
令和４年度岩手県知事部局インターンシップ　受入部署一覧

受入部署 主な業務内容 人数 職種 期間 日程調整 主な実習内容 受入条件及び参考事項

政策企画部 各室課※

・政策企画課・・県行政の総合的な政策の立案及び推進、
政策の評価、地方分権の推進の総合的な企画等
・秘書課・・・・知事、副知事の秘書、庁議、皇室、部内の人
事組織、予算経理、連絡調整
・広聴広報課・・県政懇談会、広聴、広報誌等による県内広
報、県外向け広報、報道機関との連絡調整
・調査監・・・・県政の調査

2 一般事務 前期 8/25～8/26 2 否 各課業務内容説明、関係施設の見学、演習等（就業体験を含む） .

本庁各室課※

・総務室…部内の連絡調整、条例審査、情報公開等
・人事課…職員の人事等
・財政課…県の予算編成等
・行政経営推進課…県の内部統制・行政改革等
・税務課…県税事務
・管財課…県庁舎の管理等
・総務事務センター…職員の福利厚生等

3 一般事務 前期 8/22～8/26 5 否
・部内各室課に係る業務内容の概要説明
・事務補助　等

・服装はスーツを着用すること
・車での通勤不可

東京事務所 省庁訪問・連絡調整等 3 一般事務 前期 8/29～9/2 3 否
・業務内容の概要説明
・事務補助　等

・服装はスーツを着用すること
・車での通勤不可
・資料作成等のため、自己のPC（及びMicrosoft office）
等を準備すること

復興防災部 本庁各室課※

・全庁的な危機管理体制の強化
・復興推進プランの着実な推進
・災害に強い安全なまちづくりの実現
・安心して心豊かに暮らせる生活環境の実現
・「なりわい」の再生と地域経済の回復に向けた取り組み
・震災の教訓の伝承と復興に係る情報発信　など

2 一般事務 前期 8/29～9/2 5 否

１　復興に係る情報発信の検討・協議
２　いわての学び希望基金の活用方策の検討、同基金受入れに係る
事務
３　被災地のコミュニティづくりの支援　など

本庁各室課※
市町村の行財政支援、政策立案の基礎となる調査統計、県
北・沿岸振興、地域情報化、地域の活性化の支援、科学技
術振興、国際交流、交通政策等／ILC推進

3 一般事務
前期又は

後期
8月下旬（お盆明）

～9月下旬
5

可（期間
の範囲内

で）

各室課の業務体験（総務・経理、市町村行財政、調査統計、情報政
策、科学技術振興、地域振興、交通行政、国際交流、県北・沿岸振興、
ILC推進等）

広域振興局経営企画部（総務部）、
各地域振興（総務）センター

地域振興、産業振興、総務、経理等
各部署
1～2

一般事務
前期又は

後期
8月下旬（お盆明）

～9月下旬
5

可（期間
の範囲内

で）
広域振興局の業務体験（地域振興、産業振興、総務、経理等）

・花巻総務センターは９月のみ受入可。（公共交通機関
を利用した通勤に限る）

文化スポーツ部 本庁各室課※
文化芸術やスポーツが盛んになるような人材育成・環境整
備等 1 一般事務

前期又は
後期

９月中 3 可
　業務説明、事務補助
　（文化スポーツ企画室、文化振興課、スポーツ振興課）

―

環境生活部 県民くらしの安全課 食品衛生、食肉衛生（と畜検査等）、動物愛護管理 5 獣医師 前期 8/29～9/2 5 否

・食品衛生法に基づく指導業務に係る講義及び施設監視随行等（保健
所）
・狂犬病予防業務に係る講義及び施設見学等（保健所）
・動物愛護管理業務に係る講義（広域振興局の保健福祉環境部等）
・実習：食中毒、感染症等の検査法（食肉衛生検査所）
・関連施設見学（食肉衛生検査所、家畜保健衛生所、鳥獣保護セン
ター等）

・獣医学科指定

環境生活部/
保健福祉部

・環境生活部（環境生活企画室、環
境保健センター、盛岡広域振興局保
健福祉環境部）
・保健福祉部（保健福祉企画室、健
康国保課）※

（環境生活部）
　資源の循環利用や環境への負担の少ないライフスタイル
の定着・環境と共生した持続的発展が可能な地域社会づく
り、県民の生活の安全・安心の確保など
（保健福祉部）
　健康づくりの推進、医療供給体制の確保、安全で衛生的
な生活の確保、障がい者、子ども、高齢者などを対象とする
福祉事業など

2 薬剤師 前期 8/3～8/5 3 否

・受け入れ部署における業務補助
・薬事衛生研究施設への立入検査
・薬事衛生関係研修会の補助
・関連施設見学

・薬学部指定

本庁各室課※ 2
一般事務/
社会福祉/

心理
前期 8月下旬～9月上旬 5 可

文書の収受・発送・整理、データ入力作業、イベント・セミナー運営業務
補助、資料作成業務など

日程要調整

福祉総合相談センター 1
一般事務/
社会福祉/

心理
前期 8月下旬～9月上旬 3 可

文書の収受・発送・整理、データ入力作業、資料作成・支出事務に係る
補助業務、庁舎管理に係る補助業務など

留学生の受入可（日本語の読み書きができる方）

商工企画室/産業経済交流課/定住
推進・雇用労働室

2～3 一般事務 前期 8/22～8/24 3 否

商工企画室（8/22）：商工労働観光部の業務概要説明、室内業務補
助、関係施設見学など
産業経済交流課（8/23）：課内業務説明、職員との意見交換、関係施
設見学、ワークショップ
定住推進・雇用労働室（8/24）：室内業務説明、職員との意見交換、室
内業務補助（労働NEWSの作成補助、補助金審査事務の補助等）

経営支援課/産業経済交流課 2～3 一般事務 前期 8/22～8/24 3 否

経営支援課（8/22・8/23）：室内業務説明、職員との意見交換、室内業
務補助
産業経済交流課（8/24）：課内業務説明、職員との意見交換、関係施
設見学、ワークショップ

商工企画室/ものづくり自動車産業
振興室

2～3 一般事務 前期 9/5～9/7 3 否

商工企画室（9/5）：商工労働観光部の業務概要説明、室内業務補助、
関係施設見学など
ものづくり自動車産業振興室（9/6・9/7）：室内各担当の業務補助（企
業データの収集及びデータ整理、協議会会員名簿の更新、車両部品
分解展示の更新に係る内容検討など）

（商工労働観光部）
岩手県の商工労働観光の振興に係る企画立案業務
（産業人材の育成、食産業振興、商店街振興、ものづ
くり基盤の集積、産学官（金融）の連携、観光振興、国
際経済交流、若年者・障がい者の就業対策、移住・定
住の推進等）

保健福祉部

商工労働観光部

健康づくりの推進、医療供給体制の確保、安全で衛生的な
生活の確保、地域福祉の基盤づくり、障がい者・子どもと家
庭・高齢者などを対象とする福祉事業、生活保護などの事
業

部局等
受　　入　　計　　画

実施時期

総　務　部

ふるさと振興部/ILC
推進局
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観光・プロモーション室/定住推進・
雇用労働室

2～3 一般事務 前期 9/5～9/7 3 否

観光・プロモーション室（9/5・9/6）：若手職員との意見交換、室内業務
補助（観光全般、Twitter記事作成など）
定住推進・雇用労働室（9/7）：室内業務説明、職員との意見交換、室
内業務補助（労働NEWSの作成補助、補助金審査事務の補助など）

農業振興課

・農業分野における企画調整、農作物等の鳥獣被害対策
・農業の担い手対策、農地中間管理事業の推進
・中山間地域対策の推進、農山漁村と都市の交流促進、農
業用施設・機械等の導入支援
・農業振興地域などの土地利用調整、農地転用等の許認可

1
一般事務/
農学/畜産

前期 8/22～8/26 5 可
・鳥獣害対策、担い手対策、中山間地域対策、農地調整等に関する実
習

留学生の受入可

農業普及技術課 高度な農業技術の普及等に関する企画・指導 1 農学 後期 9月中旬～9月下旬 3 否

・業務概要説明
・所管品目(水稲・畑作・園芸・畜産)の生育調査や研修会等の運営補
助
・土壌診断分析業務の補助

農学系学科指定

農村計画課・農村建設課
・農業農村整備事業の企画、計画、工事に係る検査及び技
術指導　など
・農業農村整備事業の実施（予算、進捗管理等）　など

2 総合土木 前期 8/22～9/2 3～5 否

・農業農村整備事業の概要説明（農村計画課）
・事業計画書の点検（農村計画課）
・工事設計書の点検（農村計画課・農村建設課）
・現場研修（農村建設課）　など

土木専門学科指定

畜産課

・畜産農家等が行う牛舎や機械の導入等の支援、生産性向
上に係る畜さん農家等への指導
・牧草の放射性物質検査や牛肉中の放射性物質濃度の算
定等の実施
・家畜改良や家畜伝染病等の発生防止に向けた衛生対策
の推進

1 畜産 前期
8/1～8/3
または

8/3～8/5
3 可

・データ入力作業、資料作成等に係る補助
・牛肉中の放射性物質算定、畜産物の出荷に係る事務補助
・農家巡回指導

・１～４年次の畜産専攻の学生指定
・大学の担当教授又は就職支援担当者の推薦を受けて
いること

林業振興課/森林整備課/森林保全
課

・林業振興課：いわての森林づくり県民税、特用林産の振
興、木材産業の振興、県産木材の利用促進等
・森林整備課：森林計画、林業普及指導、担い手対策、森
林整備、間伐対策、森林病害虫対策等
・森林森林保全課：保安林指定・解除、林地開発許可、治山
事業、林道事業、県有林の経営・管理、森林公園の管理等

1～2 林学 前期 8/22～8/26 3～5 可
岩手県の林業施策の現状と取組（具体には、木材産業や特用林産の
振興、森林整備事業や治山林道事業の推進、県有林事業、森林公園
の経営管理等）について、現地実習も交えながら学習・体験

・森林科学科/林学科指定
・日程変更は可能な範囲で対応するが、実習者２名の場
合は同時に実施するため、日程変更希望の際は制限あ
り
・現地実習がある日の服装については、受入決定後に担
当者から連絡

盛岡広域振興局農政部農業振興室
盛岡地域（８市町村）における農業振興、担い手育成、農業
団体指導、農地調整、農業制度資金、家畜改良増殖、草地
造成改良 等

1～2
農学/
畜産

前期 8/1～8/5 5 可
・農業関係の各種資料作成、データ処理
・農業関係の現地業務同行　など

盛岡広域振興局林務部

森林・林業の振興に向けた各種施策の推進及び市町、森林
組合等林業事業体への指導。
治山事業や林道事業等の施工と管理、県有林の経営管理
等。

2 林学
前期又は

後期
8/24～9/30 5 可

・岩手県の仕事について
・森林整備事業、松くい虫防除対策事業、しいたけ振興対策、県有林
事業、森林公園の管理、治山事業及び林道事業に関すること（現場実
習あり）

・実習者２名の場合は同時に実施できるよう、日程調整
を行うこと

県南広域振興局農政部
産地をけん引する農業経営体の育成、県南地域の米・野
菜・畜産産地の育成・強化、農畜産物の高付加価値化、農
村地域の保全・活性化

1
農学/畜産

等
前期又は

後期
8月～10月 3 可

農林部が所管する業務の補助や作業等
　（例：データ処理、書類整理、現場研修、イベント対応等）

※日程は要相談

県南広域振興局農政部花巻農林振
興センター（農政推進課・農業振興
課）

農業振興（担い手対策・経営所得安定対策・日本型直接支
払制度・作物、園芸・畜産の奨励等）、林業振興（林業労働
力対策、治山、保安林・森林の整備、特用林産の振興等）、
農業・林業金融など

1 農学
前期又は

後期
8月下旬～9月中旬 3 可

・管内の業務内容の説明
・農政関係データ処理・事務書類の整理
・農業関係の現地調査　等

県南広域振興局農政部花巻農林振
興センター（林業振興課・森林保全
課）

同上 1 林学
前期又は

後期
8月下旬～9月中旬 3 可

・管内の業務内容の説明
・林業関係事務書類の整理
・林業関係の現地調査　等

県南広域振興局農政部遠野農林振
興センター（農村整備課）

県営土地改良事業、団体営土地改良事業の指導、土地改
良区の指導・検査、換地・登記事務、土地改良法の手続き、
土地改良財産の管理、土地利用調整推進事業、多面的機
能支払交付金
林業振興に関すること、森林保全に関すること、県有林事
業に関すること　など

1 総合土木
前期又は

後期
8月～10月 5 可

農村整備課が所管する業務の補助や作業等
　（例：データ処理、書類整理、現場研修等）

※日程は要相談
・遠野農林振興センターに自力で通えること
・留学生の受入可（日常会話程度の日本語が話せるこ
と）

県南広域振興局農政部遠野農林振
興センター（林務課）

同上 1 林業
前期又は

後期
8月～10月 5 可

林務課が所管する業務の作業等の補助
　（例：森林施業に関する現場調査、森林土木施設の確認　等）

※日程は要相談
・遠野農林振興センターに自力で通えること
・長靴や雨具など森林内の歩行移動に適した装備を整
えること
・留学生の受入可（日常会話程度の日本語が話せるこ
と）

県南広域振興局農政部一関農林振
興センター

一関地域の農林業行政
［農業振興］新規就農の促進、農業の経営力向上や規模拡
大、農地の集積・集約化、県オリジナル品種等のブランド確
立、6次産業化の推進など
［林業振興］森林施業の集約化、林業経営体の森林経営計
画の作成、原木しいたけ・山菜等の出荷制限解除、森林の
整備・保全の推進など

1
一般事務/
農学/林学

前期又は
後期

8月～10月 5 可
農林部が所管する業務の補助や作業等
　（例：データ処理、書類整理、現場研修、イベント対応等）

※日程は要相談
勤務公所に自力で通えること

沿岸広域振興局農林部 農業振興、農地転用許可、林業振興、県有林、治山・林道 1 林学
前期又は

後期
8月～9月 4 可 林業普及、治山・林道施設、県有林等に関する業務 林業分野の就職を志望している者指定

沿岸広域振興局水産部 水産行政、水産業振興、漁港等整備 1 水産
前期又は

後期
9/5～9/30 3～5 可

・許認可等事務
・普及業務
・漁港等施設点検

水産関連分野の就職を志望している者指定

（商工労働観光部）
岩手県の商工労働観光の振興に係る企画立案業務
（産業人材の育成、食産業振興、商店街振興、ものづ
くり基盤の集積、産学官（金融）の連携、観光振興、国
際経済交流、若年者・障がい者の就業対策、移住・定
住の推進等）

農林水産部

商工労働観光部
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県北広域振興局農政部二戸農林振
興センター

二戸地域の農業担い手支援、農産・園芸振興、畜産振興、
農畜産物の流通対策等

1
一般事務/

農学
前期 8/24～8/26 3(～5) 可

１　岩手県及び二戸地域における農業の概要把握
２　１次産業向けのトヨタ式生産管理手法「カイゼン塾」の開催
３　その他業務に関する就業体験

主な実習内容の２など、実習は外勤となる場合があるこ
と

県北広域振興局農政部二戸農林振
興センター林務室

森林・林業の振興に向けた各種施策の推進及び市町村、森
林組合等林業事業体への指導、
治山事業や林道事業の施工・管理、県有林の経営管理　な
ど

1 林学
前期又は

後期
8/1～9/30の月～金（8/8

～8/19を除く）
3 可

・森林整備、森林保護（松くい虫）、特用林産（しいたけ、ウルシ）、木材
振興、治山事業、林道事業、県有林事業、森林公園の各分野の中から
希望する分野（現場実習あり）

県北広域振興局水産部 水産行政、水産業振興、漁港等整備 1 水産
前期又は

後期
8月下旬～9月下旬 3～5 可

①水産行政事務（許認可等）
②水産業普及指導業務

岩手県行政への就職を志望している方で、水産学部（学
科）指定

中央家畜保健衛生所

・家畜伝染病を予防し、まん延を防止するための検査、畜産
農家等への指導
・畜産農家の生産性を向上させるための検査、指導
・家畜伝染病の診断、家畜疾病の病性鑑定

5 獣医師 前期 8/22～8/26 5 否

1　家畜防疫・衛生指導プログラム（①講義：家畜保健衛生所の業務内
容、公務員獣医師の役割、②実習：生産現場での採材・検査・指導、室
内一般検査・精密検査）
2　病性鑑定プログラム（①実習：ウイルス、細菌、病理及び生化学の各
検査、②講義：豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の診
断）

・1～5年次の獣医学生
・大学の担当教授または就職支援担当者の推薦を受け
ていること
・獣医学過程を有する大学

農業研究センター本部（北上）
本県農業の経営高度化、生産性の向上等に資する新技術
の開発や育種等

2 農学/畜産
前期又は

後期
8月～9月 3～5 可

研究取組概要に関する説明（座学）、水稲・稲作・園芸作物栽培圃場に
おける調査等（実習、調査補助等）

・屋外での作業があるため、動きやすく、汚れても構わな
い服装、履物等を準備のこと
・送迎等なし

農業研究センター畜産研究所

・家畜の生産能力を向上させる技術、家畜バイオテクノロ
ジー技術の研究
・家畜の効率的な飼養技術、草地、飼料作物及び畜産環境
保全技術の研究

1
農学/畜産

/獣医
前期又は

後期
9月～

3～5日間程
度

可
・試験研究の概要、調査及びサンプリング
・家畜の飼養管理

・実習時に作業服及び長靴を準備のこと
・留学生の受入可（日本語での意思疎通が可能な者）

農業研究センター県北農業研究所
（園芸研究室、作物研究室）

農業に係る試験研究 3 農学/畜産
前期又は

後期
7月下旬～9月下旬 5 可 　園芸及び作物に係る研究業務及び農作物管理作業体験

・業務内容が専門的かつ限定的であることから、関係分
野の学生が適当
・受入期間の大学/高校の混在は不可（日程調整制限
有）
・交通手段の確保に留意のこと

岩手県林業技術センター 森林・林業、木材産業に関する総合的な研究、研修、普及 1 林学 前期 9/5～9/9 5 可

・森林整備
・森林保護
・木材利用
・特用林産
・林業機械

フィールドワークに必要な作業着、長靴等を準備のこと。

水産技術センター
漁業資源、水産加工、水産増養殖、漁場保全、漁業経営な
どの調査研究

数名
一般事務/

水産
前期又は

後期
8/22～8/31
9/5～9/30

5 可

・　魚類の精密測定、年齢査定
・　アワビ・ワカメの種苗生産関係、海藻分布把握のためのドローン画
像解析
・　プランクトン検査、水質等の分析
・　イワシ等魚類の成分分析など
なお、内容を変更することがあること。

・交通手段、宿泊は各自で確保
・留学生の受入可（日本語での意思疎通が可能な者）

内水面水産技術センター 内水面増養殖に関する試験研究 1 水産
前期又は

後期
9月上旬～10月下旬 2～5 可

サケ・マス類の飼育管理、種苗生産業務、魚類防疫業務
（内容はその時期の業務の状況により変わります）

交通手段、宿泊は各自で確保

農業大学校
（花きセンター）

担い手農業者の養成 1 農学 前期 8/1～8/31 3 否 花き栽培及びそれに付随する業務 ジャージ等を持参すること。

盛岡農業改良普及センター
農業経営及び農村地域活性化に関する技術及び知識の普
及指導

2 農学/畜産 前期 8/29～9/2 3～5 否

・盛岡農業改良普及センターの業務概要説明
・農家現地指導への随行
・調査圃・実証圃等の調査補助
・指導会・研修会等の随行

・農家現地指導や圃場での調査補助などのため、汚れ
てもよい服装と長靴を持参のこと。
・農学系・畜産系学科指定

八幡平農業改良普及センター
活気ある産地や地域づくり、経営発展に取り組む農業経営
体等の支援

1 農学/畜産
前期又は

後期
8/22～9/30 3～5 可

・農業改良普及センターの業務について(説明)
・経営体現地指導への随行
・調査圃・実証圃等への調査補助

・交通手段は各自で確保のこと
・屋外での作業等のため、動きやすく汚れてもよい服装、
履物等を持参のこと。
・農学・畜産系学科指定

中部農業改良普及センター
農業経営・農村生活の改善に関する、技術・知識の普及指
導

1 農学
前期又は

後期
8/22～9/16 3 否

・中部農業改良普及センターの業務概要説明
・農家巡回指導への随行
・農作物の調査圃・実証圃等の調査補助
・指導会等の随行

農学系学科指定

農林水産部
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奥州農業改良普及センター
農業経営体の発展に関する支援、農業の担い手の確保・育
成に関する支援

1 農学 前期 8/22～8/31 3 否

・奥州農業改良普及センターの業務概要説明
・農家巡回指導や栽培指導会等への同行
・農作物の調査圃・実証圃等の調査補助、調査データ入力、指導資料
の作成

・交通手段は各自で確保のこと。
・屋外、特に農家のほ場での調査、作業のため、熱中症
対策を行うこと。
・調査、作業に必要な長靴や作業着等は自ら準備するこ
と。
・農学系学科指定

大船渡農業改良普及センター
農業経営及び農村地域活性化に関する技術及び知識の普
及指導

2 農学
前期又は

後期
8/22～9/30 3～5 可

・大船渡農業改良普及センターの業務概要説明
・農家現地指導への随行
・調査圃・実証圃等の調査補助
・指導会・研修会等の随行

・交通手段・宿泊等は各自で確保のこと。
・農家現地指導や圃場での調査補助などのため、汚れ
てもよい服装と長靴を持参のこと。
農学系（畜産系を除く）学科指定

宮古農業改良普及センター
地域の農業者に対する農業技術の指導・支援（農業普及用
務）

1～2 農学
前期又は

後期
7月～11月 3～5 可 普及業務の補助

・岩泉普及サブセンター（岩泉町）での対応も可
・留学生の受入可

本庁各室課（建築住宅課除く）※
または
各広域振興局土木部、土木センター

4名程度 総合土木
前期又は

後期
8月～9月 3～5 可

公共土木施設の整備、維持管理に係る執務体験等
（業務説明、建設工事に係る現場体験や施設見学等）
※業務補助等の実務実習を行う場合あり

・具体の受入部署及び期間は別途調整
・土木学科指定

建築住宅課 2 建築
前期又は

後期
8/22～8/26

9月上旬～中旬
5 可

建築指導、営繕行政及び住宅行政に係る執務体験等
（業務説明、現場体験、施設見学等）
※業務補助等の実務実習を行う場合あり

・建築学科指定

出納局 総務課/会計課
会計事務全般（会計事務指導及び支出審査、資金管理及
び決算事務、収入に関する事務）
県営建設工事の入札に関する事務

2 一般事務 前期 8/24～8/26 3 可
・物品等購入の事務（物品検収、支払等）
・支払関係の書類審査（支出票確認等）
・出納（収入・支出）関係事務

企業局
経営総務室/業務課/施設総合管理
所/県南施設管理所

電気事業（発電所の運転・管理）
工業用水道事業（施設の運転・管理）

3 電気/機械 前期 8/29～9/2 5 可
・水力発電所等の運転業務、点検業務の見学体験
・工業用水道施設の運転業務、点検業務の見学体験

・食事は各自負担（昼食代を持参すること）
・通勤に要する経費は各自負担
・自動車通勤不可
・電気・電子・情報工学系、機械工学系学科指定

県立盛岡みたけ支援学校（中学部）
①

教育、児童生徒指導、支援 1 教員
前期又は

後期
①　9/5～9/8

② 9/29～9/30
2 否

中学部生徒への教育補助、支援、介助
教材つくり
学習環境整備

留学生の受入可（日本語での意思疎通が可能な者）

県立盛岡みたけ支援学校（小学部）
②

教育、児童生徒指導、支援 1 教員 後期 9/27～9/28 2 否
小学部児童への教育補助、支援、介助
教材つくり
学習環境整備

留学生の受入可（日本語での意思疎通が可能な者）

県立盛岡みたけ支援学校（小中学
部）③

教育、児童生徒指導、支援 1
栄養教諭
(食に関す
る指導）

前期又は
後期

①　9/5～9/8
②9/27～9/30
③ 10/6～10/7

1 可

【食に関する指導】
・給食配膳、下膳
・給食室、配膳室の環境整備
・食育指導の教材作り、掲示物作り

留学生の受入可（日本語での意思疎通が可能な者）

県立盛岡みたけ支援学校（高等部）
④

教育、児童生徒指導、支援 2 教員 前期 9/5～9/9 2 否
高等部生徒への教育補助、支援、介助
教材つくり
学習環境整備

留学生の受入可（日本語での意思疎通が可能な者）

※…複数の部署での実習を行うもので、特定の部署を指定することはできません。

県土整備部

教育委員会

公共土木施設（道路・河川・海岸・下水道・港湾・空港等）の
建設・維持管理・災害復旧、
都市計画、建築の指導、各種許認可、その他県土整備行政
の企画・調整等

農林水産部
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