
平成２８年度夏期　インターンシップ受入先一覧
実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

大臣官房
政策課環境
政策室

7月25日～8月5日 2週間 1

地球温暖化対策や生物
多様性保全等に関する
会議等への出席やその
概要の作成、農林水産
分野における環境政策
の国民へのPR（資料作
成を含む）等を行う。

環境政策に関心のある方

農林水産分野における環境政策
に関すること。
・地球温暖化対策
・生物多様性の保全
・遺伝資源の利用　等

大臣官房
広報評価課
広報室

7月19日～29日
又は7月25日～8
月5日

2週間 2

・省内報、省公式フェ
イスブック、ツイッ
ター等広報の企画・運
営に関する補助業務
・子ども霞が関見学
デーの運営に関する補
助業務

・広報業務に関心のある者
・パソコンの基本操作が可能
な者
・SNS（フェイスブック、
LINEなど）を活用している者

農林水産省の広報に関するこ
と。
・省の広報に関する企画
・ホームページの運営管理
・広報誌の編集

大臣官房
広報評価課
情報分析室

7月25日～29日 １週間 1

食料・農業・農村白書
編集・広報に関する補
助業務（具体的には、
次期白書作成に向けた
情報収集、子ども霞ヶ
関見学デーにおけるPR
等）

・食料・農業・農村の動向に
ついて関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

食料・農業・農村白書の編集等
に関すること

大臣官房国際部 国際地域課 7月11日～9月
1～3週
間（応
相談）

1
各国の農林水産政策に
ついての情報収集や整
理に関する補助業務

・各国の農林水産政策に関心
のある方
・農業・食品分野などの国際
機関の英文ホームページや報
告書を読解できる程度の語学
力を持つ方
・パソコンの基本操作（ワー
ド、エクセル、パワーポイン
ト）が可能な方

・日本と各国との農林水産分野
における交渉、協力全般に関す
ること
・二国間の農業協力対話、経済
連携交渉（EPA交渉）に関するこ
と



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

大臣官房国際部
海外投資・
協力グルー
プ

7月11日～9月
1～3週
間（応
相談）

1

途上国、新興国におけ
る日本の食産業の進出
や現地の食産業の発展
への貢献についての情
報収集や整理に関する
補助業務

・食料、農業分野の国際的な
課題や日本の食産業の海外進
出に関心のある方
・農業・食品分野などの国際
機関の英文ホームページや報
告書を読解できる程度の語学
力を持つ方
・パソコンの基本操作（ワー
ド、エクセル、パワーポイン
ト）が可能な方

・民間企業における農業分野の
海外投資の促進に関すること
・技術協力等の国際協力及び農
業協力対話の実施に関すること

大臣官房統計部
経営・構造
統計課

９月５日～９月９日 １週間 1 統計作成業務
統計調査に関心がある方、パ
ソコンの基本操作が可能な方

農業経営体の所得など、経営収
支等を把握する統計調査の企
画・実施。

大臣官房統計部

経営･構造
統計課
センサス統
計室

7月11日以降
1～3週
間（応
相談）

1
統計データの編集作業
補助

統計業務に関心があり、パソ
コンの基本操作（エクセル、
ワード、一太郎）が可能な方

農山漁村地域や農林水産従事者
の構造を把握し、政策部局や広
く国民への提供に関すること

消費・安全局
畜水産安全
管理課

7/19～8/5
又は
8/22～9/9

1～2週
間

1
飼料や動物用医薬品行
政の企画・立案に関す
る補助業務

・飼料や動物用医薬品行政に
関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

畜水産物の安全確保に関するこ
と。
・飼料や動物用医薬品等の生
産、流通及び消費の増進、改善
及び調整等

消費・安全局
農産安全管
理課
農薬対策室

７～９月
2～3週
間(応
相談)

1

・農薬に関する情報収
集・整理業務
・農薬の登録検査に関
する補助業務

・農薬の安全確保や規制に関
心のある方
・農芸化学、農学、薬学又は
化学専攻の学生
・パソコンの基本操作が可能
な方

・農薬取締法に基づく農薬の登
録や適正使用に関すること。



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

消費・安全局

農産安全管
理課
遺伝子組換
え体企画
班・管理指
導班

７～９月
2～3週
間（応
相談）

1

・遺伝子組換え生物に
関する国内外の情報の
収集・整理業務
・遺伝子組換え生物の
生物多様性への影響に
関する評価や管理の補
助業務

・遺伝子組換え農作物や微生
物、動物に係る規制に関心の
ある方
・医学、薬学、獣医学、畜産
学、農芸化学、応用化学又は
生物学を専攻した方（分子生
物学を履修し英語に長けてい
る方向きの実習内容となる見
込）

遺伝子組換え生物を使用するこ
とによる生物多様性影響に関す
ること。
・生物多様性影響評価
・承認後モニタリング
・消費者や研究者等、関係者と
のコミュニケーション
・未承認の遺伝子組換え生物の
国内流入防止

消費・安全局 植物防疫課 7月～９月
2-3週
間（応
相談）

1
病害虫防除関係資料作
成業務

農作物の病害虫防除に関心が
ある方、パソコンの基本操作
が可能な方

農作物の病害虫防除に関するこ
と。
・病害虫の侵入防止
・病害虫防除の推進
・農作物の輸出促進

消費・安全局
植物防疫課
検疫対策室

７月下旬が最適
であるが、８月
下旬以外なら受
け入れ可

2-3週
間（応
相談）

1

・植物防疫関連業務の
英語資料の日本語概要
作成
・国際植物防疫条約
（IPPC)国内連絡会準備
など

英語の読み書き可能で、国際
関係業務又は植物検疫に関心
がある方、パソコンの基礎操
作が可能な方。

植物検疫に関する国際関連業務

消費・安全局
動物衛生課
家畜防疫対
策室

7月11日～9月30
日

２週間 1 家畜防疫対策関連業務

・家畜の衛生管理等に関心の
ある方
・パソコンの基本操作が可能
な方

家畜防疫に関すること。
・国内家畜伝染病の発生防止等

消費・安全局
動物衛生課
国際衛生対
策室

7月11日～9月30
日

２週間 1 国際衛生対策関連事務

・家畜等の国際衛生等に関心
のある方
・パソコンの基本操作が可能
な方

国際衛生に関すること。
・海外家畜伝染病の発生に伴う
関連業務等



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

食料産業局 輸出促進課 7月11日～9月末
2～3週
間

2

・農林水産物・食品等
の輸出促進、海外展開
のための補助・委託事
業等に関する補助業
務、広報活動のための
資料作成業務等
（証拠書類の確認・整
理、パソコンへのデー
タ入力、広報素材の収
集・分析等）

・農林水産物・食品等の輸出
業務に関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）操作が可能な者
・英語の読解スキルがあれば
更に望ましい

農林水産物・食品等の輸出促
進・諸外国の輸入規制措置の緩
和、海外展開のための補助・委
託事業等に関する業務、及び広
報活動

食料産業局 産業連携課 7月11日～9月末
2～3週
間

1

6次産業化に関する補助
業務
（具体的には、6次産業
化に関する調査結果の
集計業務、資料作成業
務）

・6次産業化等支援事業関係
業務に関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）操作が可能な者

6次産業化・農商工等連携の推進
に関する業務及びファンド制度
に係る業務

食料産業局 知的財産課
7/11～15
または
7/18～22

1週間 1
地理的表示産品の展示
会準備等業務

農林水産物のブランド化に興
味のある方、パソコンの基本
操作が可能な方

農林水産物・食品に係る地理的
表示保護制度および植物の品種
登録に関すること。

食料産業局
再生可能エ
ネルギーグ
ループ

7月11日～9月末
3週間
（1～2
週間も
可）

1

・農山漁村の活性化に
資する形での再生可能
エネルギーの導入事例
の収集・分析
・農山漁村における再
生可能エネルギー利活
用を推進するための企
画や調整業務の補助

・再生可能エネルギーに関心
のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

農山漁村における再生可能エネ
ルギー利活用の推進に関するこ
と。
・地域主体による取組の拡大を
図るための環境整備
・農山漁村再生可能エネルギー
法の活用促進
・再生可能エネルギーの地産地
消促進
・関係省庁との連携・調整

食料産業局 食品流通課 7月11日～9月末

１～３
週間
（応相
談）

1
食品流通産業の振興に
関わる補助業務等

・食品流通産業に関心のある
方
・パソコンの基本操作が可能
な方

・食品流通業の総合的な振興施
策を担当しています。



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

生産局 園芸作物課 ７月～９月 ２週間 1
園芸農産物関係資料作
成業務

当課業務に関心のある方、パ
ソコンの基本操作が可能な
方。

野菜、果実、花きその他園芸農
産物の生産、流通及び消費の増
進、改善及び調整に関するこ
と。

生産局 技術普及課 ７月～９月

１～２
週間
（応相
談）

1

スマート農業の推進及
び農作業事故撲滅に関
する政策の企画・立案
の補助業務等

・スマート農業の推進や農作
業事故撲滅に関心のある者。
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者。

・普及指導員に関する事
・普及活動に関する事
・スマート農業の実用化等に関
する事
・農業機械化の促進、農機具の
検査・鑑定、農作業安全に関す
ること
・農業生産資材の生産、流通に
関すること

生産局
農業環境対
策課

８月中旬頃～９月末

1週間
から可
（応相
談）

1

農業生産における環境
保全に関する施策の企
画・立案に関する補助
業務
・調査関係データ入力
等資料作成作業

・自然・環境と調和のとれた
農業に関心のある方
・パソコン（エクセル等）の
基本操作が可能な方
・電話対応等ができる方

農業生産における環境保全に関
すること。
・オーガニック・エコ農業の推
進
・農業生産工程管理（GAP）の推
進
・農業分野の地球温暖化対策の
推進
・省エネ型農業の推進
・土づくりの推進

生産局
畜産部
畜産企画課

7月11日～9月
（8月8日～12日
を除く）

２週間 1

畜産に関する政策の企
画及び立案に関する事
務（基本資料の作成補
助業務等）

・畜産行政に関心のある者
・畜産に関する知識（獣医
学、畜産学、生物学等を専攻
している方）を有しているこ
とが望ましい。
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

国民の皆様へ畜産物を安全に安
定的に供給することと畜産農家
などの経営の安定や健全な発展
を図るため、以下のことを中・
長期的な展望に立って施策を総
合的に推進する。
・畜産に関する政策の企画立
案、畜産振興事業、畜産に関す
る生産方式の改善、経営管理の
合理化及び研修、畜産業の金融
及び税制に関すること。



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

生産局
畜産部
畜産振興課

８月中旬～
９月下旬

２週間
以内

1

畜産技術の改良・発
達、家畜の改良・増殖
及び畜産に関する環境
の保全に関する事務の
作業補助、資料の作成

・畜産関係に関心のある者
・畜産に関する知識を有して
いる（獣医学、畜産学、生物
学等を専攻している）ことが
望ましい
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

①畜産技術の改良及び発達に関
すること
②家畜の改良及び増殖に関する
こと
③畜産に関する環境の保全に関
すること
④独立行政法人家畜改良セン
ターの組織及び運営一般に関す
ること

生産局
畜産部
飼料課

7月中旬～9月末 ２週間 2

国産飼料、草地整備、
飼料用米、エコフィー
ド、飼料穀物の備蓄、
流通飼料・配合飼料に
関する関係資料作成業
務

・飼料関係施策に関心のある
者

・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

①飼料生産・需給関連施策等の
総合的企画

②草地畜産整備に関すること

③飼料の安定供給に関すること

生産局
畜産部
牛乳乳製品
課

7月11日～8月26日 2週間 1

・加工原料乳や飲用牛
乳の生産、流通及び消
費の調査分析業務等
・生乳生産行政におけ
る各種データ整理業務
等

・畜産行政に関心のある方
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な方
・畜産に関する知識（獣医
学、畜産学、生物学等を専攻
している方）を有しているこ
とが望ましい。

牛乳・乳製品の生産、流通及び
消費対策等に関すること。
・加工原料乳生産者への支援
・６次産業化や乳業再編合理化
の
　推進等

生産局
畜産部
食肉鶏卵課

7月～8月 2週間 1
食肉鶏卵の流通・消費
等に関する業務の補助
業務

・畜産行政に関心があること
・パソコン（エクセル、一太
郎、ワード、パワーポイン
ト）の基本操作が可能なこと

・食肉、鶏卵その他の畜産物
（牛乳及び乳製品を除く。）の
生産、流通及び消費の増進、改
善及び調整に関すること。
・家畜の取引に関すること。



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

経営局 経営政策課 7月～8月 2週間 1

担い手対策に関する補
助業務
（具体的には、担い手
に関するデータの整
理・入力・関連資料作
成、情報発信業務等）

担い手対策に関心のある者
パソコンの基本操作（エクセ
ル、ワード、パワーポイン
ト）が堪能な者

・認定農業者制度の推進
・農業法人の設立・育成
・農業経営に関する調査・分析
及び情報の収集・提供

経営局 農地政策課 7月11日～9月30日
２週間
（応相
談）

1
農地制度、農地の利用
集積対策等に関する資
料作成の補助

環境保全に関心のある方、パ
ソコンの基本操作が可能な方

農地制度、担い手への農地集
積・集約化、農地中間管理機構
制度、農業生産法人制度等

経営局
就農・女性
課

７月～９月 1週間 1

①就農支援又は経営体
育成支援に関する資料
整理及び取りまとめ等
の補助

②農業・農村における
女性の経営発展に関す
る資料作成等の補助
（農業女子プロジェク
ト等）

就農支援及び農業・農村にお
ける女性の活動促進等に関心
があり、パソコンの基本操作
（エクセル、ワード、パワー
ポイント）及びフェイスブッ
クなどSNSの使用が可能な者

農業を担う人材の育成・確保に
関すること。

・新規就農支援
・経営体育成支援
・女性の活動促進
　（農業女子プロジェクト）等

経営局 協同組織課 ８月22日～９月２日 ２週間 1

農協等の指導監督及び
各種業務報告書の取り
まとめ等に関する業務
補助

①　農協（ＪＡ）が行う農産
　物の販売や資材の購買等の
　取組に関心のある方
②　農協改革の取組等に関心
　のある方
③　パソコンの基本操作（エ
　クセル等）が可能な方

農業協同組合の指導監督に関す
ること
 ・ 農協の優良事例調査・分
析・
  公表
 ・ 農協改革に係るアンケート
調
　査の取りまとめ
 ・ 総合農協統計表等の編纂
 ・ 農協連合会の決算ヒアリン
グ

経営局 金融調整課 ７月11日～９月16日
１週間
又は
２週間

1
農業金融の企画・調整
等に関する補助業務

・農業金融に関心のある者
・パソコンの基本操作（一太
郎（Word）、Excel、
PowerPoint）が可能な者

・農業制度金融の企画・調整・
執行等
・農協系統金融機関の指導、監
督等



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

経営局 保険課

7月11日～8月5
日、
8月22日～9月9日
の間

２週間
(相談
に応じ
ま
す。)

1

農業災害補償制度に関
する知識の習得、農業
災害補償制度に関する
調査の取りまとめ、農
業共済再保険引受業務
の補助　等

・農業災害補償制度に関心の
ある者
・パソコンの基本操作(エク
セル、ワード、パワーポイン
ト等）が可能な者

農業災害補償制度（農業共済制
度）に関すること。
・農作物共済、家畜共済、果樹
共済、畑作物共済、園芸施設共
済に係る指導及び再保険引受事
務
・各共済事業の料率に関する事
務
・各共済の再保険等に係る予
算・決算に関する事務

経営局 保険監理官
７月１１日～７
月２９日

２週間
（１週
間も
可）

1

農業災害補償法に基づ
く農作物等の損害認
定、農業共済団体の指
導等に関する業務の補
助等

パソコン（一太郎、エクセ
ル、ワード等）ができる方。

農作物等の被害に係る損害認定
等に関すること。

農村振興局 農村計画課 7月11日～9月末

２週間
（１週
間も
可）

1
農地転用許可等に関す
る業務

・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な方

農地法に基づく農地転用許可等
に関する業務を行っています。

農村振興局
農村計画課
農村政策推
進室

7月11日～9月末

２週間
（１週
間も
可）

1
地方創生や農山漁村の
活性化及び広報に関す
る業務

・農山漁村の振興政策などの
業務に関心のある方
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な方

農山漁村の振興に関する総合的
な政策の推進に必要な業務を
行っています。

農村振興局 水資源課 8月22日～9月2日 ２週間 1

・国営地区における用
水需要変化の要因分析
業務
・小水力発電導入可能
性分析業務

農業用水に関する基本知識と
関心のある方、パソコンの基
本操作（ワード、エクセル、
パワーポイント等）が可能な
方

農業用水の使用（水利権（かん
がい用水、発電用水、環境用水
等））に関すること。
・河川管理者（国土交通省等）
との協議（河川協議）、連絡調
整
・水の使用に関する技術上の指
導・助言　等



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

政策統括官 農産企画課 ７月

２週間
（１週
間でも
可）

1
米穀の需給政策に関す
る資料作成補助業務

・米の需給政策を含む米政策
全般に関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル・ワード・パワーポイン
ト）が可能な者

主要食糧に関する総合的な政策
の企画及び立案に関すること

政策統括官 地域作物課 7月～8月中旬

２週間
（１週
間でも
可）

1

砂糖の国内消費、輸入
価格、為替相場や、さ
とうきび、てん菜の生
産等に関するデータ整
理及び資料作成に関す
る補助業務

・砂糖の国際的な動向に関心
のある者、北海道、鹿児島、
沖縄の農業に関心がある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

砂糖等の流通、消費の増進等に
関すること。さとうきび、てん
菜等の生産、流通、消費の増進
等に関すること。

政策統括官 穀物課
7月25日～7月29
日

1週間 1
子ども霞が関見学デー
開催（7月27～28日）に
関する補助事務

・お米、ごはん、米粉の消費
拡大に関心のある子供達（幼
児、小学生等）との会話を楽
しめる者

主要食糧の流通及び加工に関す
る事業の発達、改善及び調整に
関すること。
・米の消費拡大に関する企画、
調査、宣伝、普及等

政策統括官 穀物課
8月下旬～9月上
旬

1週間 1

消費者の部屋の特別展
示開催（8月下旬～9月
上旬の一週間）に係る
補助事務

・米の消費拡大に関心のある
者
・消費者の皆さまとのコミュ
ニケーションを意欲的に行え
る者

主要食糧の流通及び加工に関す
る事業の発達、改善及び調整に
関すること。
・米の消費拡大に関する企画、
調査、宣伝、普及等

政策統括官 貿易業務課 ７月～９月

２週間
（１週
間でも
可）

1
国内産麦の流通及び需
要拡大に関する資料作
成補助業務

・麦の生産・加工・流通に関
心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル・ワード・パワーポイン
ト）が可能な者

パン、麺、菓子など多様な用途
で使用されている麦の輸入や国
内で生産されている麦の流通・
加工に関すること。



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

農林水産技術会議事務
局

研究企画課
技術安全室

７月下旬～８月
１～２
週間

1

生物多様性影響評価検
討会準備
遺伝子組換え作物栽培
安全管理業務補助
サイエンスコミュニ
ケーション業務補助

・遺伝子組換え生物等に関心
のある方
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な方

・遺伝子組換え生物に関する生
物多様性影響評価業務
・遺伝子組換え農作物の研究開
発の推進業務

農林水産技術会議事務
局

研究推進課
７月１１日～９月末

１～３
週間
（応相
談）

1 研究開発関係業務
農林水産分野の研究開発に関
心のある方

農林水産業・食品分野の研究開
発に関すること
・生産現場の競争力強化のため
の研究の推進
・農作物の育種研究の推進
・新たな産学連携研究の仕組み
づくり　　　など

林野庁
林政課（広
報）

7月11日～9月末
1～3週
間（応
相談）

２名
（同
時期
には
１
名、
時期
をず
らせ
ば２
名可
能）

・広報関係資料作成業
務
・広報取材・写真撮影
・子ども霞ヶ関デーで
の子供対応（7月25日の
週は必須）

・森林・林業に関する広報業
務に関心のある方
・パソコンの基本操作が可能
な方
・子供対応が可能な方

森林・林業の広報に関すること
・情報誌の作成等情報発信
・マスコミ・一般からの問合わ
せ対応
・新聞・テレビで報道されたも
のへの対応
・関連行事への後援　など

林野庁 企画課
7月中旬～8月上
旬

2週間 1
「森林・林業白書」の
作成に関する補助業務

・「森林・林業白書」の作成
に関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）操作が可能な者

・林業に関する総合的な政策の
企画および立案に関すること。

林野庁 経営課 ７月～９月
２週間
（応相
談）

1
・経営課関係資料作成
業務

・林業経営、林業労働力問
題、特用林産物振興等に関心
のある方。パソコンの基本操
作が可能な方。

・林業経営、林業労働力問題へ
の対応、森林組合指導、特用林
産物振興等



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

林野庁 木材利用課
７月１１日～９

月３０日
２週間 1

・木材利用（木造公共
施設、消費者対策の実
施等）に関する情報収
集・整理、資料の作成

・木材利用の促進に関心のあ
る者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）操作が可能な者

・公共建築物への木材利用推
進、木材利用促進のための消費
者対策などに関すること

林野庁 木材利用課 ８月～９月 ２週間 1

・木質バイオマスに関
する資料の整理等
・木材需給情報及び木
材輸出に関する資料の
作成等

・木質バイオマスに関心があ
る者
・木材需給や木材輸出に関心
がある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト等）が可能な者

・木質バイオマス、木材のリサ
イクルに関すること
・木材の需給・価格の現状把
握、木材需給見通しの作成など
に関すること

林野庁
計画課
海外林業協
力室

①7月25日～8月5
日
②9月12日～9月
30日

①１～
２週間
（応相
談）
②１～
３週間
（応相
談）

各１

・発展途上国における
森林造成への協力を行
う海外林業協力に関す
る調査等

・海外協力等国際関係業務に
関心のある者
・パソコンの基本操作（ワー
ド、エクセル、パワーポイン
ト）が可能な者
・語学力は問いません。

・林業に関する国際協力及び海
外森林資源に係る資料の収集・
分析
・林業に関する国際技術協力
・林業に関する国際会議

林野庁 森林利用課
7月11日～8月5
日、8月15日～9
月16日

３週間 1
・森林環境保全関係施
策の企画立案に関連す
る資料作成業務

森林における環境保全・世界
遺産・生物多様性に関心のあ
る方、ワード（一太郎）、エ
クセル、パワーポイントの操
作に慣れている方

花粉発生源対策、森林に関する
世界遺産や生物多様性等に関す
ること

林野庁 治山課 ８月～９月
２週間
（応相
談）

1

・山地災害を防止する
治山事業、災害復旧、
保安林制度の判りやす
いＰＲ活動の補助業務
（パソコンを使った資
料作成、判りやすいＨ
Ｐの作成・更新等）

・治山事業や災害復旧、保安
林制度に関心のある者
・パソコンの操作（エクセ
ル、ワード、パワーポイント
等）が可能な者。

森林の保全管理に関すること。
・　保安林制度の運用
・　治山事業の実施
・　災害復旧対策の実施　等



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

林野庁
研究指導課
技術開発推
進室

7月11日～9月30日

3週間
（１週
間でも
可）

1

・木質バイオマスのマ
テリアル利用や林業機
械による先進的な作業
システムの構築に係る
技術開発の資料作成

・林業機械の開発や先進的な
木質バイオマスのマテリアル
利用開発の業務に関心のある
者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

・森林・林業に関する技術開発
・林業機械の開発・改良

林野庁
研究指導課
森林保護対
策室

7月11日～9月30日

3週間
（１週
間でも
可）

1

・マツクイムシやシカ
などによる森林病虫獣
害対策や林野火災対策
などに係る資料作成

・森林保護の分野について関
心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

・森林病害虫防除対策
・森林火災・森林の気象等災害
の予防対策

林野庁
研究指導課
(本課）

7月11日～9月30日

3週間
（１週
間でも
可）

1

・林業研究・開発推進
ブロック会議及び森
林・林業分野の人材育
成業務に係る資料作成

・森林･林業･木材産業分野の
試験研究や人材育成について
関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

・森林・林業・木材産業分野の
試験研究及び(研)森林総合研究
所に関すること
・森林・林業分野の人材育成に
係る研修及び技術の普及指導事
業等

林野庁 経営企画課 7月11日～9月末

2週間
（1週
間も
可）

1

・民有林との連携を
図っている森林共同施
業団地の取組に関する
資料作成、優良事例の
ホームページへのアッ
プの補助

・森林の管理経営に関心のあ
る者
・パソコンの基本操作（一太
郎、エクセル、ワード、パ
ワーポイント）が可能な者

・国有林野事業に関する政策の
企画・立案
・国有林野の管理経営に関する
こと

林野庁
経営企画課
国有林野生
態系保全室

７月11日～９月
末
（8月15日～19日
除く）

2週間
（1週
間も
可）

1

・生物多様性保全（鳥
獣被害対策を含む）に
関する資料作成の補助
業務

・生物多様性に関心のある者
・パソコンの基本操作（エク
セル、ワード、パワーポイン
ト）操作が可能な者

・国有林野に係る森林生態系の
保全に関すること



実習実施機関（局庁名）受入課室 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 課室の業務紹介

林野庁 業務課
7月19日（火）
～7月29日（金）

2週間 2
国有林野事業関係資料
作成業務等

国有林野事業（森林整備、木
材販売、治山等）の実行及び
技術開発・普及に興味のある
方

国有林野の森林整備（造林、林
道の開設及び改良）、治山、森
林の保護（病害虫獣の駆除及び
防止）、産物及び製品の販売、
活用（貸付、売払い）及び所属
の国有財産の管理及び処分に関
すること。

水産庁 漁業調整課 ７月～９月

１週間
から可
（応相
談）

1
大臣管理漁業の管理、
指導等に関する補助業
務

パソコンの基本操作（エクセ
ル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

大臣管理漁業の指導・監督に関
すること
・大臣管理漁業の許認可、指導
等
・漁業者間の調整等

水産庁
漁業調整課
沿岸・遊漁
室

７月～９月

１週間
から可
（応相
談）

1

各都道府県の漁業管理
の指導に関する補助業
務
太平洋クロマグロの資
源管理に関する補助業
務

パソコンの基本操作（エクセ
ル、ワード、パワーポイン
ト）が可能な者

沿岸及び内水面における漁業制
度に関すること。
・各都道府県における漁業管
理・調整の指導
・漁業者と遊漁者との間の調整
等

水産庁 研究指導課 7月～9月

１～３
週間

（応相
談）

1
水産研究調整業務、成
果報告資料作成等

・水産生物の研究や漁船等の
技術開発に興味のある方
・パソコンでワード、エクセ
ル、パワーポイントの基本操
作が可能な方。

・水産に関する試験及び研究に
関すること。
・水産に関する技術の改良及び
発展、普及に関する業務


