鳥取県

令和４年度インターンシップ実施予定所属一覧
（7/14農地・水保全課を追加しました）
※★印のある所属を希望する場合、実習申込書の「希望日程」欄に、希望する日程を記入ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況や災害等の対応により受入内容（業務内容、期間、受入条件）の変更や受入を中止する場合があります。
※所在地までの公共交通機関がない機関も含まれます。予め交通手段を検討した上で申込ください。
※受入中の現地視察などの庁舎外出張は公用車に同乗いただきます。
所属名
統計課

所在地
鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

受入可能な業務内容
・統計データの収集およびグラフ等の作成
・課ウェブページの更新
（子ども向けページ等）

受入可能
人数
受入が可能な期間等
（単位：人）
1
令和４年９月５日（月）～９日（金）

ふるさと人口政策 鳥取市東町1丁目220
課
（県庁本庁舎内）

・移住定住促進に係る意見交換会
・他自治体の移住支援策調査
・移住定住に係る情報発信
・関係人口の促進にかかる業務 等

1

令和４年９月５日（月）～９日（金）

市町村課・
県民参画協働課

【市町村課】
・地域づくり推進部の施策・取組の概要説明
・交付金等を活用した施設の視察
・市町村財政の状況説明 等

1

令和４年９月５日（月）～９日（金）

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

受入条件
（志望職種や専攻等）

【県民参画協働課】
・とっとり県民の日準備
・補助金交付先現地視察
・県民活動活性化センター視察
・元気フェス実行委員会準備
・内部統制実地検査
・開示請求対応依頼起案
・個人情報保護法制検討見学
・県庁見学随行
文化政策課

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

・全国高校生短歌大会応募作品のデータ入力等
・文化芸術活動支援補助金の交付申請（２次募集）の形式審査
（※予算の関係上募集しない可能性あり）
・民藝のモデルコース取材（※時期、内容が未定のため実施でき
るか未定）
・指定管理運営評価委員会の開催準備補助
・県民文化会館等指定管理施設の視察
・鳥取県美術展覧会（県展）の準備補助等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

埋蔵文化財セン
ター

鳥取市国府町宮下1260

・企画展示展示替
・遺物整理
・試掘調査
・木製品保存処理補助
・木製品分析準備補助
・出土品の整理 等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

環境立県推進課

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

・生活環境部各課における業務説明、体験
・現地指導への同行
・他自治体の取組の情報収集
・各種調査業務のデータ整理 等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

衛生環境研究所・ 東伯郡湯梨浜町南谷526
原子力環境セン
ター
★

・研究、検査のサンプル採取の補助
・研究、検査の準備、後片付けの補助
・環境学習の補助 等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）又 ・理科系の学生又は環境に関する分
は、９月５日（月）～９日（金）の日程どち 野を専攻する学生のみ受入可能で
らか一方にて受入れ
す。
・受入決定後、事前アンケートの提出
をお願いします。

食肉衛生検査所
★

・と畜検査（食肉検査）業務の補助
・上記に係る試験検査業務の補助
・と畜検査フィードバック事業の補助

2

令和４年９月５日（月）～９日（金）のうち、 志望職種が「畜産」又は「獣医師」であ
連続する３日間にて受入れ
る学生のみ受入可能です。

森林・林業振興局 鳥取市東町1丁目220
【A日程】
（県庁本庁舎内）

・職員研修会、会議等の動員
・現地視察・実習 等

2

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）の 志望職種が「林業」である学生のみ受
うち、連続する２日間にて受入れ
入可能です。

森林・林業振興局 鳥取市東町1丁目220
【B日程】
（県庁本庁舎内）

・職員研修会、会議等の動員
・現地視察・実習 等

2

令和４年９月５日（月）～９日（金）のうち、 志望職種が「林業」である学生のみ受
連続する２日間にて受入れ
入可能です。

農地・水保全課

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

・地域住民を対象とした研修会に向けた企画・動員
・事業パンフレットの作成
・土地改良事業の現場視察 等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）又 応募者多数の場合、志望職種が「土
は、９月５日（月）～９日（金）の日程どち 木」である学生を優先しますが、その
らか一方にて受入れ
他の職種を志望する学生も受入可能
です。

園芸試験場

東伯郡北栄町由良宿2048

・果樹、野菜、花き等の収穫、調査
・野菜の病害虫の発生調査

2

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

応募者多数の場合、志望職種が「農
業」である学生を優先しますが、その
他の職種を志望する学生も受入可能
です。

林業試験場

鳥取市河原町稲常113

・森林内での調査（対象：樹木、病害虫、作業道等）
・木材の材質試験（項目：強度、寸法安定性、加工性等）

2

令和４年９月５日（月）～９日（金）

志望職種が「林業」である学生のみ受
入可能です。

水産試験場

境港市竹内団地107

・購入魚体解剖測定、データ入力
・境港での市場調査（アジ、サバ、イワシ類）7時頃～
・第一鳥取丸乗船調査（ズワイガニ、カレイ類）２泊３日を予定
・中海等の水温測定 等

2

令和４年９月５日（月）～９日（金）

・第一鳥取丸での２泊３日で乗船体験
を予定しているため、乗船が可能な県
内在住の学生のみ受入可能です（乗
船中の食事は支給）。
・応募者多数の場合、志望職種が「水
産」である学生を優先しますが、その
他の職種を志望する学生も受入可能
です。

西伯郡大山町小竹129-7

※7/14追加

志望職種が「文化財主事」又は「学芸
員」の学生のみ受入可能です。

所属名

所在地

受入可能な業務内容

受入可能
受入条件
人数
受入が可能な期間等
（志望職種や専攻等）
（単位：人）
1
令和４年８月29日（月）～９月２日（金）又 志望職種が「土木」である学生のみ受
は、９月５日（月）～９日（金）の日程どち 入可能です。
らか一方にて受入れ

技術企画課
★

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

・以下業務に係る資料作成の補助等
・人材育成のための技術研修等への参加・企画
・建設産業の担い手確保、魅力発信に係る業務
・土木施設愛護ボランティア制度に係る業務
・技術調査（積算歩掛、単価改定、基準改定等）に係る業務
・災害復旧、都市計画に係る業務
・建設工事現場視察 等

道路企画課・
道路建設課

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

・各種広報・要望資料等の作成補助
・道路事業の費用対効果分析に係る作業補助
・道路事業の進捗管理資料の作成補助
・その他各県土整備局照会の取りまとめ作業 等

2

令和４年９月５日（月）～９日（金）

志望職種が「土木」である学生のみ受
入可能です。

河川課

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

・流域治水に係る資料作成補助及び現場確認
・樋門電動化に係る現場確認・監督補助業務
・各種広報資料等の作成補助及び現場確認
・県内土木工事現場の視察

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

志望職種が「土木」である学生のみ受
入可能です。

治山砂防課
★

鳥取市東町1丁目220
（県庁本庁舎内）

・砂防関係施設の点検調査（ドローン操作補助）
・マニュアル改訂作業補助
・出前講座・防災教育・裏山診断
・治山関係の業務補助 等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）又 志望職種が「土木」である学生又は、
は、９月５日（月）～９日（金）の日程どち 農業土木・森林土木に関する分野を
専攻する学生のみ受入可能です。
らか一方にて受入れ

鳥取県土整備事
務所
【A日程】

鳥取市立川６丁目176
（県東部庁舎内）

・公共工事（道路、河川等）の発注、監督等に係る事務補助
・公共工事の現場見学 等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

志望職種が「土木」である学生のみ受
入可能です。

鳥取県土整備事
務所
【B日程】

鳥取市立川６丁目176
（県東部庁舎内）

・公共工事（道路、河川等）の発注、監督等に係る事務補助
・公共工事の現場見学 等

1

令和４年９月５日（月）～９日（金）

志望職種が「土木」である学生のみ受
入可能です。

八頭県土整備事
務所
★

八頭郡八頭町郡家100

・公共工事（道路、河川等）の発注、監督等に係る事務補助
・設計業務や施工管理業務の体験
・公共工事の現場見学 等

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）又 志望職種が「土木」である学生のみ受
は、９月５日（月）～９日（金）の日程どち 入可能です。
らか一方にて受入れ

中部総合事務所
中部県土整備局

倉吉市東巌城町２
（県中部総合事務所内）

（計画調査課）
土石流危険渓流の現地調査、砂防工事全体計画の作成。道路
事業の計画策定など
（河川砂防課）
砂防工事の設計・地質調査業務の内容確認や設計現場の現地
調査。砂防施設の見学
（用地課）
用地補償（土地買収、建物移転等）の算定、契約業務の確認。
用地測量調査の現地確認
（道路都市課）
道路詳細設計業務、積算業務、工事現場監督業務
（維持管理課）
道路、河川、海岸等のパトロール・補修工事の見学等

2

令和４年９月５日（月）～９日（金）

西部総合事務所

米子市糀町1-160
（県西部総合事務所内）

西部総合事務所（日野振興センター含む）が担う業務全般
（県民福祉局）
・中山間地域等サポートチーム会議への参加
・地域づくり実践団体へのヒアリング 等
（環境建築局）
・自然公園法関係手続き補助 等
（米子県土整備局）
・道路等の社会資本整備についての提案 等
（日野振興局）
・県営林・間伐の作業現場視察 等
（日野県土整備局）
・日野管内公共施設整備現場視察 等

2

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

米子県土整備局

米子市糀町1-160
（県西部総合事務所内）

・道路等の社会資本整備についての提案
・公共工事の設計業務や施工管理業務の体験
・設計図面等の作成（CAD）

2

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）

日野振興センター 日野郡日野町根雨140-1
日野振興局
（県日野振興センター内）
★

・県営林の視察
・造林事業の現地検査・立会
・間伐の作業現場視察
・林道工事の監督・立会
・林内路網の自動設計ソフトの操作
・森林GIS操作体験

1

令和４年８月29日（月）～９月２日（金）又 応募者多数の場合、志望職種が「林
は、９月５日（月）～９日（金）の日程どち 業」である学生を優先しますが、その
らか一方にて受入れ
他の職種を志望する学生も受入可能
です。

日野振興センター 日野郡日野町根雨140-1
日野県土整備局 （県日野振興センター内）

・道路などの公共施設整備について視察
・設計業務や施工管理業務の体験
・工事数量や図面等の作成（ＣＡＤ）

1

令和4年8月29日（月）～9月2日（金）

志望職種が「土木」である学生のみ受
入可能です。

志望職種が「土木」である学生のみ受
入可能です。

志望職種が「土木」である学生のみ受
入可能です。

