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農林水産省

農林水産省におけるインターンシップの受入れ開始について

農林水産省における行政事務に接することにより、学生の学習意欲の喚起、高い職業意

識の育成に寄与するとともに、農林水産業、農山漁村及び農林水産行政に対する理解を深

めてもらうことを目的として、本年度よりインターンシップの受入れを農林水産省（森林

管理局を含む ）において開始することとしましたが、今般、受入部署、受入学生の概要。

等が下記のとおりとりまとまりましたのでお知らせします。

記

１ 受入部署数、受入学生数

農林水産本省の５局（大臣官房を含む ）２庁３０課及び６森林管理局において、合。

計５９名の学生（男２３名、女３６名）を受入れ。

２５大学３３学部から学生を受け入れることとし、多様な専攻の学生に農林水産行政

事務を体験してもらう予定。

今回、組織再編のため受入れができなかった総合食料局、消費・安全局においても、

次回以降受入を予定。

２ 受入概要

農林水産本省においては、本日（７月１４日）より受入れを開始し、順次９月末日ま

での間で受入れを実施。

学生は、１週間から１ヶ月半の間で、農林水産省職員の指導・監督の下、受入課にお

いて資料作成、データ分析等の補助的な行政事務に従事する予定。



（本省）

受入課室名 人数 受入期間 実習内容

大臣官房情報課分析班 1
７月２８日～８月１５
日

・「産業連関表」及び「農業・食料関連産業
の経済計算」の作成の補助

大臣官房情報課年次報告
班

1 ８月１日～３１日
・食料・農業・農村政策審議会施策部会に提
出する資料（食料・農業・農村の現状）の作
成の補助

大臣官房統計部経営・構
造統計課センサス統計室

1 ８月４日～１５日

・農業センサスの中間年次に農家、農業法人
等の農業労働力、土地の流動化などの生産構
造及び就業構造に関する動向を把握するため
の基本構造動態調査を担当する。平成１５年
１月１日に実施した調査結果を基に調査客体
（農家）に還元する資料の作成を補助する。

実習対象事務は、農業物価統計調査の補助と
する。
１．当該調査の目的、調査の実施実態、取り
まとめに当たっての留意事項及び活用の実態
等を３日程度で説明・指導

２．農業物価統計調査結果の取りまとめ及び
公表の補助

１．木材統計調査結果の分析の補助
　製材統計調査、木材チップ工場調査、合単
板材調査、木材価格調査の各調査結果を「第
１報」公表の解説を基本として、素材需給の
動向、木材産業の動向に関して分析・取りま
２．木材需給報告書の編集の補助

　上記分析・取りまとめ結果及び各調査結果
の統計表の編集実務を経験。

大臣官房統計部生産流通
消費統計課消費統計室

1 ８月１日～３１日

・平成１４年度に実施した食品製造業、外食
産業における原材料等の調達の実態を把握す
るための食品産業動向調査結果の分析を行
い、報告書編集の補助

８月２５日～９月１６

・品種登録の出願登録処理義務の補助
・品種登録ホームページ管理の補助

・畜産経営に関する事務の補助

・畜産に係る環境の保全に関する事務の補助

・畜産技術の改良及び発達に関する事務の補
・家畜の改良及び増殖に関する事務の補助

・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に係る資料の収集、整
理、取りまとめの補助

生産局畜産部競馬監督課 1 ９月２６日～３０日 ・競馬臨場監督業務等の補助

生産局畜産部畜産振興課 2 ８月２５日～９月５日

1 ７月２８日～８月１日

生産局種苗課品種登録班 1 ７月１４日～８月８日

・農林水産物の輸出入、関税に関する事務の
補助

生産局種苗課国際班 1
・９月第１・２週につくば市において開催さ
れる国際会議（４０名規模）の事務の補助

大臣官房国際部貿易関税
課

2 ８月４日～２９日

・自由貿易協定（ＦＴＡ）に関する事務の補
助

大臣官房国際部国際政策
課

1 ８月１日～３１日

大臣官房統計部経営・構
造統計課

1 ８月１日～３１日

・第５回ＷＴＯ閣僚理事会へ向けた各種準備
作業等の補助

大臣官房統計部生産流通
消費統計課

1 ７月２２日～８月８日

大臣官房国際部国際調整
課

2 ８月４日～２９日

生産局畜産部畜産企画課



経営局経営政策課 2
①９月１日～５日
②９月８日～１２日

・経営体の育成、法人化の推進、政策評価な
ど経営政策に関する企画・立案関係事務の補
助

経営局構造改善課 2
①７月２２日～２５日
②７月２８月～８月１
日

・農地流動化対策、経営構造対策等に係る調
査、集計、分析事務の補助

経営局普及課 2 ９月１６日～１９日
・都道府県の普及職員を対象とした研修の企
画、実施等に関する事務の補助

・先進的女性農業者等の事例整理（データ
ベース化）の補助
・女性農林漁業者に対する広報資料の作成の
・男女共同参画関連施策の年表作成の補助

経営局協同組織課 2
①７月２８日～８月１
日
②８月１１日～１５日

・農協の事業の運営について、行政の観点か
ら関与する事務の補助

経営局金融調整課 1 ７月２８日～８月１日
・農林漁業金融公庫資金の条件改定要求の取
りまとめ等の補助

経営局保険監理官 1 ９月１６日～１９日
・農業災害補償法に基づく農作物等損害評価
高の認定事務の補助

農林水産技術会議事務局
技術政策課

2
７月２８日～８月２７
日

・イベントの企画、実施等広報関係補助事務
（８月中旬に予定されている、平成１５年度
「子ども霞ヶ関見学デー」において、農林水
産研究開発分野の展示企画、パネル作成、運
・林野庁広報取材に関する事務の補助

・「子ども霞が関見学デー」において実施す
る木工教室の運営に関する事務の補助

・林家、森林組合等の経営分析の補助

・意欲ある林業経営の育成及び林業構造の改
革等に関する政策立案に係る資料作成の補助

①７月２２日～２８日

②８月２２日～２８日

水産庁漁政部漁政課 1 ７月２８日～８月８日 ・政策評価に係る事務の補助

・漁獲可能量制度（ＴＡＣ）に関する企画、
立案及び計画に関する事務の補助
・排他的経済水域等における漁獲量の集計及
び解析並びに関係機関の指導及び連絡調整に
関する事務の補助

水産庁漁港漁場整備部整
備課

1 ７月２８日～８月１日
・漁港漁場整備事業の推進に関する企画・技
術研修等の補助

水産庁資源管理部管理課 2 ８月２５日～２９日

・水産経済に関する情報収集・整理の補助

水産庁漁政部漁業保険課 1 ７月２８日～８月１日 ・災害に関する各種統計事務の補助

水産庁漁政部企画課 1
７月２８日～８月２２
日

・木材利用に関する研究・技術開発情報の分
析及び資料作成の補助

林野庁森林整備部森林保
全課

2
・森林の働きや大切さなどの普及啓発及び国
民参加による活動を進めるための事業運営準
備事務等の補助

林野庁林政部木材課 1 ７月２２日～２８日

林野庁林政部経営課 1 ７月２２日～８月８日

林野庁林政部林政課 1 ８月１８日～２９日

・土地改良事業計画に関する企画及び連絡調
整に関する事務の補助（各種資料作成の補
助、委員会等事務局運営の補助等）

農村振興局整備部水利整
備課農業用水対策室

1 ８月１８日　～２９日
・農業農村整備推進環境保全技術調査の補助
（地域における環境保全型農業の取組による
農産物のブランド化を図る方策の検討）

農村振興局計画部事業計
画課

1 ７月２８日～８月１日

農村振興局地域振興課グ
リーン・ツーリズム推進
室

1
７月２８日～８月２９
日

・農山漁村に滞在して余暇活動を楽しむ「グ
リーン・ツーリズム」の推進に関する政策の
企画調整事務の補助

経営局女性・就農課女
性・高齢者対策推進室

1 ８月２５日～２９日



（森林管理局・森林管理署）

受入部署名 人数 受入期間 実習内容

北海道森林管理局 1 ９月１日～９月５日 ・森林教室準備、検定林調査業務等の補助

・白神山地世界遺産地域等の管理業務等の補
助

・長伐期スギ人工林試験地の樹幹解析に伴う
実務等の補助

・「開かれた国有林」に向けた取り組み等の
補助業務

関東森林管理局 3 ９月下旬（１週間） ・森林・林業に関するデータ入力等の補助

関東森林管理局東京分局 2 ８月５日～１１日
・森林調査、森林環境教育（イベント等）補
助業務等

中部森林管理局 2 ９月８日～１２日
・収穫・販売等の業務（データ入力含む）等
の補助

近畿中国森林管理局 1 ８月２５日～２９日
・森林・林業の普及に関するイベントの企
画、立案、実行業務等の補助

近畿中国森林管理局森林
技術センター

1 ８月２５日～２９日 ・試験地における各種調査業務等の補助

四国森林管理局 1 ７月２２日～２５日 ・森林教室及びイベント準備業務等の補助

九州森林管理局 1 ７月２９日～８月４日
・収穫業務（収穫調査、空中写真活用）等の
補助

東北森林管理局 2 ７月８日～７月１７日


