
ポスト№ 局名 実習部署名 文理 職種 開始日 終了日 日数 人数 実習の概要<予定>

001 福祉保健局
医療政策部
医療政策課管理担当

不問 事務 8/5 8/30 2 1 医療政策に関わる事務補助

002 福祉保健局
保健政策部
保健政策課
保健指導調整担当

理系
保健師
看護師

8/19 8/23 5 15 保健所を中心とした保健師活動についての見学及び業務補助

003 福祉保健局
生活福祉部
計画課管理担当

不問 事務 8/13 8/16 4 2
戦没者追悼式に関わる業務補助／生活福祉部各課における事務
補助、視察

004 福祉保健局
少子社会対策部
計画課管理担当

不問 事務 8/5 8/30 3 2 少子社会対策部各課資料作成補助／会議参加および開催補助

005 福祉保健局
萩山実務学校
自立支援課生活担当

文系 福祉 8/19 8/23 5 2
児童福祉法第44条に定められた児童自立支援施設における児童
(中学生、高校生)の生活支援

006 福祉保健局
誠明学園
自立支援課生活担当

文系 福祉 8/5 8/9 5 2
児童福祉法第44条に定められた児童自立支援施設における児童
(小学生（4年生以上）、中学生、高校生)の生活支援

007 福祉保健局
健康安全部
食品監視課/環境保健衛生課

理系 獣医 8/19 8/27 7 2
食品衛生（大規模製造業監視など）、獣医衛生業務補助／動物由
来感染症検査補助／関係施設視察　等

008 福祉保健局
健康安全部
食品監視課/環境保健衛生課

理系 衛生監視 8/19 8/27 7 4
食品衛生（大規模製造業監視など）、環境衛生業務補助／資材準
備補助／環境衛生営業施設検査に同行、建築物検査（書類・設備
等）補助／花粉測定補助／関係施設視察　等

009 福祉保健局
健康安全部
薬務課薬務担当

理系 薬剤Ｂ 8/16 8/23 6 3
医薬品等の承認審査事務、薬事監視業務、試験検査業務、薬物乱
用防止事業、東京都薬用植物園の業務補助／視察

010 福祉保健局
健康安全研究センター
微生物部食品微生物研究科/病原
細菌研究科/ウイルス研究科

理系

薬剤Ｂ
衛生監視
環境検査

獣医

8/26 8/30 5 3
食品微生物検査業務、寄生虫検査業務、性感染症検査業務、食中
毒検査業務、蚊媒介性ウイルス感染症検査の業務補助

011 福祉保健局
健康安全研究センター食品化学部
食品成分研究科/食品添加物研究
科/残留物質研究科

理系

薬剤Ｂ
衛生監視
環境検査

獣医

8/19 8/23 5 2
食品の成分規格・栄養成分の試験、食品中の放射能測定ならびに
化学物質や自然毒に起因する食中毒に関する試験、食品中の食
品添加物・容器包装等試験、食品中の残留物質試験

012 福祉保健局
健康安全研究センター薬事環境科
学部医薬品研究科/環境衛生研究
科/生体影響研究科

理系
薬剤Ｂ

衛生監視
獣医

8/26 8/30 5 4
生活環境（室内空気、水質、環境放射能）の分析等、生体影響試
験、医薬品等の試験（医薬品・家庭用品の分析、薬用植物栽培・鑑
別試験）

013 病院経営本部 神経病院薬剤科 理系 薬剤Ａ 8/20 8/21 2 1
難病医療（筋・神経系）、入院専門施設での薬剤師業務の補助及
び見学（調剤業務/医薬品管理業務等）

014 産業労働局
雇用就業部
調整課管理担当

不問 事務 8/29 8/30 2 3
雇用・就業施策に関する情報収集補助及び雇用・就業事業に係る
事務補助　等

015 産業労働局
商工部調整課/創業支援課/経営
支援課/地域産業振興課

不問 事務 8/26 8/27 2 1
新事業分野開拓者認定・支援事業事務補助／トライアル認定書交付式事務補助／技術
支援拠点視察／政策課題対応型商店街支援事業等補助金関係事務補助/補助金関係
の書類確認／実地検査等の事務補助／展示会視察　等

016 産業労働局
商工部調整課/創業支援課/経営
支援課/地域産業振興課

不問 事務 8/28 8/30 2 1
新事業分野開拓者認定・支援事業事務補助／トライアル認定書交付式事務補助／創業
支援拠点視察／政策課題対応型商店街支援事業等補助金関係事務補助／補助金関係
の書類確認／実地検査等の事務補助／展示会視察　等

017 産業労働局
農業振興事務所
中央農業改良普及センター普及指
導担当

不問
農業技術

畜産
8/21 8/22 2 2

とうきょう農業女性活躍推進事業の講座開催、農家に対する個別巡回指導及び展示ほ等
の調査　、「東京都エコ農産物」の認証農家に対する栽培支援及び認証農産物の安全・安
心向上の取り組み支援の補助

018 産業労働局
森林事務所
保全課 保全担当
森林産業課 普及担当

理系 林業 8/7 8/9 3 2
保安林現況調査業務、教員を対象とした森林教育セミナーの実施
補助

019 産業労働局
農林水産部水産課/島しょ農林水
産総合センター

理系 水産 8/26 8/27 2 2
水産業の振興に関する業務補助／水産資源に関する調査、試験、
研究等の業務補助

020 産業労働局
金融部
金融課管理担当

不問 事務 8/5 8/6 2 1 金融部管理事務補助／金融に関する調査事務補助
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行政分野【福祉・保健医療】（福祉保健局、病院経営本部）≪文系：4人、理系34人、文理不問5人≫43人

行政分野【産業・労働・経済】（産業労働局、中央卸売市場）≪理系4人、文理不問12人≫16人
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021 産業労働局
金融部
金融課管理担当

不問 事務 8/7 8/9 3 2 金融部管理事務補助／金融に関する調査事務補助

022 中央卸売市場 豊洲市場 不問 事務 8/8 8/13 3 2
中央卸売市場の概要説明、豊洲市場の概要説明（組織・課題・施
設視察等）／施設管理業務補助／水産品・農産品業務補助

023 環境局 総務部　環境政策課 文系 事務 8/8 8/13 3 1
環境局事業概要説明／資料作成補助／環境学習の推進事業に係
る業務補助

024 環境局
地球環境エネルギー部
次世代エネルギー推進課

不問 事務 8/6 8/9 2 1
水素エネルギー関連業務補助／再生可能エネルギー等関連業務
補助

025 環境局
資源循環推進部
計画課

文系 事務 8/15 8/16 2 1
イベント会場での顧客対応、受託者管理、会場撤去支援／アン
ケート結果の入力、集計、グラフ化等分析

026 環境局
環境改善部計画課/大気保全課/
化学物質対策課/環境保安課/自
動車環境課

理系 環境検査 8/19 8/23 5 3
大気保全業務/化学物質対策業務/産業保安業務/自動車環境対
策業務

027 水道局 総務部 施設計画課 理系 土木 8/19 8/23 5 2 水道施設の計画調査に関する業務の補助／現場視察

028 水道局 職員部 人事課 文系 事務 8/19 8/30 2 2 業務概要説明／被服在庫調査補助／局別事業説明会の準備作業

029 水道局 浄水部 浄水課 理系 土木 8/19 8/23 5 2
業務概要説明／浄水場等の現地調査／浄水技術に関する資料作
成／実習成果まとめ・発表

030 水道局 浄水部 設備課 理系
機械
電気

8/19 8/23 5 2
設備課業務概要説明／浄水場・給水所施設調査／業務補助／実
習成果まとめ・発表

031 水道局 水源管理事務所 技術課 理系
林業　土木
環境検査

電気　機械
8/19 8/23 5 2

水道水源林の保全・管理業務／各貯水池等の維持管理業務／実
習成果報告
※首都大学現場体験型インターンシップと同日実施

032 水道局 給水部 配水課 理系 土木 8/20 8/23 4 2
業務概要説明／業務体験（工事監督、管路維持管理、事故対応
ほか）／現場視察

033 水道局 給水部 給水課 理系 土木 8/20 8/23 4 2 現場視察／工事監督等現場体験

034 水道局
建設部 工務課
施設整備計画担当

理系 土木 8/19 8/27 7 1
水道施設整備事業の実施計画及び調査業務補助（事業化箇所の
選定及び事業の進行管理）

035 水道局 建設部 施設設計課 理系 土木 8/19 8/27 7 2
浄水施設工事の設計・積算業務補助／浄水場施設工事建設現場
視察

036 水道局
建設部 管路設計課
設計第三担当

理系 土木 8/19 8/27 7 1
管路工事及び給水所整備工事の設計・積算業務の補助／管路建
設工事現場視察

037 水道局
多摩水道改革推進本部
調整部技術指導課
水質試験室

理系 環境検査 8/19 8/23 5 1 水質管理業務補助／各種資料作成／現地確認

038 水道局
多摩水道改革推進本部
調整部技術指導課
技術担当

理系 土木 8/19 8/23 5 1 水運用に関する調査業務補助／施設視察

039 水道局
多摩水道改革推進本部
調整部技術指導課
計画担当

理系 土木 8/19 8/23 5 1 多摩地区水道施設整備に関する計画業務補助及／施設視察

040 水道局
多摩水道改革推進本部
施設部工務課工務担当

理系 土木 8/19 8/23 5 3
多摩地区の大規模水道施設整備に係る設計・積算及び調整業務
の補助／大規模水道施設整備に係る工事監督業務の補助/若手
職員との意見交換・実習報告会

041 下水道局 総務部　広報サービス課 文系 事務 8/26 8/29 4 3 広報業務補助（局報などの企画・取材・記事作成）

行政分野【環境】（環境局、水道局、下水道局）≪文系13人、理系63人、文理不問4人≫80人
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042 下水道局 職員部 人事課 人事担当 文系 事務 8/26 8/29 4 3
内定者向け下水道局ＰＲイベントの企画立案／資料作成及びプレ
ゼンテーション

043 下水道局 職員部 人事課 研修担当 不問 事務 8/26 8/29 4 3 研修の企画・運営

044 下水道局
経理部
業務管理課/資産運用課

文系 事務 8/26 8/29 4 3
使用水量の認定及び下水道料金の徴収業務の補助／資産（土地・
設備）調査に関する補助業務

045 下水道局
計画調整部 計画課
計画担当

理系

土木
機械
電気

環境検査

8/26 8/29 4 4
下水道における主要施策（再構築、浸水対策、合流式下水道の改
善、高度処理及びエネルギー・地球温暖化対策等）の計画作成に
関する補助業務／現場業務体験

046 下水道局
計画調整部 事業調整課
施設計画担当

理系 土木 8/26 8/29 4 2 下水道の施設計画策定に関する補助業務／現場業務体験

047 下水道局
計画調整部 技術開発課
企画調整担当

理系

土木
機械
電気

環境検査

8/26 8/29 4 3
汚泥処理技術、水処理技術、新技術、建設技術の開発に関する補
助業務／技術資料作成補助業務

048 下水道局
計画調整部 技術開発課
技術管理担当

理系
土木
機械
電気

8/26 8/29 4 3
下水道工事における事故防止に関する補助業務／下水道におけ
る技術管理に関する補助業務

049 下水道局 施設管理部 管路管理課 理系 土木 8/26 8/29 4 2
下水道管路施設の維持管理業務（管きょ清掃、補修工事、管路内
調査、水再生センター施設の補修工事及び作業の現場監督等）の
補助

050 下水道局
施設管理部
排水設備課/環境管理課

理系 環境検査 8/26 8/29 4 4
事業場排水に関する水質規制現場調査補助／下水処理等に関す
る調査業務補助

051 下水道局 施設管理部　施設管理課 理系
機械
電気

8/26 8/29 4 1 水再生センター、ポンプ所の維持管理業務補助

052 下水道局 施設管理部　施設保全課 理系
機械
電気

8/26 8/29 4 2
水再生センター、ポンプ所の保全管理に関すること（保全指導業
務、工事指導業務）

053 下水道局 建設部 工務課 調整担当 理系 土木 8/26 8/29 4 3 下水道建設工事の進行管理、指導、ＰＲに関する補助業務

054 下水道局
建設部 設計調整課
調整担当

理系 土木 8/26 8/29 4 4 調整業務補助／管路事業調査業務補助／業計画策定業務補助

055 下水道局
建設部 土木設計課
調整担当

理系 土木 8/26 8/29 4 4
調整事務補助（予算・実施計画、設計・起工等の調整、資料作成）
／計事務補助（現地踏査、施設設計・積算事務・資料作成）

056 下水道局
建設部 設備設計課
調整担当

理系
機械
電気

8/26 8/29 4 3 下水道設備の設計、調査に関する補助業務

057 下水道局
流域下水道本部
技術部 計画課
事業調査担当

理系

土木
機械
電気

環境検査

8/26 8/29 4 3
下水処理水の水質管理業務補助／下水道施設の運転・点検業務
補助／下水道工事監督、工事現場パトロール業務補助

058 生活文化局 消費生活部 不問

事務
機械
電気

環境検査

8/9 8/13 2 2
消費生活行政の概要学習、製品安全に関わる業務補助（イベント
の運営補助等）

059 生活文化局 計量検定所 管理指導課 理系 機械 8/20 8/21 2 2 計量法における計量器規制業務の見学及び事務補助

060 生活文化局 広報広聴部 広報課 不問 事務 8/8 8/9 2 2
広報事務（広報紙「広報東京都」の編集・校正、都のイベント等の取
材及び取材記事作成、都提供番組収録の立会い、都政記録写真
のアーカイブ化事務）補助

061
オリンピック・パラリン
ピック準備局

計画推進部　調整課
調整担当

不問 事務 8/27 8/28 2 2 オリンピック・パラリンピック関連事業・大会準備補助

062
オリンピック・パラリン
ピック準備局 パラリンピック部 不問 事務 8/16 8/29 5 1

初級障がい者スポーツ指導員資格運営業務補助／その他イベント
等運営補助　等

行政分野【教育・文化】（生活文化局、オリンピック・パラリンピック準備局、教育庁）≪理系2人、文理不問27人≫29人
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063
オリンピック・パラリン
ピック準備局

スポーツ推進部
事業推進課
競技スポーツ担当

不問 事務 8/26 8/30 5 1
ジュニアスポーツアジア交流大会運営業務、その他イベント等企画
補助

064 教育庁
指導部 指導企画課
企画推進担当

不問 事務 8/5 8/9 2 1 教育実習の評価の分析・集計作業

065 教育庁
指導部 指導企画課
人権教育担当

不問 事務 8/22 8/23 2 1
人権教育講演会等の行事に関する業務補助／学校における人権
教育への指導・助言に関する業務　等

066 教育庁
指導部 指導企画課
オリンピックパラリンピック教育担
当

不問 事務 8/5 8/9 5 1
オリンピックパラリンピック教育班の事業に係る業務補助／講習会
運営に係る業務補助

067 教育庁
指導部 指導企画課
国際教育推進担当

不問 事務 8/7 8/9 3 1
JETプログラム（The Japan Exchange and Teaching Programme)に
おけるJET来日時の研修会受付・運営等補助／東京都教育委員会
の国際教育施策全般について　等

068 教育庁
指導部 指導企画課
体育健康教育担当

不問 事務 8/19 8/20 2 2
研修アンケート等データベース作成、集計処理／文書作成補助／
講習会（指導力向上のための武道・ダンス講習会）運営補助（受付
等）　等

069 教育庁
指導部
特別支援教育指導課

不問 事務 8/26 8/30 5 1
連絡会等資料作成補助／事業関連資料作成補助（アンケート集
計、データ集計・分析）

070 教育庁
指導部
特別支援教育指導課
(神楽坂庁舎）

不問 事務 8/19 8/23 5 1 講習会運営補助／就学相談・就労支援関係資料作成

071 教育庁
東京都教職員研修センター研修部
専門教育向上課

不問 事務 8/5 8/23 10 6
教員研修の運営補助（印刷等の資料整備、研修の受付・誘導、会
場設営・撤収、タブレット端末操作補助、アンケートの回収・整理・
分析等）

072 教育庁
東京都教職員研修センター研修部
教育開発課

不問 事務 8/5 8/9 5 2 集計処理／文書作成補助／物品整理等

073 教育庁
中央図書館 管理部
企画経営課企画経営総括担当

不問
事務
司書

8/19 8/23 5 3
図書館業務補助（利用者サービス、図書等の収集・受入、区市町
村図書館支援、広報など）

074 都市整備局
都市基盤部　街路計画課
区部総括担当

理系 土木 8/6 8/7 2 2 都市計画道路等の検討業務補助／現地調査　等

075 都市整備局
都市基盤部　交通企画課
事業調整担当

理系 土木 8/5 8/9 5 3
都市交通施策及び首都圏の航空機能に係る計画や調査に関する
事務補助／施設視察

076 都市整備局
市街地整備部　企画課
企画調整担当

理系 建築 8/19 8/23 5 2 土地区画整理事業・市街地再開発事業等事務補助／現場視察

077 住宅政策本部
都営住宅経営部
技術管理課調整担当

理系 建築 8/20 8/22 3 1 資料作成（起案・単価設定作業体験）／屋外工事現場実習

078 住宅政策本部
都営住宅経営部
経営企画課
補助担当・計画担当

理系 建築 8/20 8/22 3 1 国費申請事務補助（建築物の延べ面積確認事務補助）など

079 住宅政策本部 住宅企画部 不動産業課 文系 事務 8/5 8/9 5 1
宅地建物取引業法講習会（団体非加入宅建業者対象　8月7日開
催予定）の実施に伴う事前準備事務補助／当日の対応補助／講
習会視察等

080 建設局 道路管理部 保全課 理系 土木 8/26 8/27 2 1 道路保全事業に係る事務補助（現地調査、資料作成補助等）

081 建設局 河川部 計画課 理系 土木 8/28 8/30 3 2
河川の治水、環境に関する計画に係る事務補助（現場調査、資料
作成補助等）

082 建設局
第一建設事務所
管理課/用地課/工事課/環二工事
課/補修課

理系 土木 8/19 8/23 5 3 道路・河川の整備及び維持管理

083 建設局
第二建設事務所
管理課/工事第一課/工事第二課/
補修課

理系 土木 8/19 8/23 5 1 道路事業について／河川事業について

行政分野【都市づくり】（都市整備局、住宅政策本部、建設局、港湾局、交通局）≪文系4人、理系49人、文理不問2人≫55人
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084 建設局
第三建設事務所
工事第一課/工事第二課/補修課

理系 土木 8/19 8/23 5 2 道路・河川の整備及び維持管理

085 建設局
第四建設事務所
工事第一課/工事第二課/補修課

理系 土木 8/19 8/23 5 2
道路・河川整備工事の現場調査／道路・河川整備パンフレットの作
成補助等

086 建設局
第六建設事務所
管理課/用地課/工事課/補修課

理系 土木 8/19 8/23 5 2 道路・河川・橋りょう等の整備及び維持管理業務に伴う現場調査等

087 建設局
西多摩建設事務所
工事第一課

理系 土木 8/26 8/28 3 2
道路整備工事等の設計業務補助、工事監督業務補助、測量業務
補助

088 建設局
南多摩東部建設事務所
管理課/用地課/工事課/補修課

理系 土木 8/21 8/23 3 1 道路・河川の整備及び管理業務に伴う資料の作成、現場調査　等

089 建設局
南多摩西部建設事務所
各課

理系 土木 8/19 8/23 5 1 道路・河川の整備及び管理業務に伴う資料の作成、現場調査等

090 建設局 北多摩南部建設事務所各課 理系 土木 8/19 8/23 5 1
道路・河川の整備及び管理業務に伴う住民対応等に係る資料の作
成、現場調査等

091 建設局
北多摩北部建設事務所
各課

理系 土木 8/19 8/23 5 1
道路管理・用地取得・道路整備・河川整備・道路施設の維持管理等
の概要説明／各事業現地調査　等

092 建設局
土木技術支援・人材育成センター
技術支援課管理担当

理系 土木 8/19 8/23 2 2
調査・開発などの現場調査（道路舗装、河川、材料施工等）／各種
データ整理

093 建設局
東部公園緑地事務所
事業推進課/工事課

理系 造園 8/22 8/23 2 2 都立公園における工事事務及び事業認可事務等の補助作業

094 建設局
西部公園緑地事務所
管理課/工事課

理系 造園 8/21 8/22 2 1
都市公園管理現場における作業補助／事業認可等に係る基礎資
料の整理、及び多摩地区における都立公園での生物多様性保全
に関わる補助業務

095 港湾局 総務部 総務課 人事担当 文系 事務 8/5 8/30 2 1 港湾局の概要学習／研修等業務補助／関係部署施設視察

096 港湾局
東京港建設事務所
港湾整備課工務担当

理系 土木 8/21 8/27 5 3 港湾施設の設計業務補助／港湾施設工事の監督業務補助

097 港湾局
東京港管理事務所
港湾道路管理課調整担当

理系 土木 8/21 8/27 5 1 港湾施設の設計業務補助／港湾施設工事の監督業務補助

098 港湾局
臨海開発部 開発整備課
整備計画担当

理系 土木 8/21 8/27 5 1
臨海地域の開発計画・整備計画策定補助／臨海地域の開発に関
わる実施計画策定補助

099 港湾局
港湾整備部 計画課
港湾計画担当/技術管理課指導調
査担当

理系 土木 8/21 8/27 5 3
東京港の各基本計画・事業計画策定補助／東京港内技術管理業
務補助／各委員会資料作成補助／工事安全パトロール参加

100 港湾局
離島港湾部 計画課
港湾計画担当/建設課工務担当

理系 土木 8/22 8/28 5 2
離島の各施設の基本計画・事業計画策定補助／離島の各施設の
設計業務補助

101 交通局 総務部 総務課 不問 事務 8/8 8/9 2 1
交通局の事業概要の学習／資料校正業務事務補助／文書事務の
手引き等による公文書管理説明/その他各課での業務補助

102 交通局 職員部 人事課 文系 事務 8/19 8/23 5 1
採用事務に関する補助業務（現場調査、採用説明会等で使用する
資料の作成・改善等）

103 交通局
資産運用部
資産活用課/事業開発課

不問 事務 8/26 8/29 4 1
資産活用関係業務（現場調査、資料作成）／事業開発関係業務
（現場調査、資料作成、他事業者状況調査）

104 交通局 自動車部 管理課 文系 事務 8/8 8/14 5 1
都営バス事業に関する企画業務の補助（実地調査、情報収集、資
料作成）／その他関連業務の補助

105 交通局 車両電気部 電力課 理系 電気 8/5 8/9 4 1 地下鉄等電気関係業務補助／電気管理所ほか調査
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106 交通局 建設工務部 計画改良課 理系 土木 8/5 8/9 5 1
地下鉄駅や関連個所の調査／地下鉄改良に係る企画、計画業務
補助／部内職員向け研修への参加／実習報告

107 交通局 建設工務部 保線課 理系 土木 8/5 8/9 5 1
安全管理業務にかかる資料の作成、とりまとめ／工事発注業務に
かかる資料の作成、とりまとめ／事務所との連絡調整業務　等

108 交通局 建設工務部 建築課 理系 建築 8/5 8/7 3 3
調査業務補助（地下鉄及び新交通の施設・設備のバリアフリーに
関する調査業務等）／設計及び積算業務補助（バリアフリー整備工
事等）

109 財務局
建築保全部 工務課
管理担当

理系 建築 8/27 8/30 4 4 庁舎整備業務／施設保全業務／工事現場監理業務　等

110 主税局
総務部/税制部/課税部/資産税部
/徴収部

不問 事務 8/8 8/9 2 6
主税局の事業概要説明／相談広報班の業務補助／地方税制の課
題検討／現地調査補助（土地・家屋・償却資産）／軽油抜取調査／
滞納整理計画　等

111 政策企画局 総務部 総務課 人事担当 不問 事務 8/8 8/9 2 2 政策企画局の概要学習／各部課での業務の補助

112 総務局 総務部 総務課 人事担当 不問 事務 8/5 8/16 2 2
東京都採用試験合格者（内定者）向け総務局PRイベントの企画立
案及び運営準備（PR内容企画、配布用冊子作成、当日準備等）／
東京都人権プラザの見学

113 総務局 総務部 文書課 文系 事務 8/28 8/30 3 2
条例立案、東京都公報の校正等に関する事務補助／各局からの
法律意見照会に対する回答作成補助／公印照合事務、文書配送
業務等に関する事務補助

114 総務局 人事部 人事課/職員支援課 不問 事務 8/23 8/29 3 2
採用ＰＲ事務補助（イベントの運営補助等）/職員研修事務補助/テ
レワーク推進事務補助

115 総務局
人権部企画課管理担当/人権施策
推進課普及啓発担当

不問 事務 8/5 8/10 2 3 東京都人権プラザの見学／各種人権啓発事業の事務補助

116 総務局
総合防災部
防災計画課/防災対策課

不問
事務
土木

8/19 8/30 10 4
東京を襲う災害を学習し、区市町村の取組を調査・分析／防災計
画に係る資料作成、その他事務作業補助／防災に係る広報・啓発
活動の補助

117 総務局 （一財）東京都人材支援事業団 不問 事務 8/12 8/20 3 2
事業概要説明／イベント運営補助／施設見学／福利厚生事業企
画立案体験

※実習部署の詳細及び申込手続等については、東京都職員採用ホームページ「イベント情報」に掲載予定
（http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp/pc/event/）

行政分野【財政・税務】（財務局、主税局）≪理系4人、文理不問6人≫10人

行政分野【財政・税務】（その他）≪文系2人、文理不問15人≫17人
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