
番号 部局 実習所属
実習期間①
8/22～8/26

受入
人数

実習期間②
8/29～9/2

受入
人数

実習期間③
9/5～9/9

受入
人数

備考

1 総務部 広報課 8/25～8/26 3 ①の人数追加

2 総務部 学事法制課 8/23～8/26（うち2日間） 1

3 総務部 市町村課 8/25～8/26 2

4 総務部 税務課 8/31～9/2（うち2日間） 2

5 男女共同参画局
青少年男女共同参画課
（男女共同参画室）

8/22～9/9（うち2日間） 1 8/22～9/9（うち2日間） 1 8/22～9/9（うち2日間） 1 ①～③のいずれか2名

6 男女共同参画局
くらし共生協働課
（消費者行政推進室）

8/22～8/26（うち3日間） 2

7 男女共同参画局 人権同和対策課 9/6～9/7 1

8 総合政策部 デジタル推進課 8/22～9/9（うち3日間） 2 8/22～9/9（うち3日間） 2 8/22～9/9（うち3日間） 2 ①～③のいずれか4名

9 総合政策部 地域政策課 8/23～8/25（うち2日間） 1

10 総合政策部 交通政策課 8/22～8/26（うち2～3日間） 2 8/29～9/2（うち2～3日間) 2 ②を追加

総合政策部 総合政策課 8/30～9/2(うち2日間) 1 8/30～9/2(うち2日間) 1 ②～③のいずれか1名

総合政策部 離島振興課 8/22～8/23 1 ①を追加

11 観光・文化スポーツ部 PR観光課 8/22～8/24 2

12 観光・文化スポーツ部 文化振興課
（世界文化遺産室）

8/22～8/24 2

13 観光・文化スポーツ部 スポーツ振興課 8/29～9/2（うち2日間程度） 2

観光・文化スポーツ部 国際交流課 8/24～8/25 2 ①を追加

14 環境林務部 環境保全課 8/22～8/26 2 ①の人数追加

15 環境林務部
森林経営課（かごしま材振興
課・森づくり推進課）

8/22～8/23 2

16 くらし保健福祉部 保健医療福祉課 8/22～8/31（うち2日間） 1 8/22～8/31（うち2日間） 1 ①～②のいずれか1名

17 くらし保健福祉部 社会福祉課 8/22～8/23 1 8/29～8/30 1

18 くらし保健福祉部 健康増進課 8/22～8/26 1

19 くらし保健福祉部 生活衛生課 8月22～8/31の2日間 1 8月22～8/31の2日間 1 ①～②のいずれか1名

20 くらし保健福祉部 薬務課 8/22～8/26（うち2日間） 2 8/29～9/2（うち2日間） 2 9/5～9/9（うち2日間） 2

21 くらし保健福祉部 子ども家庭課 8/22～8/26 1

22 くらし保健福祉部 子育て支援課 8/30～9/2 1

23 くらし保健福祉部
高齢者生き生き推進課
・介護保険室

8/31～9/2 1

24 商工労働水産部 商工政策課 8/23～8/26（うち2日間） 1

25 商工労働水産部
エネルギー対策課
・中小企業支援課

9/1～9/2 1

26 商工労働水産部 産業立地課（新産業創出室） 8/24～8/25 1

27 商工労働水産部 販路拡大・輸出促進課 8/22～8/26（うち3日間） 1 8/29～9/2（うち3日間） 1

28 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 8/22～8/26（うち3日間） 2

29 商工労働水産部 雇用労政課 9/5～9/6 2

30 商工労働水産部 水産振興課 8/24～8/25 1

31 商工労働水産部 漁港漁場課 8/23～8/24 1

32 農政部 農政課（輸出室，ブランド室） 8/23～8/26 2

33 農政部 農村振興課 8/22～8/24 2

34 農政部 農業経済課 9/5～9/7 2

35 農政部 経営技術課 8/22～8/24又は8/31～9/2 2 8/22～8/24又は8/31～9/2 2 ①～②のいずれか2名

36 農政部 農産園芸課 8/22～8/31（うち2日間） 2 8/22～8/31（うち2日間） 2 9/8～9/9 1 ①～②はいずれか2名

37 農政部
畜産課（全国和牛能力共進
会推進室）

8/22～8/25（うち2日間） 2

38 農政部 農地整備課，農地保全課 8/22～8/26 2 8/29～9/2 2

39 土木部 監理課（用地対策室含む） 8/22～23 1

40 土木部 監理課技術管理室 8/22～9/2のうち3日間 2 8/22～9/2のうち3日間 2 ①～②のいずれか2名

41 土木部 道路維持課 8/31～9/2 1

土木部 河川課 9/1～9/2 1 ②を追加

42 土木部
港湾空港課（本港区まちづく
り推進室）

8/23～8/26（うち2日間） 1

43 土木部 都市計画課（生活排水対策室） 9/5～9/9 2

44
国体・全国障害者ス
ポーツ大会局

総務企画課，全国障害者ス
ポーツ大会課，施設調整課，
競技式典課，競技力向上対
策課

8/29～8/31 2

45 危機管理防災局
危機管理課・災害対策
課

8/22～9/9（うち2日間） 1 8/22～9/9（うち2日間） 1 8/22～9/9（うち2日間） 1 ①～③のいずれか2名

○インターンシップ受入所属一覧（最終）



総務部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 総務部 【専攻分野】

課(室)名 広報課 ①期間 8/25～26

受入人数 2   人

②期間 8/25～26

受入人数 1   人 【その他受入条件】

部局名 総務部 【専攻分野】

課(室)名 学事法制課 ①期間 8/23～8/26

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 総務部 【専攻分野】

課(室)名 市町村課 ①期間 8/25～26

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 総務部 【専攻分野】

課(室)名 税務課 ①期間 8/31～9/2

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】
4

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　税制に関する情報収集

２　税務広報関係事務

３　若手職員との意見交換

４　その他事務補助

不問

所属紹介

　税務行政全般に関する業
務を行っています。
　県税の賦課徴収に関する
事務や県税に対する理解を
深めていただくための広報
などに取り組んでいます。 ※備考 税務行政に興味・関心

のある方

実習期間は上記受入可能期間
のうち２日を予定

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　市町村行政全般に関する業務の
補助

２　地方公務員制度や地方創生に関
する資料作成

３　選挙の投票率アップ等に向けた
取組についての企画や資料作成

４　その他事務補助

不問

所属紹介

　市町村行政全般に関する
業務をしています。
　市町村の組織や財政に関
することはもちろん，地方
分権や地方創生など市町村
の各種取組に対する幅広い
支援を行っています。
　また，選挙に関する業務
も行っています。

※備考 地方自治に興味のある
方

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　公文書管理や文書収発に関する
業務
２　情報公開，県政情報センターに
関する業務
３　条例等審査，公報発行に関する
業務
４　不服申立，公益法人に関する業
務
５　私立学校に関する業務
６　宗教法人に関する業務

不問

所属紹介

  文書の収発や文書・公印
の管理，情報公開や個人情
報保護，条例規則の審査，
不服申立に関する事務など
の仕事を行っています。
　また，私立学校，宗教法
人に関する業務も所管して
います。

※備考 ・公文書管理，情報公
開制度，条例等に興
味・関心がある方実習は，①の期間のうち，連

続する２日

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　広報活動の事務補助（ホーム
ページ，フェイスブック原稿作成な
ど）

２　県政広報番組の取材への同行な
ど

３　県庁見学者への同行など

４　庁内放送など

不問

所属紹介

　広報誌，テレビ，ラジ
オ，インターネットなどの
広報媒体を活用し，県民に
対して，県の様々な施策等
について，分かりやすく，
親しみやすく，かつタイム
リーな広報活動に取り組ん
でいます。
　また，できるだけ多くの
県民の声を聞いて，県政に
反映できるように，広聴活
動にも取り組んでいます。

※備考 県の広報・広聴活動に
興味のある方



男女共同参画局



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 男女共同参画局 【専攻分野】

課(室)名
青少年男女共同参画課
（男女共同参画室）

①期間
8/22～9/9のうち
連続する２日

受入人数 1   人

②期間
8/22～9/9のうち
連続する２日

受入人数 1   人 【その他受入条件】

部局名 男女共同参画局 【専攻分野】

課(室)名 くらし共生協働課 ①期間
8/29～9/2のうち
連続する２日

受入人数 2   人

②期間

受入人数 【その他受入条件】

部局名 男女共同参画局 【専攻分野】

課(室)名
くらし共生協働課
（消費者行政推進室）

①期間
8/22～26のうち
連続する３日

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 男女共同参画局 【専攻分野】

課(室)名 人権同和対策課 ①期間 9/6～7

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

4

8月22日から9月9日までの受
入可能期間 １ 　人権意識の普及啓発を目的と

　した研修会等の企画・資料作成

２　人権同和問題に関する研修会
 受講

特になし

所属紹介

　 人権同和行政の総合調
整等に関する業務を行って
います。
  人権同和問題に関する県
民の正しい理解と認識が深
まるよう，国や市町村，関
係機関と連携して，様々な
啓発活動を展開していま
す。

※備考 ・人権に関心のある
  方
・啓発，広報業務に
　興味のある方

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

不問

所属紹介

  「共生・協働による地域社
会づくり」に向けて，地域コ
ミュニティやＮＰＯなど様々
な団体等の連携促進や，地域
づくりの担い手育成・活動支
援，持続可能な地域コミュニ
ティの構築などの施策のほ
か，交通安全に関する企画及
び総合調整に取り組んでいま
す。
　消費者行政推進室では，県
民の消費生活の安定及び向上
を図るため，消費者行政の総
合調整のほか，悪徳商法や偽
造表示などによる消費者被害
の発生や拡大の防止に取り組
んでいます。

※備考 ・地域づくりや，地域
コミュニティ・ＮＰＯ
の活動に関心のある方
・消費者行政に関心の
ある方
・出張の可能性あり

１　「共生・協働の地域社会づくり」
に向けた，県内市町村や地域コミュニ
ティ，ＮＰＯなど様々な団体等に対す
る支援施策の調整，進捗管理，打ち合
わせ等

２　「県共生・協働センター」におけ
るNPO法に基づく諸手続きや，地域コ
ミュニティ・ＮＰＯなど様々な団体等
に対する支援施策の調整，進捗管理，
打ち合わせ等

３　地域課題解決に取り組むＮＰＯ法
人や地域コミュニティ等の活動状況の
把握等

４　消費者行政推進室の業務や県の消
費者行政の取組（消費者に対する広報
啓発，消費者教育，事業者指導，食品
ロス削減等）に関する説明

５　県消費生活センターの概要や相談
業務の説明，消費生活に係るDVD視聴や
パンフレット整理等

など

※　受入日程に応じて，内容の変更あ
り

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

不問

所属紹介

　青少年対策や青少年運動
等の施策に取り組んでいま
す。
　また，男女共同参画や女
性活躍の推進，配偶者から
の暴力の防止に関する業務
を行っています。

※備考

１　青少年の健全育成に関する業務
（県民運動，環境づくり，交流事業
等）の説明，事務補助

２　子ども・若者総合相談センター
等関連機関・団体等の視察（県青少
年会館など）

３　コンビニ，携帯ショップへの立
入調査の同行

４　男女共同参画の推進に係る施策
等の説明

５　その他主管課業務の事務補助

青少年行政や男女共同
参画の推進に興味のあ
る方

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　「共生・協働の地域社会づくり」
に向けた，県内市町村や地域コミュニ
ティ，ＮＰＯなど様々な団体等に対す
る支援施策の調整，進捗管理，打ち合
わせ等

２　「県共生・協働センター」におけ
るNPO法に基づく諸手続きや，地域コ
ミュニティ・ＮＰＯなど様々な団体等
に対する支援施策の調整，進捗管理，
打ち合わせ等

３　地域課題解決に取り組むＮＰＯ法
人や地域コミュニティ等の活動状況の
把握等

など

※　受入日程に応じて，内容の変更あ
り

不問

所属紹介

  「共生・協働による地域社
会づくり」に向けて，地域コ
ミュニティやＮＰＯなど様々
な団体等の連携促進や，地域
づくりの担い手育成・活動支
援，持続可能な地域コミュニ
ティの構築などの施策のほ
か，交通安全に関する企画及
び総合調整に取り組んでいま
す。

※備考 ・地域づくりや，地域
コミュニティ・ＮＰＯ
の活動に関心のある方
・出張の可能性あり



総合政策部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 総合政策部 【専攻分野】

課(室)名 デジタル推進課 ①期間
8/22～9/9（うち
3日）

受入人数 2   人

②期間
8/22～9/9（うち
3日）

受入人数 2   人 【その他受入条件】

部局名 総合政策部 【専攻分野】

課(室)名 地域政策課 ①期間
8/24～25または
8/23～24(2日)

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 総合政策部 【専攻分野】

課(室)名 交通政策課 ①期間 8/22～26

受入人数 2   人

②期間 8/29～9/2

受入人数 2   人 【その他受入条件】

部局名 総合政策部 【専攻分野】

課(室)名 総合政策課 ①期間 8/30～9/2

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

4

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

かごしま未来創造ビジョン関連

①　ビジョンの県民への周知及び広
報手法の検討

②　地域振興の取組方針の見直し

③　その他補助事務

不問

所属紹介

　県政重要事項の企画及び
県総合計画の策定及び進行
管理に関する業務を所管し
ており，各部との横断調整
や助言等を行うことで，県
政の総合調整機能を担って
います。

※備考 県の施策に興味のある
方

受入期間は上記のうち２日

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　航路・空港・おれんじ鉄道視察

２　奄振事業実績チェック

３　県内の公共交通調査等

４　その他補助事務

不問

所属紹介

　県内の交通及び運輸（陸
上・海上・航空・幹線）に
関する企画及び総合調整に
関する業務を所管していま
す。
　離島や半島地域を有する
本県の地域公共交通を確
保・維持するための様々な
支援等を行っています。

※備考 県の交通政策に興味の
ある方

受入期間は上記のうち２日
又は３日

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務体験
　　地域振興，宇宙開発促進，景観
づくり，関係業務の資料作成等

２　地域の担い手確保に係る講習会
への参加

３　その他所管業務の事務補助

特になし

所属紹介

　集落対策，過疎対策，半
島振興，地域振興，関係人
口，景観づくりに関する業
務を所管し，地域の活性化
を目指して様々な取組を
行っています。
　このほか，宇宙開発促
進，土地利用の調整，地価
調査，電源が立地する市町
村等の地域振興事業に対す
る交付金に関する業務を
行っています。

※備考 地域政策に興味のある
方

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　デジタル推進戦略関係業務

２　庁内ネットワークやWeb会議シ
ステム関係業務

３　給与システム関係業務

４　業務システム支援業務の補助作
業

５　電子申請システム関係業務

不問

所属紹介

　鹿児島県全体のデジタル
化に係る企画・総合調整や
デジタル関連施策の推進に
関する仕事をしています。
　また，県庁のネットワー
クの管理や，マイナンバー
制度の普及促進，情報セ
キュリティ対策，県内のブ
ロードバンド整備促進など
の仕事をしています。

※備考 情報システムやネット
ワークの管理・運用等
に興味，関心があり，
将来，自治体職員とし
て携わってみたい方



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件実習所属 実習期間

部局名 総合政策部 【専攻分野】

課(室)名 離島振興課 ①期間 8/22～23

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

5

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　鹿児島県の離島に関する概要説
明

２　離島（奄美群島を除く）に関す
る振興施策に係る業務

３　奄美群島に関する振興施策に係
る業務

４　その他補助事務

不問

所属紹介

　鹿児島県の離島の振興に
関する仕事をしています。
　具体的には，離島振興計
画・奄美群島振興開発計
画・特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持に関
する計画の実施及び総合調
整などの仕事をしていま
す。

※備考 離島振興に興味のある
方



観光・文化スポーツ部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 観光・文化スポーツ部 【専攻分野】

課(室)名 ＰＲ観光課 ①期間 8/22～24

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 観光・文化スポーツ部 【専攻分野】

課(室)名 文化振興課（世界文化遺産室） ①期間 8/22～8/24

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 観光・文化スポーツ部 【専攻分野】

課(室)名 スポーツ振興課 ①期間
8月29日から9月2
日のうち2日間

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 観光・文化スポーツ部 【専攻分野】

課(室)名 国際交流課 ①期間 8月24～25日

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】
4

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　表敬，イベント等の資料作成，
その他国際交流に関する事務補助

２　新規招致予定の英国人国際交流
課の出迎え(8/24)

３　国際交流センター及び国際交流
協会の見学

不問

所属紹介

　鹿児島県における友好
国・地域や姉妹州との交流
など国際交流の促進を担当
しています。
　また，外交使節団や在日
外国公館等との連絡・折衝
や通訳・翻訳などに関する
仕事もしています。
　職場には，韓国，シンガ
ポール，英国の国際交流員
も勤務しています。

※備考 ・国際交流に興味のあ
る方
・簡単なパソコン操作
のできる方

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　SNSを使ったスポーツに関する
情報発信
２　プロスポーツチームとの打合せ
３　グラウンドゴルフ大会開催の準
備
４　スポーツキャンプ・合宿状況調
査の調査結果整理
５　スポーツに関する情報収集　等

不問

所属紹介

　県内のプロスポーツチー
ム（鹿児島ユナイテッドＦ
Ｃ，鹿児島レブナイズ等）
への支援や，スポーツ合
宿・キャンプ等の誘致活動
を行い，　スポーツを通じ
た交流人口の拡大や地域活
性化に取り組んでいます。

※備考 スポーツをテーマにし
た誘客等に興味がある
方，県内のプロスポー
ツチームが大好きな方
など，スポーツに興味
がある方

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　文化芸術の振興に係る業務補助

２　鶴丸城跡の保全整備及び活用に
係る業務補助

３　世界文化遺産の管理保全，普及
啓発等に係る業務補助

４　その他の事務補助

不問

所属紹介

　鹿児島県の文化芸術の振
興や県有施設（歴史・美術
センター黎明館，文化セン
ター＜宝山ホール＞，霧島
国際音楽ホール＜みやまコ
ンセール＞，霧島アートの
森）の管理運営，鶴丸城跡
の保全整備及び活用，世界
文化遺産の管理保全，普及
啓発及び情報発信に関する
仕事をしています。

※備考 文化や芸術，世界文化
遺産に関心のある方

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　県のＰＲ動画やＳＮＳ等による
情報発信に関する実習

２　観光客の誘致及び観光プロモー
ションに関する業務の補助事務

３　県内の観光施設等の現地視察

４　その他観光振興に関する業務の
補助事務

不問

所属紹介

　県のＰＲ，ＳＮＳ等によ
る情報発信，国内外からの
観光客を誘致するための仕
事をしています。
　また，訪れた観光客が安
心・安全に快適な旅行を満
喫できるように，県内観光
地の受入体制の整備等の仕
事も行っています。

※備考 ・観光行政に興味のあ
る方
・鹿児島県の歴史，文
化，自然等に興味があ
る方



環境林務部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 環境林務部 【専攻分野】

課(室)名 環境保全課 ①期間 8月22日～8月26日

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 環境林務部 【専攻分野】

課(室)名
森林経営課（かごしま材振
興課，森づくり推進課）

①期間 8/22～23

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

大気，水質等環境保全
行政に興味のある方

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　鹿児島県の森林・林業振興施策
に関する座学

２　上記１に係る現地での学習
　①森林技術総合センター
　②大型木材加工施設
　③再造林地
　④高性能林業機械作業状況
　⑤治山施工地
　⑥木材市場
　※上記から３～４カ所を選定予定

林業

所属紹介

森林・林業に関する以下の
事務を行っています。

・地域森林計画，林業労働
力及び林業担い手の育成，
特用林産物の生産振興及び
需要拡大，民有林造林事
業，森林整備による二酸化
炭素吸収量の認証など

※備考 ・森林・林業に係る行
政施策に興味のある方

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

１　大気，水質等の常時監視に係る
業務補助
２　土壌汚染対策法，大気汚染防止
法，公害防止管理者等の届出に係る
業務補助
３　常時監視データ（速報値）等の
確認及びホームページへの公表に係
る業務補助
４　試験研究機関（県環境保健セン
ター）の見学及び業務概要説明
５　その他事務補助

理系学部が望ましい。

所属紹介

鹿児島湾ブルー計画及び池
田湖水質環境管理計画の推
進，PM2.5 などの大気汚染
に係る常時監視，河川・海
域等の公共用水域の常時監
視などの環境保全に関する
仕事をしています。

※備考



くらし保健福祉部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名 保健医療福祉課 ①期間 8/22～31(2日間)

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名 社会福祉課 ①期間 8/22～23

受入人数 1   人

②期間 8/29～30

受入人数 1   人 【その他受入条件】

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名 健康増進課 ①期間 8/22～8/26

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名 生活衛生課 ①期間 ８月下旬の２日間

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

4

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　本県の生活衛生施策について（概
要説明）

２　その他事務補助

＊動物愛護センター，食肉衛生検査
所，環境保健センター（錦江庁舎）の見
学も検討

不問

所属紹介

　県民の安全で快適な暮らし
と衛生的な生活を支える仕事
をしています。
　具体的には，食品衛生に関
することや，理容師，美容師，
公衆浴場，水道，食肉検査
等に関することのほか，動物
愛護に関することなどです。

※備考 特になし

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　熱中症対策に係る補助業務

　　感染症対策に係る補助業務

　　歯科口腔保健対策に係る補助業務

　　がん対策に係る補助業務

　　県民の健康づくりに係る補助業務

不問

所属紹介

　当課では，難病対策，感染
症対策，がん対策，歯科口腔
保健対策，県民の健康づくり
を担当している。
　具体的には，疾病に係る普
及啓発，生活習慣の改善推
進，健診受診の促進，医療
費助成，医療提供体制の整
備・充実等の施策を行ってい
る。

※備考 特になし

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　事務補助
　・国民生活基礎調査業務 ①
　・生活困窮者会支援プラット
　　フォーム会議業務　①
  ・軍歴資料調査業務
  ・戦没者情報データ化業務

３　その他事務補助

不問

所属紹介

　生活保護や生活困窮者，
被災者，戦没者遺族，拉致
被害者家族等の支援のほ
か，社会福祉施設の指導監
査など，地域福祉の推進に関
わる様々な業務を行っていま
す。

※備考 特になし

実習概要中，①の表示がある
業務については，①期間中のみ
実施。

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　所管業務体験
　①　災害医療体制，医療連携体
　　制，公益法人に係る業務
　②　受付業務
　③　衛生関係統計業務

３　その他事務業務

不問

所属紹介

　保健・医療・福祉行政の企
画（災害医療，救急医療，へ
き地医療等）及び総合調整
（人事・経理・議会対応）に関
する業務を行っています。
　職員32名（事務職31名，技
術職（保健師）１名）です。

※備考 特になし



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件実習所属 実習期間

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名 薬務課 ①期間
8/22～8/26
（うち２日間）

受入人数 2   人

②期間
8/29～9/2
（うち２日間）

受入人数 2   人 【その他受入条件】

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名 子ども家庭課 ①期間 8/22～8/26

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名 子育て支援課 ①期間 8/30～9/2

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 くらし保健福祉部 【専攻分野】

課(室)名
高齢者生き生き推進課・介護
保険室

①期間 8/31～9/2

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】8

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明受講

２　所管業務体験
　・高齢者福祉に関する情報収集
　　や資料作成補助
　・介護の魅力発信に係る情報
　　収集や資料作成補助
　・研修会等の資料作成補助
　・会議等への出席　　　　　　など

不問

所属紹介

　高齢者の生きがいづくりや介
護予防活動等の支援，地域
包括ケアシステムの構築推
進，認知症対策，高齢者福
祉施設の整備，高齢者の保
健福祉に関する総合的な計
画づくり等に取り組んでいま
す。
　また，介護保険に係る市町
村への支援，事業者への指
導等を行っています。
　職員（40名）のうち約９割が
事務職，約１割が技術職（保
健技師）です。

※備考 高齢者の社会参加，福
祉に興味のある方

7

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　業務体験
　・　各種資料作成補助
　・　ホームページ作成補助
　・　子育て支援，少子化対策に
　　関する情報収集　等

３　その他事務補助

不問

所属紹介

結婚，妊娠・出産，子育ての
希望がかなう社会の実現を目
指し，主に少子化対策や私立
幼稚園・保育所，子どもの貧
困対策に関する事務など，結
婚や子育ての支援に関する
様々な仕事を行っています。

※備考 なし

①のうち２日間

6

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　児童虐待防止や児童養護施設の運
営に関する支援などの児童福祉関係の
事務，妊婦・乳幼児に対する母子保健
対策，ひとり親家庭等への支援に係る
業務資料作成や事務補助

不問

所属紹介

　児童虐待の防止や児童養
護施設・里親等の児童保護
先の支援業務，ひとり親家庭
や妊娠・出産，子どもの難病
である小児慢性疾患患者に
対する医療費支援業務など，
子どもたちに関する支援業務
を行っています。

※備考 特になし

5

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　病院，行政，試験研究機関における
薬剤師の業務

３　試験研究機関等への訪問

４　県職員薬剤師との意見交換等

薬学

所属紹介

　薬局の許可，毒物・劇物取
扱業者の登録や各事業に対
する指導・育成を行っていま
す。
　また，献血，骨髄バンクド
ナー登録，薬物乱用防止対
策などの取組を行い，県民の
皆様の保健衛生の向上を
図っています。

※備考 薬剤師を目指しており，
薬務行政に興味のある
方9/5～9/9（うち２日間）は，２人

受入可能



商工労働水産部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名 商工政策課 ①期間
8/23～8/26
（うち２日間）

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名
エネルギー対策課・中小企
業支援課

①期間 9/1～9/2

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名 産業立地課（新産業創出室） ①期間 8/24～8/25

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名 販路拡大・輸出促進課 ①期間
8/22～26の間で
３日間

受入人数 1   人

②期間
8/29～9/2の間で
３日間

受入人数 1   人 【その他受入条件】

4

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　貿易振興に関する実習等

２　県産品・地場産業及び特産品に
関する実習及び現地研修等

３　その他販路拡大に関する業務の
事務補助

不問

所属紹介

県内企業の販路拡大・輸出
促進に向けた施策の立案・
推進，国内外での知事トッ
プセールスの企画調整，伝
統的工芸品や本格焼酎の振
興対策等に取り組んでいま
す。

※備考 国内外への販路開拓や
伝統的工芸品・本格焼
酎に興味のある方課内の座席の関係で同一期間

中に２名の受け入れは困難

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　県が管理する工業団地の視察等

３　その他事務補助

不問

所属紹介

　県内製造業の振興施策の
企画立案・各種事業の実
施，県外からの企業誘致や
起業等のスタートアップ支
援などに関する業務を行っ
ています。 ※備考 製造業を中心とした産

業振興に興味のある方

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

不問

所属紹介

（エネルギー対策課）
　鹿児島県におけるエネル
ギー施策に関する仕事を
行っています。
　業務内容は，再生可能エ
ネルギー及び新エネルギー
の利用促進，エネルギーの
使用の合理化及び高度化，
水素社会実現に関すること
などです。

（中小企業支援課）
　県内企業数の９９．９％
を占め，地域の経済・社
会・雇用の各分野において
大きな役割を果たしている
中小企業の振興を図るた
め，個々の企業の経営課題
に応じた経営支援や金融支
援に関する仕事をしていま
す。

※備考 エネルギー施策に興味
のある方
中小企業行政に興味の
ある方

エネルギー対策課・中小
企業支援課合同で実施

（エネルギー対策課）
１　再生可能エネルギー，省エネ等
に関する情報収集や資料作成

２　打ち合わせ（未定）等同席

３　その他事務補助

（中小企業支援課）
１　中小企業への経営支援及び金融
支援に係る研修（概況など）

２　個別事業実施状況の視察，セミ
ナー聴講等

３　その他事務補助

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明

２　大規模小売店舗の立地，商店街
振興に関する資料作成

３　その他事務補助

不問

所属紹介

　県内の中小企業・小規模
事業の振興をはじめ，大規
模小売店舗の立地や商店街
振興，鉱業等に関する仕事
をしています。

※備考 産業振興に関心のある
方



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件実習所属 実習期間

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名 産業人材確保・移住促進課 ①期間
8/22～8/26
(うち３日間）

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名 雇用労政課 ①期間 9/5～6

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名 水産振興課 ①期間 8/24～25

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 商工労働水産部 【専攻分野】

課(室)名 漁港漁場課 ①期間 8/23～24

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

8

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　漁港漁場課業務概要の紹介（各
係毎）

２　漁港等整備事業の現場視察

３　その他事務補助

・水産，海洋土木
・土木工学
・土木環境工学など

所属紹介

　漁港事業の工事施行及び
漁港指定や漁港の維持管理
に関すること，沿岸漁場整
備開発に関する業務をして
います。
　職員の約７割が土木と水
産の技術職員，３割が事務
職員です。

※備考 漁港や沿岸漁場整備開
発に興味のある方

7

8月23日から9月10日までの受
入可能期間

１　所管事務の概要説明受講

２　関係現場等の現地調査同行 水産

所属紹介

  持続可能な漁業・養殖業
の推進を図るため，水産資
源の管理や海面養殖業の振
興や，漁業の担い手づくり
のため新規就業者の確保・
育成，また，水産物の流
通・加工・販売対策のため
国内外での販路の拡大支援
などに関する業務を行って
います。

※備考 水産行政に興味のある
方

6

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　障害者雇用支援に関する資料作
成補助

２　障害者雇用支援・激励大会への
参加及び運営補助

３　その他事務補助

不問

所属紹介

①労働者の福祉促進，働き
方改革の推進，労働問題へ
の対応

②職業能力（技能）の開発
促進

などについて，様々な取組
を行っています。

※備考 特になし

5

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　所管業務の概要説明受講

２　人材確保に関する打合せや事業
実施状況の視察参加

３　外国人総合相談窓口や外国人材
受入企業の見学

４　その他事務補助

不問

所属紹介

①地域産業を支える人材の
確保・育成等の推進などに
関する業務
②県内就職の促進及び支援
などに関する業務
③県外からの移住の促進な
どに関する業務
④外国人材の受入れ・定着
に係る施策の企画及び総合
調整などに関する業務
について，様々な取組を
行っています。

※備考 ・人材確保に関心のあ
る方
・簡単なパソコン操作
のできる方



農政部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 農政部 【専攻分野】

課(室)名
農政課（かごしまの食ブランド
推進室，かごしまの食輸出戦略
室）

①期間 8/23～26

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 農政部 【専攻分野】

課(室)名 農村振興課 ①期間 8/22～24

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 農政部 【専攻分野】

課(室)名 農業経済課 ①期間 9/5～9/7

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 農政部 【専攻分野】

課(室)名 経営技術課 ①期間 8/22～24

受入人数 2   人

②期間 8/31～9/2

受入人数 2   人 【その他受入条件】
4

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

農業全般

所属紹介

　本県の基幹産業である農
業を持続的に発展させるた
め，担い手，新規就農者の
確保・育成のほか，地域農
業の振興，女性農業者の育
成，青年農業者等に係る普
及指導，環境と調和した農
業の推進に関する業務を
行っています。
　また，スマート農業の推
進，農業関係試験研究に係
る企画・調整，農作業安全
に関する取組を行っていま
す。

※備考 本県の農業の現状や農
業振興，食に関連する
産業振興に興味のある
方

期間の①又は②のいずれか
のみで受入可

１　当課の関連事業に関する資料作
成補助（普及事業，女性農業者育
成，農業経営者組織育成，スマート
農業推進，農業の担い手の確保・育
成，新規就農者確保・育成，青年農
業者の活動支援　等）

２　廃プラ啓発リーフレット素案作
成

３　堆肥の利活用パンフレット素案
作成

４　その他事務補助

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１ 当課の事業(農業制度資金，農
協･農業共済制度，農協等の指導監
督･検査等)の概要説明

２ 当課の事業の事務補助（日程が
合えば，農業制度資金の利子補給承
認関係事務や「農業制度資金の手
引」の作成事務等）

不問

所属紹介

１ 農業者等が必要となる資
金の円滑な供給のため,農業
制度資金の普及啓発や，制
度資金の貸付利率を下げる
ための利子補給等を行って
います。

２ 県内の農業協同組合(農
協，JA)や農業共済組合に対
する指導監督や検査等を
行っています。

※備考 農業金融や農協等に興
味のある方

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　当課業務の概要説明

２　業務資料作成，集計作業，デー
タ入力作業等の業務体験

３　その他

不問

所属紹介

　本件の基幹産業である農
業を支える農村の活性化の
ため，多様な主体が取り組
む「共生・協働の農村（む
ら）づくり」，鳥獣による
農作物被害の防止対策，担
い手への農地集積，優良農
地の確保等に関する業務を
行っています。

※備考 本件の農業・農村振興
等に興味のある方

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　農政課（かごしまの食ブランド
推進室，かごしまの食輸出戦略室）
の業務概要説明

２　本県農業に関する基本知識の習
得

３　その他事務補助

不問

所属紹介

　農畜産物の流通対策，加
工対策，販路拡大対策，防
災営農対策，食育・地産地
消の推進，かごしまブラン
ドの機能強化，６次産業
化，食の安心・安全の確保
などに関する業務を行って
います。

※備考 本県農林水産物のＰ
Ｒ，販売対策，高付加
価値化の取組等に関心
のある方



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件実習所属 実習期間

部局名 農政部 【専攻分野】

課(室)名 農産園芸課 ①期間 8/22～31

受入人数 2   人

②期間 9/8～9

受入人数 1   人 【その他受入条件】

部局名 農政部 【専攻分野】

課(室)名
畜産課（全国和牛能力共進会
推進室），畜産試験場

①期間 8/22～25

受入人数 2   人

②期間

受入人数 【その他受入条件】

部局名 農政部 【専攻分野】

課(室)名
農地整備課
農地保全課

①期間 8/22～26

受入人数 2   人

②期間 8/29～9/2

受入人数 2   人 【その他受入条件】

7

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　鹿児島県の農業農村整備の魅力
をアピールするための各種資料作成

２　各種データの集計及び分析作業

３　農地整備課，農地保全課の業務
概要の説明

４　その他事務補助

不問（理系：農業土木
が望ましい）

所属紹介

　営農条件を改善するため
の水田・畑の整備，必要な
農業用水を確保するための
ダムや堤の建設，農産物な
どを運搬するための農業用
道路の整備，農村地域の防
災・減災に資する整備，農
村の環境整備などの業務を
行っています。

※備考 鹿児島県の農業農村に
興味のある方

6

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　本県畜産に関する基本知識の習
得

２　県産畜産物のＰＲやイベントの
企画立案

３　試験研究の概要説明及び作業実
習（牛に限る）

不問

所属紹介

【畜産課】
　本県の畜産は，県農業産出
額の約６割を占める基幹産業
です。畜産課は，「日本一の
畜産物供給基地」を所管する
課として，生産から流通・販
売，家畜伝染病の予防に至る
までの様々な畜産振興施策を
実施しています。また，農家
の経営安定対策や海外への輸
出促進対策などにも積極的に
取り組んでいます。

【全国和牛能力共進会推進
室】
　全国和牛能力共進会推進室
は，今年度に開催される「第
12回全国和牛能力共進会鹿児
島大会」に向け，前回宮城大
会で「和牛日本一」に輝いた
「鹿児島黒牛」の連覇と鹿児
島大会の円滑な運営に向けて
準備に取り組んでいます。

【畜産試験場】
　畜産の生産性向上に資する
ことを目的として，「県農業
試験研究推進構想」に基づ
き，これまでの研究成果や先
端技術を積極的に活用して効
率的な研究を行うとともに，
地域の実態を踏まえた技術開
発に重点を置き，緊急に解決
しなければならない課題につ
いても取り入れつつ，推進構
想の目標達成に向けた試験研
究に取り組んでいます。

※備考 ・鹿児島の畜産に興味
のある方
・ＰＲやイベント企画
にアイディアをお持ち
の方
(畜産試験場)
・発生レベル１の時に
限り入場を許可しま
す。
・ただし，過去１週間
以内に口蹄疫等発生国
から帰国した者及び豚
熱ワクチン接種推奨地
域の方は入場を許可で
きません。

受入期間は２日間程度

5

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　本県農産物に関する基本知識の
修得
２　直売所（おいどん市場）におけ
る本県農産物の出荷状況
３　(株)鹿児島園芸花市場訪問（花
き出荷状況の見学）
４　「かごしま茶」の生産振興と販
路拡大の取組
５　でん粉工場の排水処理等に関す
る研修会（８月下旬）
６　サツマイモ基腐病現地調査
（8/22～8/26）

不問

所属紹介

野菜，花き，果樹，米，
麦，茶，さとうきび，さつ
まいも，葉たばこ，その他
特産作物の生産等の推進等
に関する業務を行っていま
す。
また，青果物の価格安定や
主要食糧の需給及び価格安
定等に関する業務も行って
います。

※備考 農作物の生産等に興味
のある方

受入日数は２日間



土木部



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 土木部 【専攻分野】

課(室)名 監理課（用地対策室含む） ①期間 8月22日～23日

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 土木部 【専攻分野】

課(室)名 監理課技術管理室 ①期間
8/22～9/2のうち
3日間

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

部局名 土木部 【専攻分野】

課(室)名 道路維持課 ①期間 8/31～9/2

受入人数 1   人

②期間

受入人数 【その他受入条件】

部局名 土木部 【専攻分野】

課(室)名
港湾空港課
（本港区まちづくり推進室）

①期間
8月23日～26日
のうち2日間

受入人数 1   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　電子入札制度の概要

２　建設業の指導・立入調査等の実
績

３　用地対策室の概要

不問

所属紹介

　建設工事における入札・
契約制度の総合窓口，建設
業者の指導等を行っていま
す。

　用地の取得・損失補償，
土地の収用・使用などに関
する業務を行っています。

※備考 土木行政に興味のある
方

2

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　技術管理室業務の概要説明

２　積算関連業務体験

３　現地実習

工学部

所属紹介

　公共工事の施工状況等の
検査，技術の指導，設計書
の積算管理等に関する業務
をしています。

※備考 土木行政に興味のある
方

3

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　道路維持課業務概要の紹介

２　道路情報システム業務

３　現場調査

工学部

所属紹介

　県道路線の認定，一般国
道・県道・橋りょうの管
理・工事，道路・橋りょう
等の災害復旧工事の施行及
び監督などに関する業務を
しています。
　職員の約６割が土木等の
技術職員で，約４割が事務
職員です。

※備考 土木行政に興味のある
方

4

8月23日から9月10日までの
受入可能期間

１　港湾空港課業務概要の紹介

２　港湾事業の現場調査

３　その他事務補助

工学部

所属紹介

　県が管理する港湾や空港
の整備・維持管理，鹿児島
港本港区エリアのまちづく
りなどに関する業務を行っ
ています。
　職員の約６割が土木等の
技術職員，約４割が事務職
員です。

※備考 土木行政に関心のある
方



（別紙様式）

部局名 土木部 【専攻分野】

課(室)名 河川課 ①期間 9月1日～2日

受入人数 1   人

②期間

受入人数 【その他受入条件】

部局名 土木部 【専攻分野】

課(室)名 都市計画課（生活排水対策室） ①期間 9/5～9

受入人数 2   人

②期間

受入人数 【その他受入条件】

5

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　河川課業務概要の紹介
２　河川及び海岸の整備現場視察
３　河川及び海岸の管理業務の概
要説明　など

不問（土木工学系が望
ましい）

所属紹介

　県管理河川の改修事業や
海岸整備，災害復旧事業，
管理に関する業務等を行っ
ています。
　河川課職員２７名のう
ち，土木の技術職員が１３
名，事務職員が１４名で
す。

※備考

6

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

１　都市計画課，生活排水対策室の
業務概要

２　鹿児島県の都市計画について

３　屋外広告物について

４　現場見学（街路，区画整理，県
立都市公園，下水道など）

工学部

所属紹介

　 都市計画，街路事業，
土地区画整理事業，都市公
園，屋外広告物，下水道・
浄化槽などに関する業務を
行っています。
　 職員の約７割が土木等
の技術職員，約３割が事務
職員です。

※備考 土木行政に興味のある
方



国体・全国障害者
 スポーツ大会局



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名
部局名：国体・全国障害者
スポーツ大会局

【専攻分野】

課(室)名
総務企画課，全国障害者スポーツ大
会課，施設調整課，競技式典課，競
技力向上対策課

①期間 8/29～31

受入人数 2   人

②期間

受入人数 0   人 【その他受入条件】

燃ゆる感動かごしま国
体・かごしま大会に関
心のある方

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

　　「燃ゆる感動かごしま国体・か
ごしま大会」に関する業務

１　 各種会議資料の作成補助
２　 気運醸成に係る業務（広報・
　 ＰＲ等）補助
３　 開催競技や施設等に関する
   資料の作成補助
４　 国体関連施設等の状況把握
５　 その他事務補助

不問

所属紹介

　国体・全国障害者スポー
ツ大会局では，2023年に本
県で開催される「燃ゆる感
動かごしま国体・かごしま
大会」に向けた開催準備や
競技力向上に関する業務を
行っています。

※備考



危機管理防災局



（別紙様式）

実習NO 実習概要 受入条件

部局名 危機管理防災局 【専攻分野】

課(室)名 危機管理課・災害対策課 ①期間
8月22日～8月31
日(うち2日間)

受入人数 1   人

②期間
9月1日～9月9日
(うち2日間)

受入人数 1   人 【その他受入条件】

特になし

大規模な危機事象や自然災
害発生時は，実習生対応が
困難となります。

令和４年度　鹿児島県インターンシップ実習　受入課一覧

実習所属 実習期間

1

8月22日から9月9日までの受
入可能期間

・防災研修センターの視察・研修

・防災情報等ネットワークシステム
や災害，危機事象発生時の対応
等に係る実務研修

・局内の若手職員との意見交換等

特になし

所属紹介

危機事象や自然災害発生時
における対応のほか，平時
は，地域防災計画等各種計
画の見直し，総合防災訓練
や国民保護訓練等各種訓練
の実施，防災知識の普及啓
発，防災情報等ネットワー
クシステムの構築などを行
います。また，大規模災害
時は，自衛隊への災害派遣
要請も行います。

※備考


