興セ
ンター

花と緑の振興センターは、植木・果樹苗木などの生産出荷
の指導、盆栽等の輸出振興、緑化に対する知識の向上等
に関する業務を行っています。園内には、植木類、観賞用
樹木類を中心に2,000種類以上の植物を展示しています。

緑化企画・振興
担当

1 理系
農学・造
園系

8月20日(火) 8月30日(金) 9日間

緑化企画・振興担当
園内管理作業や園芸ボランティア養成研修への参加、都市
緑化技術振興の現場を体験していただくことで、花き・植木
産業の実態や管理方法などの知識を得ることができます。

緑化企画・振興担当
担当部長　篠川信仁

〒334-0059
埼玉県川口市安行
1015

・埼玉高速鉄道戸塚安
行駅１番出口から徒歩
２０分
・東川口駅南口から西
川口駅東口行き国際興
業バス「花と緑の振興
センター」下車

58 農林部 水産研究所

　埼玉県ではキンギョ、ニシキゴイ等の観賞魚やホンモロ
コ、ナマズ等の食用魚が養殖されています。当研究所では、
それらの飼育管理技術開発や生産者への技術指導に力を
入れています。
　また、河川や沼に生息する魚類資源を増やす技術、外来
魚・カワウから魚類を守るための技術、水辺環境に関する
調査・研究に取り組み、魚影豊かな川の実現を目指してい
ます。

水産技術担当 1 理系 水産 8月中旬 8月下旬 5日間

次の内容について研究所職員と一緒に実習を行い、淡水止
水養魚の概要を理解していただきます。
（１）キンギョ等淡水魚の給餌管理、飼育池管理
（２）観賞魚の選別
（３）水生生物の種判別と分析

水産技術担当
担当部長・山口
TEL：0480-61-0458

〒347-0011
埼玉県加須市
北小浜1060

東部伊勢崎線
加須駅から徒歩約25分
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59 農林部
川越農林振興セ
ンター

　川越農林振興センターでは入間地域（川越市、所沢市、飯
能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高
市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町）の農業や林業
を振興するための様々な施策を行っています。
　例えば、農家の方々に対する栽培や農産物加工の技術的
支援の業務。水路など農業をしていくための基盤となる施
設の建設や管理を行う業務。林業を振興したり森林を健全
に維持するための業務。市や町の農林業施策と県の農林
業施策がうまく協力できるよう調整する業務や、食の安全・
安心のために消費者に情報を伝える業務などがあります。

管理部
農業支援部
農村整備部
林業部

1 理系 9月2日(月) 9月13日(金) うち4日間

①農作物等の生育調査
②土地改良施設の現地調査
③林業振興業務
④米生産調整関連業務
⑤農薬関連業務（特別栽培農産物審査など）
⑥農地関連業務（現地確認や調査集計など）
⑦食品表示関連業務
※受入時期の気象条件により、安全面や農産物生育状況
への配慮の必要性から、実習内容は変更されることがあ
る。

三富農業・地域支援担
当
担当部長・中島久男
TEL:049-242-1808

〒350-1124
埼玉県川越市新宿町
1-17-17
ウェスタ川越　公共施
設棟５階

・ＪＲ川越駅から徒歩約
5分

60 農林部 農業支援課

農業支援課では、「儲かる農業の推進」に向けて、農業経営
及び農業技術の普及指導や担い手の育成・支援などを所
管しています。
インターンシップに参加されるみなさんには、会議の運営準
備や業務補助などを行っていただく予定です。埼玉県庁で
どのような仕事を行っているのか、現場で見て体験できる絶
好の機会です。
大都市近郊に位置する成長産業である埼玉県農業を様々
な側面からサポートして、ともに成長する喜びを実感できる
農業支援課の仕事を経験してみませんか。

・経営体支援担
当
・普及活動担当
・総務・農業資
金・保険担当
・新規参入支援
担当

1 問わず 8月5日(月) 8月7日(水) 3日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)経営体支援担当：農業法人の育成・支援に関すること
(2)新規参入支援担当：新規就農者・青年農業者の支援等
に関すること
(3)普及活動担当：農業経営及び農業技術の普及指導に関
すること
(4)総務・農業資金・保険担当：農業支援課の総務事務及び
農業保険・農業資金に関すること

総務・農業資金・保険
担当
副課長・佐々木
TEＬ：048-830-4045

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

７日の勤務地
は終日大宮の
予定

61 農林部 農業大学校
　埼玉農業の未来を担う優れた農業者や関連産業の担い
手を育成するために、埼玉県が設置している学校です。

入試・教務調整
担当

1 問わず 7月31日(水) 8月2日(金) 3日間 農業実習体験講座に関すること
副校長・仲山
TEL：048-501-6845

〒360-0112
埼玉県熊谷市樋春
2010

・JR高崎線熊谷駅北口から
小川町駅ゆき路線バス（畜産
試験場下車 徒歩5分）
・東武東上線小川町駅から
熊谷駅ゆき路線バス（畜産試
験場下車 徒歩5分）
・東武東上線森林公園駅か
ら立正大学ゆき路線バス（立
正大学下車 徒歩20分）

62 農林部 農村整備課

　農村整備課では、農業生産基盤の基礎となる農業用用排
水施設（堰や水路）、ほ場（田んぼや畑）等の整備を進めて
います。併せて農業集落排水施設（下水道施設）、集落の
環境、水辺環境など農村の生活環境の整備を推進してお
り、さらには農地の防災・保全と土地改良施設の維持管理
を行うなど幅広い業務を担当しています。

・総務・土地改良
団体支援担当
・企画担当
・水利調整・施設
管理担当
・水利施設整備・
農地整備担当
・農村環境担当
・技術管理担当

2 理系
農業土木
系

8月26日(月) 9月7日(土) 10日間

下記の内容を実習していただくく予定です。
○県営土地改良事業の換地計画案について、担当職員と
一緒に、各権利者の従前地と換地の図面上の確認作業を
行う。
○ほ場整備の効果を第三者に分かりやすく説明できる資料
を作成する。
○貴重な水辺空間である農業用水路が地域住民に与える
癒し効果の検証を行う。
○頭首工及びダムにおける管理補助業務を行う。
○現地で流量観測業務の補助及び現地測量業務を行う。

総務・土地改良団体支
援担当　石倉
電話：048-830-4330

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎５階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

63 農林部
大里農林振興セ
ンター

埼玉農業の中心的な農業地帯である大里地域の農業振興
を所管している県の出先機関です。

管理部、農業支
援部、農村整備
部

2 理系
農業ある
いは農業
土木系

8月21日(水) 8月23日(金) 3日間

次の各部において、実習していただく予定です。
(1)管理部：大里地域の農業の概況説明、農地に関する許
認可制度や農業施策に関する補助制度に関すること
(2)農業支援部：農家に対する技術や経営支援などに関する
こと
(3)農村整備部：農業生産基盤の整備や農業水利施設に関
すること

管理部　高村管理部長
TEＬ:048-523-2812

〒360-0831
埼玉県熊谷市久保島
1373-1

熊谷駅北口からバス農
業試験場前下車徒歩2
分

64
県土整備
部

県土整備政策課

主に道路や橋りょうの企画をしています。
最近のトピックとしては、
・ビッグデータを活用した交通安全対策
・橋りょうのアセットマネジメント
・高速道路などの整備促進
・県全体の道路整備計画の検討
・自転車活用推進に関する計画の検討
などがあります。

・政策担当
・事業調整担当
・大規模事業担
当

2 理系 土木系 8月中旬 8月下旬 5日間

○ 職員の事務補助の実践
○ 現場の見学
○ 関係他課が実施する研修会、勉強会への出席

などを行っていただくことにより、土木職員の仕事を理解し
ていただきます。

政策担当
副課長・水谷
TEL:048-830-5018

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第２庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分
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65
県土整備
部

建設管理課

　建設管理課では、測量、調査、設計及び工事の設計金額
を算出するための積算基準、工事等の監理に関する技術
基準、総合評価入札の基準などを策定しています。
　近年は、建設業界が抱える課題を捉え、建設業の担い手
確保・育成、ICT施工により生産性の向上など、働き方改革
を進める施策にも取り組んでいます。
　さらに、県内企業が開発する新製品・新技術の活用を進め
ています。
　県の建設技術の総合窓口である建設管理課で、広く建設
の実情に触れてみませんか。

・建設企画担当
・土木積算・建設
IT担当
・技術管理担当
・建築技術・積算
担当

2 理系 7月29日(月) 8月9日(金) 10日間

各担当が持ち回りで、下記の実習を予定しています。
・建設資材県産品フェアの運営補助
・情報通信技術を活用したICT施工の現場調査
・橋梁など大規模工事の現場調査
・地域連携ネットワークによる建設業の担い手確保施策検
討
・建設職人基本法の県計画策定業務補助
・積算基準や技術基準の改定作業補助

建設企画担当
主幹・伊藤
TEL:048-830-5191

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第二庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

66
県土整備
部

道路街路課

県土整備事務所などが実施している道路、街路及び橋りょ
うなどの建設を支援する業務や市町村道の整備への助力
などを行っています。
　簡単な仕事ではありませんが、埼玉県のインフラ整備のた
め、職員一同熱心に業務に取り組んでいます。

総務・団体担当 1 理系 土木系 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

・道路・街路及び橋りょう等の工事の進捗管理、予算管理
・設計書の点検業務
・国など他機関との調整業務
・工事現場等の見学
などを予定しています。（事情により、変更する場合もありま
す。）

総務・団体担当
主幹・小林
主事・石田
TEL：048-830-5065

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第２庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

67
県土整備
部

道路環境課

　埼玉県の道路及び橋りょうの維持管理、交通安全施設等
の整備及び道路の災害復旧等の仕事をしています。
　インターンシップに参加される方には、道路等の維持管理
全般における概要説明を受講していただき、実際の現場も
見学していただく予定です。
　道路はあまりに身近すぎて、その大切さを見過ごされがち
です。みんなが安心して気持ちよく利用できるような、大変
やりがいのある仕事を是非経験してみてください。

・総務・管理担当
・道路環境担当
・補修担当
・防災担当
・交通安全施設
整備担当
・交通事故緊急
対策担当

1 理系
土木系学
科

8月19日(月) 8月23日(金) 5日間
道路環境課所管業務の概要説明及び工事現場、道の駅、
道路交通情報センターの見学等の実施

総務・管理担当
主査・鈴木
TEL：048-830-5095

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第二庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

68
県土整備
部

河川砂防課

　河川砂防課では、県内全域の河川や砂防指定地の整備
を推進する、司令塔的な実務を担っています。
　河川事業では、河川改修、調節池や排水機場を整備し、
浸水・洪水被害の防止・軽減に取り組んでいます。
　また、砂防事業では、土砂災害の防止施設整備に県民に
避難行動を促す対策の実施と、ハード・ソフトの両面から取
り組んでいます。
　２０歳代の若手土木技術者も多く従事しています。先輩の
技術者に囲まれて、河川砂防課の仕事を経験してみません
か。

・各事業担当
・計画調査担当
・防災担当　など

2 理系 土木
8月上旬

（8/13～8/16を除
く）

8月下旬
（8/13～8/16を除

く）
5日間

・　県内河川の特色や県の河川砂防事業をわかりやすく解
説します。

・　県が行う、特色のある河川砂防事業工事箇所の現場視
察を実施します。

・　データの集計や会議資料の作成補助業務などの実務を
実習していただく予定です。

総務・団体担当
主幹・高山
TEＬ：048-830-5120

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第２庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

69
県土整備
部

水辺再生課

　水辺再生課では、埼玉の川のポテンシャルを県民生活や
地域振興に生かすため、様々な水辺再生事業に取り組んで
います。
　また、河川やダムの適切な維持管理により、県民の安全と
安心の確保にも努めています。
　インターンシップに参加されるみなさん、海はないけど川
はある『川の国埼玉』の実現に取り組む水辺再生課の業務
を体験してみませんか。
　川を愛するあなたの応募をお待ちしております。

・総務・管理担当
・総合調整・地域
連携担当
・水辺再生事業
担当
・河川維持担当
・ダム管理担当

2 理系 土木 8月 8月 5日間

　現場視察をメインに実習していただく予定です。
①　水辺空間とことん活用プロジェクト
　　 河川敷地の商業利用を推進した水辺の新たな魅力創
　出の考え方と事例、整備箇所の視察
②　川の国埼玉はつらつプロジェクト
　　 市町村主体の地域振興の取組と連携した水辺空間の
　整備の考え方と事例、整備箇所の視察
③　ダム施設管理、河川維持
　　 ダムの設置目的やその管理、有間ダムや入間川河床
　低下対策箇所の視察
④　河川管理の知識、不法行為是正指導箇所の視察

総務・管理担当
主幹・三角
ＴＥＬ:048-830-5133

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第二庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

70
県土整備
部

さいたま県土整
備事務所

　さいたま県土整備事務所では、県民生活に欠かせない道
路、橋りょう、河川などの社会資本の整備、維持管理の業務
を行っています。管轄区域は、さいたま市、川口市、蕨市、
戸田市の４市です。
　インターンシップに参加されるみなさんには、実際に事業
を実施している現場を視察し、理解を深めていただきます。
また、事業実施のための事務を体験することにより、県民と
直結する県土整備事務所の業務内容の理解と、県土整備
行政や総合土木職への関心の向上を図りたいと考えていま
す。

・施工監理担当
・道路担当
・河川担当

1 理系 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)施工監理担当：工事の施工管理に関すること
(2)道路担当：道路の整備、維持管理に関すること
(3)河川担当：河川の改修、維持管理に関すること

施工監理担当
施工監理主幹・髙梨
TEＬ：048-861-2495

〒336-0027
埼玉県さいたま市南区
沼影2-4-7

・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約10分
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71
県土整備
部

朝霞県土整備事
務所

○朝霞市・志木市・和光市および新座市を所管区域に、国
道・県道および河川などの公共土木施設に係る工事施工、
維持管理と用地取得事業を行っています。
○道路では、一般国道２５４号和光富士見バイパスや（都）
放射７号線等の幹線道路の整備、交差点改良や歩道整
備、橋りょうの長寿命化および舗装や交通安全等の維持管
理を行っています。
○河川では、新河岸川・白子川・越戸川・谷中川・黒目川・
柳瀬川の６河川の改修工事と維持管理を行っています。

道路担当
河川担当
国道254号バイパ
ス整備担当
管理担当
用地担当

1 理系

工学部等
（建設・土
木系学
科）

8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

・各担当の業務をひととおり経験してもらい、県土整備事務
所の業務全般を理解してもらいます。
・また、資料作成補助、事務補助を行うことで、資料作成能
力やプレゼンテーション能力を身につけます。
・現場に同行し、公共施設の建設や管理のために行ってい
る調査や施工段階確認検査を補助し、測量や管理手法を
学びます。
・実習内容は本人の希望や専攻により、アレンジが可能で
す。

施工監理担当
施工監理主幹・長森
TEL：048-471-4661

〒351-0033
埼玉県朝霞市浜崎678

JR北朝霞駅・東武東上
線朝霞台駅から徒歩約
5分

72
県土整備
部

北本県土整備事
務所

　北本県土整備事務所では、上尾市など４市１町の県管理
道路及び河川の新設改良事業や維持管理を担当していま
す。
　インターンシップに参加される方には、埼玉県庁の地域機
関として、最前線で県土づくりに取り組んでいる業務を体験
していただく予定です。
　どのような仕事を行っているのか、現場で見て体験できる
絶好の機会なので、そんな北本県土整備事務所の仕事を
経験してみませんか。

・施工監理担当
・道路施設担当
・道路環境担当
・道路相談担当
・用地担当
・管理担当

2 理系 土木 9月2日(月) 9月6日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)道路施設担当：県管理道路の新設改良に関すること
(2)道路環境・相談担当：県管理道路の維持修繕パトロー
ル、不具合等への緊急対応に関すること
(3)河川担当：県管理河川の改修及び維持修繕に関するこ
と。
(4)用地担当：公共用地の取得事務に関すること
(5)管理担当：道路法、河川法に基づく占用許可等の管理業
務に関すること

施工監理担当
施工監理主幹・奥重
TEＬ：048-540-8200

〒364-0007
埼玉県北本市東間三
丁目１４３番地

・ＪＲ北本駅から徒歩約
12分

73
県土整備
部

川越県土整備事
務所

　川越県土整備事務所では、川越市、所沢市、狭山市、富
士見市、ふじみ野市及び三芳町の５市１町の県道を４１路
線、国道を４路線また、新河岸川を初めとする一級河川を１
１河川管理しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、各担当で日
頃行っている管轄道路、河川に関する予算要望資料作成や
現場で施工監理の補助などを行っていただく予定です。県
土整備事務所では、どのような仕事を行っているのか、現場
で見て体験できる絶好の機会です。

管理担当
道路環境担当
道路施設担当
河川担当

1 理系 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)管理担当：占用許可等の管理業務補助に関すること
(2)道路環境担当：予算要望資料作成に関すること
(3)道路施設担当：施工監理関係書類に関すること
(4)河川担当：現場調査に関すること

施工監理担当
担当課長・三保谷
TEＬ：049-243-2020

〒350-1126
埼玉県川越市旭町2-
13-6

・ＪＲ川越駅から徒歩約
20分
・東武東上線川越駅か
ら徒歩約20分
・西武新宿線本川越駅
から徒歩約25分

74
県土整備
部

飯能県土整備事
務所

　当事務所が所管する区域は、埼玉県の南西部に位置しており、
飯能市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町及び越生
町の５市２町で構成されています。
　面積は、約４１８km2（県全体の１１％）、人口は約５０万人（同
７％）です。また、地形は、西側の山間部から東にかけて、丘陵
地、平地へと変化しており、南側は東京都に隣接しています。
　業務内容は、管内の道路４１路線、２７４kmの維持管理と渋滞箇
所のバイパス整備、狭隘道路の現道拡幅工事及び橋梁の耐震補
強工事などを行っています。また、２７河川１８３kmの維持管理と
洪水被害を軽減するための河川工事、「川の国埼玉はつらつプロ
ジェクト」などを行っています。管内には、ロックフィル型式の有間
ダムがあり、この維持管理も行っています。

施工監理担当 2 理系 土木系 8月上旬 9月上旬 5日間
・工事を発注するための設計書、図面作成業務補助
・工事現場における監督員補助業務　等

施工監理担当
施工監理主幹・永井
担当課長・河名
Tel:042-973-0940

〒357-0021
埼玉県飯能市双柳７５

西武池袋線、ＪＲ八高
線東飯能駅徒歩５分

75
県土整備
部

東松山県土整備
事務所

比企地域における国・県道の整備・管理、一級河川の整備・
管理、砂防・急傾斜地等の保全などを行う埼玉県の地域機
関です。
　当事務所の管内は、山間地あり、低地ありで埼玉県の縮
図のようなところです。地形的に変化に富む地域のため、い
ろいろな工事・工法を体験することができます。
　若手職員が多いので、レクレーションも盛んです。ぜひ、一
緒に仕事をしてみませんか。所長一同、お待ちしています。

総務担当
管理担当
用地担当
道路施設担当
河川砂防担当
道路環境担当

1 理系 8月26日(月) 8月30日(金) 5日間

以下の業務を実習していただく予定です。
①道路・河川の管理に関すること②用地取得に関すること
③道路の建設に関すること④河川の整備に関すること⑤砂
防等の事業に関すること⑥道路の維持・補修に関すること

副所長・小川
総務担当課長・久下
TEL0493-22-2333

〒355-0024
埼玉県東松山市六軒
町5-1

・東武東上線東松山駅
から徒歩約２０分

76
県土整備
部

秩父県土整備事
務所

秩父県土整備事務所では、県内随一の急峻な地形かつ厳
しい自然環境のなか、道路・河川・砂防・ダムなどの整備や
維持管理業務等を行っております。
　インターンシップに参加されるみなさんには、多岐にわたる
事務所で行っている業務の一部を体験していただき、県土
整備行政の魅力や理解を深めていただく絶好の機会です。

・施工監理担当
・総務担当
・管理担当
・用地担当
・道路施設担当
・河川砂防担当
・ダム管理担当
・道路環境担当
・道路相談担当

2 理系
土木・建
設工学系

8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
　・ダム管理に関すること
　・管理事務に関すること
　・用地事務に関すること
　・道路の新設及び維持管理に関すること
　・河川及び砂防の新設及び維持管理に関すること

総務担当
　担当課長・田島
施工監理担当
　担当課長・門間
TEＬ：04894-22-3715

〒369-1871
埼玉県秩父市下影森
1002-1
埼玉県秩父県土整備
事務所

・秩父鉄道　影森駅から
徒歩約7分
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77
県土整備
部

本庄県土整備事
務所

　本庄県土整備事務所では、県の北西部、本庄市、美里
町、神川町及び上里町における県管理の道路、橋りょう、河
川、砂防などの公共土木施設の維持管理、建設に関するこ
とを所管しています。
　インターンシップに参加される皆さんには、上記の公共土
木施設に係る業務に従事することができます。
・公共事業の現地調査
・公共事業における設計、積算業務の補助
・公共事業の現場見学
・河川、砂防巡視などの補助

・管理担当
・用地担当
・道路施設担当
・道路環境担当
・河川砂防担当
・道路相談担当

2 問わず 土木系 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)管理担当：道路や河川の管理に関すること
(2)用地担当：道路や河川の用地買収に関すること
(3)道路施設担当：道路の新設、改良に関すること
(4)道路環境担当：道路や橋りょうの補修、維持に関すること
(5)河川砂防担当：河川や砂防施設の新設や補修、維持に
関すること
(6)道路相談担当：道路の苦情、応急修繕、巡視に関するこ
と

副所長・石坂
TEL:0495-21-3141

〒367-0031
埼玉県本庄市北堀
818-1

・ＪＲ高崎線本庄駅南口
から徒歩20分

78
県土整備
部

熊谷県土整備事
務所

熊谷県土整備事務所は、熊谷市、深谷市、寄居町地内の道
路や河川の整備、維持管理などの業務を所管しておりま
す。現在、橋りょうの新設や修繕、バイパス道路や歩道の整
備、河川改修や水辺環境の整備などを行っております。
工事の設計積算や現場監督、用地取得や施設管理の事務
などを体験してみませんか。

施工監理担当 1 理系 土木 9月17日(火) 9月20日(金) 4日間

熊谷県土が担当している業務
１　橋りょうの新設及び修繕、道路や歩道の整備等
２　河川改修及び水辺環境の整備等
３　工事及び委託業務の設計積算、協議調整等
４　公共工事の品質確保、検査業務
主に、上記業務について、机上及び現場での研修

施工監理担当
施工監理主幹・秋山
ＴＥＬ：048-533-8778

〒360-0841
埼玉県熊谷市新堀500
番地

ＪＲ高崎線籠原駅徒歩
10分

79
県土整備
部

行田県土整備事
務所

　当事務所は、県庁県土整備部の地域機関です。
　当事務所では、道路、橋りょう、河川などの工事の施工・
維持管理及び道路・河川の占用許可に関する業務を行って
います。
 　主な事業は、①一般国道１２５号加須羽生バイパスの４車
線化、１２２号重用区間の６車線化、②一般国道１２５号栗
橋大利根バイパスの整備、③管内全域の橋りょう耐震・修
繕工事、④騎西鴻巣線等の交差点整備 、⑤中川（上流工
区）の河道改修等です。

・道路担当
・河川担当
・管理担当
・用地担当
ほか

1 理系
建設系学
科

8月26日(月) 8月30日(金) 5日間

実習では
・道路の企画立案、設計のポイントや現場の確認
・橋梁の耐震補強や補修の事例
・河川の設計、現場の監理
・施設の管理　など
を経験していただきます。

施工監理担当
担当課長・貝和
TEL：048-554-5211

〒361-0023
埼玉県行田市長野943

秩父鉄道　東行田駅か
ら徒歩約１０分

80
県土整備
部

越谷県土整備事
務所

　越谷県土整備事務所は、春日部市、草加市、越谷市、八
潮市、三郷市、吉川市及び松伏町の６市１町を所管してい
る。
　管内は、埼玉県の面積の約1/15であり、人口は県人口の
1/6を占め、大部分が都市部となっている。
　こうした都市部の道路、橋りょう、河川、街路などの公共土
木施設に係る工事の施工・維持管理及び道路・河川の占用
許可に関する業務を行っている。

・管理担当
・用地担当
・道路施設担当
・鉄道高架担当
・河川担当
・道路環境担当

1 理系 土木 8月26日(月) 9月6日(金) 10日間

・橋りょう事業や道路改築事業
・橋りょうの耐震補強や修繕事業
・河川改修や排水機場整備事業
･春日部駅付近連続立体交差事業などについて
　工事現場監督、業務打ち合わせ、会議資料作成など、職
員とともに県土整備行政の最前線の仕事を実習します。

施工監理担当
施工監理主幹・坂巻
担当課長・石川
TEＬ：048-964-5221

〒343-0813
埼玉県越谷市越ヶ谷4-
2-82

・東武スカイツリーライ
ン越谷駅から徒歩約10
分

81
県土整備
部

杉戸県土整備事
務所

　当杉戸県土整備事務所は、県北東部の久喜市・蓮田市・
幸手市・白岡市及び宮代町・杉戸町の４市２町の県道等４７
路線、１６の一級河川の整備や維持管理を行っており、平成
３１年度の事務所の予算は５８億円余となっている。
　特に、県内を通過する主要道路である圏央道や東北自動
車道へのアクセス道路の整備や浸水被害をもたらしている
ゲリラ豪雨対策としての河川改修、社会問題となっている公
共土木施設の老朽化対策を中心に事業を進めている。

・河川担当
・道路施設担当
・道路環境担当
・施工監理担当
・管理担当

1 理系 土木 8月5日(月) 8月9日(金) 5日間

次の担当において、実習をいただく予定です。
・河川担当
　河川計画、河川改修工事に関すること
・道路施設担当
　道路改良工事に関すること
・道路環境担当
　道路の維持管理に関すること
・施工監理担当
　積算、入札制度に関すること
・管理担当
　道路法、河川法等に基づく許認可事務

施工監理担当
施工監理主幹・上田
担当課長・齋藤

〒345-0036
埼玉県北葛飾郡杉戸
町杉戸432

・東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ東武
動物公園駅東口から徒
歩２０分
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82
都市整備
部

都市計画課・
田園都市づくり課

　都市計画課では、都市計画、都市施設、開発許可などま
ちづくりに関することを所管しています。
　また、田園都市づくり課では、埼玉県の豊かな田園環境と
調和した産業基盤づくりの支援と良好な景観形成の促進に
関することを所管しています。
　インターンシップに参加される皆さんには、都市計画（まち
づくり）の手法全般について、学んでいただきます。
　職員に付いて実務を学び、座学で都市計画の法手続き等
を学びながら、現場視察の体験なども予定しています。
　県内のまちづくりを計画的に推進する魅力ある仕事を経験
してみませんか。

都市計画課
・総務・企画担当
・都市計画担当
・施設計画担当
・開発指導担当
田園都市づくり課
・産業基盤づくり
支援担当
・景観・屋外広告
物担当

2 理系
土木もしく
は建築関
係

8月1日(木) 8月7日(水) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
都市計画課
(1)総務・企画担当：都市復興、総合都市交通体系調査、物
流効率化
(2)都市計画担当：都市計画区域、整備・開発・保全の方針、
区域区分、地域地区
(3)都市施設担当：都市計画道路、都市施設
(4)開発許可担当：開発規制、宅地防災

田園都市づくり課
(1)産業基盤づくり支援担当：田園都市産業ゾーン基本方針
にもとづく産業基盤づくりに関すること
(2)景観・屋外広告物担当：広域景観形成支援プロジェクトに
関すること

都市計画課総務担当
主幹・小川
TEＬ：048-830-5331
田園都市づくり課
副課長・小野寺
TEＬ：048-830-5545

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第二庁舎２階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

83
都市整備
部

市街地整備課

市街地整備課では、道路、公園、下水道等の公共施設と宅
地とを総合的かつ一体的に整備する「土地区画整理事
業」、駅周辺等の老朽木造建築物が密集している地区等に
おいて、不燃化された共同建築物の建築、公共施設の整備
等を行う「市街地再開発事業」、地域の歴史・文化・自然環
境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都
市の再生を効率的に推進する「都市再生整備計画事業」な
どを担当しています。
インターンシップに参加されることで、上記のまちづくりに関
する業務を体験することができる絶好の機会となりますの
で、やる気のある方は積極的に募集をお願いします。

・総務・地域づくり
担当
・企画・再開発担
当
・八潮新都市等
整備・区画整理
担当

1 理系
土木もしく
は建築関
係

8月19日(月) 8月30日(金) 10日間

（１）初日は事業概要等を説明します。
（２）２日目以降は、以下の担当ごとに資料作成補助、現地
視察などの実習していただく予定です。
・総務・地域づくり担当：都市再生整備計画事業、立地適正
化計画などに関すること
・企画・再開発担当：住宅密集地改善促進事業、市街地再
開発事業などに関すること
・八潮新都市等整備・区画整理担当：土地区画整理事業な
どに関すること
（３）最終日に成果の発表をしていただく予定です。

総務・地域づくり担当
主幹　波間（はま）
ＴＥＬ：048-830-5388

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第二庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

84
都市整備
部、総務
部

建築安全課
住宅課
営繕課
管財課

　埼玉県に建築職として採用されると、県有施設の設計・工
事、建築物の法規制、住宅政策に関する業務など、幅広い
業務に携わります。
　インターンシップに参加される皆さんには、それぞれの担
当課において、業務概要の案内、実際の事務処理や打合
せへの参加などの実務体験、工事現場の視察などを行って
いただく予定です。
　実際の業務に触れてもらい、皆さんの将来に「埼玉県の建
築職職員」という選択肢を加えていただきたいと思います。

建築安全課
住宅課
営繕課
管財課
の各担当

3 理系 建築関系 9月2日(月) 9月4日(水) 3日間

次の担当課において、実習していただく予定です。
建築安全課：建築物の法規制に関すること
住宅課：住宅政策に関すること
営繕課：県有施設の設計・工事に関すること
管財課：県有施設のファシリティマネジメントに関すること

建築安全課
企画担当
主幹　錦戸
TEL:048-830-5524

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第２庁舎１階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

工事現場の視
察は、県内の
各現場で行い
ます。

85
都市整備
部

設備課

少子高齢化、環境、エネルギー問題等、現代社会はさまざ
まな課題を抱えています。設備課ではそれぞれの課題を踏
まえ、単に機能を満たす設備改修だけでなく、創エネ、省エ
ネ機器の積極的な導入、ライフサイクルコストを考慮した設
備改修、利用する人々のニーズに適した施設づくりに取り組
んでいます。

・企画・設備技
術・大規模担当

3 理系
電気、機
械工学関
系

8月5日(月) 8月9日(金) 5日間

工事現場における工事監理の現場視察（学校、県営住宅
等）。
完成した施設の現場視察。
工事発注事務の流れ

企画・設備技術・大規
模担当
主幹・信田
主任・星
TEL:048-830-5638

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第二庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

工事現場視察
の場合あり

86
都市整備
部

八潮新都市建設
事務所

　八潮新都市建設事務所では、つくばエクスプレスの整備と
一体となって、沿線における良質な宅地の供給と魅力ある
まちづくりを目指し、八潮駅周辺で土地区画整理事業を行っ
ています。
　本事務所は、その中で約９９ヘクタールの土地区画整理
事業を施行しており、平成９年度の事業着手以降、建物移
転や道路整備、宅地造成などを進めています。
　なお、埼玉県内で県自らが施行する土地区画整理事業を
経験できるのは、本事務所だけです。

・総務・企画調整
担当
・補償担当
・換地・事業推進
担当
・工務担当

1 理系 土木関係 8月26日(月) 9月6日(金) 10日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・企画調整担当：事業の概要や意義、予算、進捗状
況等に関すること
(2)補償担当：地権者等に対する補償に関すること
(3)換地・事業推進担当：仮換地等の手順や保留地の販売
に関すること
(4)工務担当：宅地造成・道路築造等に係る視察・検査の臨
場等に関すること

総務・企画調整担当
担当部長・石渡
TEL：048-998-4545

〒340-0812
埼玉県八潮市中馬場
52-2

・東武スカイツリーライ
ン草加駅からバス約20
分「浄水場前」下車、徒
歩約1分
・つくばエクスプレス八
潮駅からバス約10分
「浄水場前」下車、徒歩
約1分
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87
人事委員
会事務局

任用審査課

　人事委員会事務局は、県職員を目指す方々への説明会
の開催や試験の運営など、採用活動を実施しています。
　インターンシップに参加される皆さんには、先輩職員への
インタビューや、パンフレット・HPの記事作成を行っていただ
く予定です。作成したものは実際に職員募集パンフレットの
一部として掲載予定です。
　現場の空気を感じたり、実際の職員の方から話を聞ける
良い機会です。また、成果物が形になるという達成感も得る
ことが出来ます。
　”埼玉県の魅力とは？”、”埼玉県職員の仕事とは？”。一
緒に考え、皆さんのアイデアを形にしてみませんか？

採用試験担当 3～5 問わず 9月9日(月) 9月13日(金)
9日(月）、11日

（水）、13日（金）
の3日間

採用試験担当において、令和２年度職員採用試験を受験さ
れる方に向けたパンフレットの作成業務に関すること等を
行っていただきます。
具体的には、パンフレットに掲載する記事の作成（先輩職員
へのインタビュー含む）や写真の撮影などの業務を想定して
います。
なお、実習の様子を撮影させていただき、パンフレットに掲
載する場合がございますので、ご了承ください。

採用試験担当
主任・溝口
主事・猪俣
TEL：048-830-6425

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第二庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

地域機関（さい
たま市内）に出
張する場合が
あります。

88
労働委員
会事務局

審査調整課

　労働委員会は、労使間のトラブル解決のために中立・公
正な立場であっせんなどの紛争解決の支援や不当労働行
為の救済を行っています。
　弁護士や学識経験者による「公益委員」、労働組合役員に
よる「労働者委員」、経営者団体役員等による「使用者委
員」の三者で構成され、事務局が事前に紛争内容や労使双
方の言い分などを調査・聞き取りをし、争点を整理するなど
委員をサポートする役割を担っています。
※現実に起きている労使紛争を扱っていますので、活字の
世界からは分からない生きた題材に触れることができます。

・審査調整第一
担当
・審査調整第二
担当

1 文系 法学部 8月上旬 9月中旬 3日間

　労働委員会で取り扱う事件の資料整理、あっせん・審問期
日の準備補助、不当労働行為事件の傍聴（実習期間中に
調査・審問期日があった場合）、労働委員会の会議（総会、
公益委員会議、全国会議等）の準備補助、ＨＰの更新や広
報資料の作成など。

審査第一担当
主幹　安永
審査第二担当
主幹　野口
TEL048-830-6455

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁本庁舎３階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

89 企業局 水道企画課

　水道企画課では、工業用水道事業（県南部の工場等に工
業用水を供給する事業）と水道用水供給事業（水道用水を
市や町等に供給する事業。市や町では、県から送られた水
と独自に確保した水を合わせて各家庭等に水道水として
送っています。）を運営する上で必要となる次の事業を主に
実施しています。
　①　事業の経営分析、料金制度、広報に関すること
　②　水道料金の徴収等に関すること
　③　施設整備、水源開発等、各種計画策定に関すること
　普段何気なく使っていて、日々の生活に無くてはならない
水－そんな水に関わる仕事に触れてみませんか。

・業務・営業担当
・企画・経営担当
・水源計画担当
・施設計画担当

1 問わず 8月19日(月) 8月22日(木) 4日間

　次の業務に関する事務を主に実習していただきます。

【ダムと浄水場を見学するツアーの実施に関する業務】
　　8月20日に実施するバスツアーを手伝っていただき、
　参加者の案内等を通して、水道用水供給事業に対する
　理解を深めます。

　　また、その他、水道用水供給事業の将来見通しに関連
　する事務などを適宜、実習していただく予定です。

副課長・家田
TEＬ：048-830-7055

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-14-21
職員会館４階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

8月20日（バス
ツアー当日）の
集合時間、場
所は別途御案
内します。

90 企業局 地域整備事務所

　地域整備事務所では、圏央道や高速道路沿線への企業
立地ニーズに対応するため、現在11地区の産業団地の整
備を行っています。
　産業団地では、区画道路、調整池、公園など様々な施設
の整備を進めており、インターンシップに参加される皆さん
には、設計積算業務や監督業務補助を行っていただく予定
です。
　このため、施工状況や完成した施設など現場で見て体験
できる絶好の機会です。

本所・支所
　工事担当

2 理系 8月21日(水) 8月23日(金) 3日間

次の業務を実習していただく予定です。
・実施設計業務：関係機関との協議補助
・設計積算業務：工事設計書の積算、検算
・監督業務：工事の監督業務（段階確認検査等）

北部支所
石坂
ＴＥＬ：048-598-7140

本所
〒330-0852
埼玉県さいたま市大宮
区大成町1-528-1

支所
〒365-0028
埼玉県鴻巣市鴻巣850

本所
・ＪＲ大宮駅西口から徒
歩20分

支所
・ＪＲ鴻巣駅東口からバ
ス鴻巣市役所下車徒歩
2分

91 企業局 大久保浄水場

　大久保浄水場では、さいたま市・川口市等の１５市１町に
水道用水を供給しています。また、さいたま市・川口市等の
４市域にある９３事業所に工業用水を供給しています。
　インターンシップに参加されるみなさんには、浄水場での
就業体験を通じて、安全で良質な水がどのように作られる
かを体験できる絶好の機会です。
　みなさんの御応募をお待ちしています。

・運用管理部
・電気施設部
・機械施設部
・水質部
・工務部

2 理系 9月2日(月) 9月6日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
運用管理部：水運用等に関すること
電気施設部：電気設備に関すること
機械施設部：機械設備に関すること
水質部：水質に関すること
工務部：工務に関すること

総務担当
担当課長・相川
℡：048-852-8841

〒338-0814
埼玉県さいたま市桜区
大字宿618

・ＪＲ浦和駅西口からバ
ス（国際興業）大久保浄
水場下車徒歩１分

92 企業局 庄和浄水場

　埼玉県では、川の水を浄化して水道用水を作り、市
や町に供給しています。市や町では、県から送られた
水と独自に確保した水を合わせて各家庭や事務所に
水道水として送っています。つまり、県営水道は「水の
製造・卸問屋」としての役割を果たしています。
　庄和浄水場では、１日あたり３５０，０００立方メートル
の最大給水能力を有し、７市１町に給水を行っていま
す。

・総務担当
・技術第一担当
・技術第二担当
・水質担当
・工務担当

1 理系 8月26日(月) 8月30日(金) 5日間

浄水場で行っている主な仕事をバランスよく体験していただ
きます。
・浄水場の施設の巡視点検や管理室の運転操作などを体
験します。
・分析機器を利用した水質検査などを体験します。
・給水栓取り付け作業や取水口の堆砂状況調査、管路巡視
などを体験します。

総務部
総務部長　齊藤
TEＬ：048-746-4411

〒344-0113
埼玉県春日部市新宿
新田100番地

・東武アーバンパークラ
イン南桜井駅から徒歩
４０分又はタクシー１０
分
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93 企業局
水質管理セン
ター

埼玉県では、県内５７市町及び県外１町に対し、５浄水場か
ら毎日約１７０万トンの水道用水を送っています。各市町で
は、必要に応じてこの水に地下水などを加えて各家庭に水
道水を送っています。
　水質管理センターは、常に安全な水を送るために、定期的
に約２００項目に及ぶ水質検査を実施しています。また、水
道水の原料となる、利根川、荒川、江戸川を監視し事故の
早期発見、早期対応に努めています。さらに、さまざまな水
質課題に関する調査研究を行っています。

・調査担当
・監視・支援担当
・検査担当

2 理系
・化学系
・生物系

8月26日(月) 8月30日(金) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
（１）調査担当
　水処理実験：浄水処理に使用する薬剤の適正量を決める
などのために行うジャーテストなど
（２）監視・支援担当
　河川調査：水道水源である河川水の採水と水質調査
（３）検査担当
　水質検査：浄水場で毎日行う簡易な検査及び精密機器を
用いる検査

副所長　長井
ＴＥＬ：048-558-1051

〒361-0024
埼玉県行田市小針
1632

JR高崎線吹上駅からタ
クシー約１５分
（職員用送迎バスあり）

94 病院局
埼玉県立小児医
療センター

　小児医療センターは、「For the future for the children-子
どもたちの未来は私たちの未来-」を理念に掲げ、一般医療
機関では対応困難な小児の疾患の診療を行う3次医療を
担っています。
　今回のインターンシップでは、小児病院における職場体験
を通じ、小児病院ならではの薬剤業務の特徴などを学習い
ただきます。
　未来あるこどもたちのために、小児医療センターでの仕事
を経験してみませんか。

薬剤部 4 理系 薬学部 8月20日(火) 8月22日(木) 3日間

・業務紹介、院内見学
・調剤に関する講義・実習
・注射薬調剤に関する講義・実習
・医薬品情報に関する講義・実習
・服薬指導業務に関する講義・実習

総務・職員担当
主事・藤平
TEL:048-601-2276

〒330-8777
埼玉県さいたま市中央
区新都心1番地2

・JRさいたま新都心駅
から約5分
・JR北与野駅から徒歩
約6分

95 下水道局
荒川左岸南部下
水道事務所

　当所は、流域下水道関連５市（さいたま市、川口市、上尾
市、蕨市、及び戸田市）を管轄区域として、流域下水道の建
設及び管理に関する事務を所掌しています。処理面積１７，
６９４ha、処理人口約１９１万人（平成３０年３月末）です。
　荒川左岸南部流域関連の下水道普及率は、平成２９年度
末時点で９３．３％です。
　全国でも最大規模の下水道施設を管理運営する現場を体
験してみませんか。

総務管理担当
工務修繕担当
設備担当

1 理系 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

　各担当を１～２日で回り、家庭や工場から発生する汚水が
公共下水道（関連市）を経由し荒川水循環センターで適切に
処理されるまでの業務を体験いただきます。
　汚水を処理する水処理施設や水処理過程で発生する汚
泥を脱水・焼却・処分を行う汚泥処理施設を見学していただ
くとともに、これらの施設の建設、維持修繕を行うためには、
多種多様な職種（土木、機械、電気、化学及び事務）を必要
としていることや、施設の維持管理全般について学習してい
ただく予定です。

総務管理担当部長
秋山
TEL：048-861-2051

〒336-0026
埼玉県さいたま市
南区辻8-27-20

・ＪＲ埼京線北与野駅か
ら徒歩約7分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約30分

96 下水道局
荒川右岸下水道
事務所

　荒川右岸下水道事務所では、川越市ほか１０市３町を対
象とした流域下水道の計画、建設及び管理に関することを
所管しています。
　インターシップに参加されるみなさんには、下水道の基礎
知識の学習、処理場施設、管渠及びポンプ場の見学、発注
業務の補助及び施設の日常点検体験などを行っていただく
予定です。みなさんの生活には欠かせない下水道につい
て、現場で見て体験できる絶好の機会です。
　このような下水道事務所の仕事を体験してみませんか。

・総務管理担当
・工務修繕担当
・設備担当

2 理系
・土木系
・電気系
・機械系

9月3日(火) 9月5日(木) 3日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務管理：流域下水道の維持管理に関すること
(2)工務修繕担当：流域下水道（土木）の計画、建設及び管
理に関すること
(3)設備担当：流域下水道（設備）の計画、建設及び管理に
関すること

副所長・後藤
TEＬ：048-466-9410

〒351-0115
埼玉県和光市新倉6-
1-1
（新河岸川水循環セン
ター）

・東武東上線朝霞駅か
らバス約7分、積水住宅
下車徒歩約13分

97 下水道局
荒川左岸北部
下水道事務所

・荒川左岸北部下水道事務所では、県内に８つある流域下
水道のうち、５つの流域下水道の改築、修繕、管理等の業
務を行っています。
・インターンシップに参加されるみなさんには、水循環セン
ターの見学、業務委託等の事務補助などを行っていただ
き、一般的な下水処理のしくみのほか、埼玉県が行っている
高度な下水処理の取組状況なども学ぶことができます。
・目立たない存在ですが、「良好な水環境の確保」と「県民
の安全で快適な生活」に資するため、24時間、365日、絶え
間なく流域下水道サービスを提供している下水道事務所の
仕事を体験してみませんか。

総務・管理担当
工務・修繕担当
設備担当

1 理系

土木系
または
電気機械
系

7月下旬 8月上旬 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)総務・管理担当：
　下水道公社及び包括委託業者の委託業務の指導、監督
に関すること
(2)工務・修繕担当：
　土木建築工事（修繕を含む）に係る計画、設計、監督に関
すること
(3)設備担当：
　電気、機械等の設備工事の計画、設計、監督に関すること

総務・管理担当
担当部長　小林
TEＬ：048-728-0016

〒363-0007
埼玉県桶川市小針領
家939
元荒川水循環センター
管理本館３階

埼玉新都市交通
（ニューシャトル）
内宿駅徒歩２８分

98 下水道局
中川下水道事務
所

埼玉県中川下水道事務所は、県内中南東部１５市町の流
域下水を処理する中川水循環センター及び流域下水道管
きょの管理・運営を行っています。水循環センターは６０haを
超える敷地面積を有し、大規模な処理設備により汚水を浄
化し、中川に放流しています。主な業務は、流入汚水量増
加に備えた施設増設、老朽化した設備の改築、放流水量の
管理などです。最近ではこれらに加えて、施設の省エネ、環
境対策、耐震化改修などにも力を入れており、技術力はもと
より幅広い見識が必要になってきています。

工務・修繕担当
又は設備担当

1 理系 8月19日(月) 8月23日(金) 5日間

埼玉県中川下水道事務所は中川水循環センター内にあり、
様々な施設を見ながら業務内容を理解していただけます。
実際に行っていただく業務については、見学を中心とした施
設の理解から入り、業務への同行や様々な打合せにも参加
していただき、下水道業務における技術系職員の役割・やり
がいなどを感じていただきたいです。

総務・管理担当
担当課長・増山
TEＬ：048-952-9080

〒341-0056
埼玉県三郷市番匠免
3-2-2
埼玉県中川水循環セン
ター　管理本館４階

三郷駅南口からバス８
分総合体育館下車徒
歩１５分



令和元年度埼玉県庁インターンシップ受入課所業務内容一覧表 様式2

番号 部局名 課所名 業務内容の特徴・ＰＲ 受入担当名 受入人数 学部系統
望ましい
学科系列

受入始期 受入終期 実習期間 実習内容 担当者 所在地 アクセス 備考

99
教育局教
育総務部

総務課

教育委員会は、学校教育や生涯学習、文化財の活用など、
「教育」に関する事務を扱っている組織です。
　総務課は、教育委員会を代表する課です。教育委員会の
運営、組織・人事の編成のみならず、広報活動や危機管
理、情報セキュリティ管理など、業務の内容は多岐にわたり
ます。他の課や図書館、博物館、県立学校といった教育機
関と連携しながら、組織の魅力をいかに高め、発信していく
かが醍醐味の職場です。

人事担当 2 問わず 8月27日(火) 8月29日(木) 3日間

・教育委員会の組織及び業務内容の説明
・人事担当の業務説明、事務補助（合格者向け説明会準備
等）
・総務課各担当の業務説明、事務補助
・教育機関及びイベント見学・補助等
（教育機関及びイベント見学・補助等は日程により実施しな
い場合があります。）

人事担当
主任・山岸
TEＬ：048-830-6622

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和
区高砂3-15-1
埼玉県庁第2庁舎4階

・ＪＲ浦和駅から徒歩約
10分
・ＪＲ中浦和駅から徒歩
約13分
・ＪＲ武蔵浦和駅から徒
歩約20分

100 教育局
総合教育セン
ター江南支所

総合教育センター江南支所は、農業教育と環境教育を柱に
大きく次の４つの事業を実施している。①農業関係高校の
生徒を対象とした宿泊実習、②小中学生を対象とした農業
体験学習や不登校対策事業、特別支援学校生徒の実習、
③小・中・高・特・養護教諭・学校栄養職員の初任者研修、
④農業や環境に関する教職員の研修を実施している。

農業教育・環境
教育推進担当

2 問わず 教育系 7月29日(月) 8月2日(金) 5日間

「食と農のチャレンジ教室」に関する指導・運営の補助等。
「食と農のチャレンジ教室」は、公立小学校５，６年生の児童
約３０名（希望者）を対象に、１泊２日の「自然・農業・環境」
体験（野菜栽培・草花栽培・飼育体験・自然観察・食品加
工・ＪＩＣＡプログラム等）を実施する事業である。
　当支所のインターンシップは、教員を目指す学生にとっ
て、参考になると思われる。

農業教育・環境教育推
進担当
主任指導主事・原口
ＴＥＬ：048‐536-1586

〒360-0113
埼玉県熊谷市御正新
田1355-1

ＪＲ熊谷栄からバス20
分（バス停名：農業教育
センター）

101 教育局
埼玉県立熊谷図
書館

埼玉県立図書館は、熊谷図書館、久喜図書館2館が一体と
なりサービスを行っています。2館はそれぞれ分野別専門館
として運営しており、熊谷図書館は人文科学、社会科学、産
業分野に加え、海外資料や視聴覚資料を保存提供するほ
か、ビジネス支援室、埼玉資料室を設け、専門的なサービ
スを展開しています。また県内公共図書館等との相互協力
の中心として物流ネットワークの統括業務を行い、さらに県
立図書館2館の資料の収集整理業務も熊谷図書館に集約
しています。

・総務担当
・ビジネス・産業支援担
当
・人文・社会科学資料担
当
・海外資料担当
・地域・行政資料担当
・視聴覚資料・図書館振
興担当
・図書館協力担当
・資料収集・整理担当

2 問わず

司書課程
習得中、
司書資格
取得者に
限りま
す。

8月27日(火) 9月7日(土) 10日間
カウンター関連業務、資料の整理、管理、運用等図書館業
務全般について実習していただく予定です。

企画・システム管理担
当
主席司書主幹・峰岸
TEL：048-523-6291

〒360-0014
埼玉県熊谷市箱田5-
6-1

・ＪＲ及び秩父鉄道熊谷
駅北口から徒歩約20分

102 教育局 久喜図書館

県民の専門的な調査研究活動や課題解決を支援する図書
館です。科学と芸術分野の資料を収集し、県立図書館での
子ども読書支援、障害者サービス、健康・医療情報サービス
の拠点にもなっています。

2 問わず

司書課程
を履修し
ている学
生で図書
館もしくは
関係機関
に就職を
希望する
者

9月上旬 9月中旬 9日間 図書館業務全般

自然科学・技術資料、
芸術・文学資料担当
主席司書主幹・小西
TEL：0480-21-2659

〒346-8506
埼玉県久喜市下早見
85-5

JR宇都宮線・東武伊勢
崎線　久喜駅から徒歩
約20分

103 教育局
歴史と民俗の博
物館

埼玉県立歴史と民俗の博物館は、歴史・民俗・美術を扱う
人文系総合博物館です。県内の貴重な文化財を収蔵・展示
したり、テーマを設けた特別展、企画展を開催しています。
今年度は、夏の企画展「北沢楽天と時事漫画」をはじめ、秋
の特別展「子ども/おもちゃの博覧会」、冬の企画展「縄文時
代のたべもの事情」を予定しています。体験ゾーン「ゆめ・体
験ひろば」では、「藍染ハンカチづくり」「勾玉づくり」などのも
のづくり体験ができます。博物館の仕事を体験してみません
か。

企画担当 5 文系 9月3日(火) 9月6日(金) 4日間
資料担当業務（図書整理）・収蔵庫整理・展示室整理・もの
づくり工房での体験指導

企画担当
主任専門員・利根川
ＴＥＬ：048-645-8171

〒330-0803
埼玉県さいたま市大宮
区高鼻町4-219
埼玉県立歴史と民俗の
博物館

◆東武アーバンパーク
ライン（野田線）大宮公
園駅下車　徒歩5分
　大宮方面から　 ：大宮
駅から2駅、乗車約4分
　春日部方面から：春日
部駅から7駅、乗車約18
分

104 教育局
さきたま史跡の博
物館

　国指定史跡「埼玉（さきたま）古墳群」がある約37万㎡をこ
える古墳公園内にさきたま史跡の博物館は設置されていま
す。稲荷山古墳から出土した国宝「金錯名鉄剣」をはじめと
する出土品の展示及び史跡整備を行っています。また、展
示解説のほか、館内には「まが玉づくり」などの体験ができ
るさきたま体験工房があり、家族・学校団体等に体験活動を
提供しています。
　埼玉県名発祥の地で文化財を守り、県民の生涯学習の場
である博物館の仕事を体験してみませんか。

・広報・学習支援
担当（体験実習
補助）
・史跡整備担当
・総務・公園管理
担当

3 文系 9月24日(火) 9月28日(土) 5日間

通常の博物館業務に加え、まが玉づくりなどの体験活動の
補助、公園環境整備の体験、企画展の準備作業、出土品の
整理などの業務を体験することができます。
・広報学習支援担当：まが玉づくりなど体験活動の補助
・史跡整備担当：土器の清掃や資料整理など
・総務・公園担当：受付業務、古墳公園内の環境整備ボラン
ティア体験など

広報学習支援担当
担当課長・森　淳史
TEＬ：048-559-1181

〒361-0025
埼玉県行田市埼玉
4834
埼玉県立さきたま史跡
の博物館

・ＪＲ吹上駅から朝日バ
ス　 「佐間経由　行田
折返し場・総合教育セ
ンター・行田工業団地
行」乗車（乗車時間約１
０分）
 『産業道路』下車　　徒
歩約１５分

105 教育局 自然の博物館

　博物館の職員は、普段どのような仕事をしているか知って
いますか？博物館内の展示を直したり、収蔵している資料
の整理をしたり、研究したりと様々な業務を行っています。
　博物館職員と一緒に働きながら、博物館の裏側をのぞい
てみませんか？

・企画・広報担当
・自然担当

3 問わず 8月28日(水) 9月1日(日) 5日間

次の担当において、実習していただく予定です。
(1)企画・広報担当：受付業務補助（クイズの答え合わせ）、
博物館グッズの袋詰め、広報物の発送作業等
(2)自然担当：収蔵資料の整理（地質、動物、植物）、ＩＰＭ(総
合的有害生物管理）の補助等

企画・広報担当
担当課長・秋山
TEL： 0494-66-0407

〒369-1305
埼玉県秩父郡長瀞町
長瀞1417-1

・秩父鉄道「上長瀞駅」
から徒歩約5分
・秩父鉄道「長瀞駅」か
ら徒歩約15分


