
H30年度　東北地方整備局　夏期実習生受入れ先一覧表

№ 部・事務所・管理所 受入課・出張所 住所 実習内容等

施工企画課 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 7月下旬～9月上旬 1～2週間
建設機械現況調査分析
機械設備現況調査分析

情報通信技術課 〃 8月20日～8月24日 1週間
電気通信関連業務国土交通行政（電気通信関
係業務）に対する理解を深めていただくため
の就業体験技術実習

計画課 〃 8月下旬～9月中旬 2週間
官庁施設における建替計画の企画立案
（建築の基礎知識を有する学生対象）

整備課 〃 8月下旬～9月中旬 1週間
建築設備（機械系）の設計関連業務
（機械の基礎知識を有する学生対象）

調査第一課 青森県青森市中央三丁目20-38 8月 3日間 河川調査

計画課 青森県青森市中央三丁目20-38 8月上旬～9月上旬 2日間
事務所全体業務の就業体験、河川・道路事業
広報活動

青森国道維持出張所 青森市大字石江字江渡83-1 8月～9月 2日間
・道路管理業務（巡回、橋梁点検等）
・工事現場体験

弘前国道維持出張所 青森県弘前市大字城東中央五丁目6-10 8月下旬～9月中旬 5日間
道路管理業務（巡回、橋梁点検、損傷復旧
等）、改築事業工事現場

八戸国道出張所 青森県八戸市下長一丁目5-4 8月～9月 2日間
・道路管理業務（巡回、橋梁点検等）
・工事現場体験

計画課 岩手県盛岡市上田四丁目2-2 8月27日～9月14日 1週間
［河川・道路］
調査解析・現場研修

花巻国道出張所 岩手県花巻市東宮野目第10地割55 8月27日～9月14日 1週間 道路事業計画・設計、高規格道路の現場研修

5 南三陸国道事務所
工務課
調査・品質確保課

岩手県釜石市鵜住居町第13地割1-4 8月上旬～9月上旬 1週間
道路改築工事全般
　※自身での通勤が可能な方対象

6 仙台河川国道事務所 計画課 宮城県仙台市太白区あすと長町四丁目1-60
7月30日～8月3日
　　又は
8月20日～8月24日

1週間 道路・河川・海岸工事に関する業務

工務第二課 宮城県石巻市蛇田字新下沼80 8月下旬 1週間
河川工事の設計・積算
工事監督（補助）等

調査課 宮城県石巻市蛇田字新下沼80 8月下旬 1週間 河川計画、河川調査、事業広報

8
鳴瀬川総合開発工事事務
所

調査設計課 宮城県大崎市古川旭三丁目8-18
7月下旬～9月上旬
(8/13～17を除く)

1週間 地質調査又は環境調査

9 秋田河川国道事務所 計画課 秋田県秋田市山王一丁目10-29 8月下旬～9月下旬 1週間
河川・道路の工事・管理に関する業務
情報通信設備の工事・管理に関する業務

10 湯沢河川国道事務所 関係各課・出張所 秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2 8月上旬～9月上旬 1週間
河川・砂防・道路工事監督業務、
河川・道路調査及び計画等業務

11 能代河川国道事務所 調査第一課 秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1 7月下旬～8月下旬 5日間 道路、河川、ダムに関する業務

12 山形河川国道事務所 計画課 山形県山形市成沢西四丁目3-55
8月上旬～9月下旬
（8/13～8/17、9/3
を除く）

1週間 河川及び道路に関する業務全般

13 酒田河川国道事務所 関係各課・出張所 山形県酒田市上安町一丁目2-1 8月20日～8月24日 1週間 河川及び道路に関する業務全般

14 新庄河川事務所
工務第二課
調査課

山形県新庄市小田島町5-55 8月27日～8月31日 5日間 砂防に関する調査実習・現場体験

調査第一課 福島県福島市黒岩字榎平36 8月～9月 1週間 河川調査、河川工事監督、河川管理

調査第二課 〃 8月～9月 1週間 道路調査、道路工事監督、道路管理

16 郡山国道事務所 調査課 福島県郡山市安積町荒井字丈部内28-1 7月30日～8月3日 1週間 道路の工事・管理・調査に関する業務

17 磐城国道事務所 調査課 福島県いわき市平字五色町8-1 8月27日～9月中旬 1週間程度 道路調査・工事・管理

18
岩木川ダム
統合管理事務所

調査課 青森県中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2 8月中旬～9月中旬 3日～1週間
ダム調査、ダム管理巡視等
　※自身での通勤が可能な方対象

実習期間

3 青森河川国道事務所

2 営繕部

1 企画部

15 福島河川国道事務所

北上川下流河川事務所7

4 岩手河川国道事務所
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№ 部・事務所・管理所 受入課・出張所 住所 実習内容等実習期間

19
北上川ダム
統合管理事務所

管理第一課 岩手県盛岡市下厨川字四十四田1 8月下旬～9月中旬 2週間 ダム管理業務

20 七ヶ宿ダム管理所 管理係 宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通52-40 7月～9月 3日間
河川・ダム巡視（車・船）、ダムの防災操
作、堤体点検等
　※自身での通勤が可能な方対象

21 三春ダム管理所 管理係 福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4 8月上旬～9月中旬 1週間 ダム管理全般

22 摺上川ダム管理所 管理係 福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25 8月下旬～9月中旬 1週間
ダム管理全般
　※自身での通勤が可能な方対象

23 東北技術事務所 維持管理技術課 宮城県多賀城市桜木三丁目6-1 8月27日～8月31日 1週間
公共工事の品質確保及び橋梁等施設の保全技
術

24 東北国営公園事務所 調査設計課 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9 8月中旬～9月中旬 1週間
公園設計・調査業務
　※自身での通勤が可能な方対象

25 青森港湾事務所 工務課 青森県青森市本町三丁目6-34 8月下旬～9月中旬 2週間 港湾整備に係わる調査、設計、現場等

26
八戸港湾・空港
整備事務所

工務課 青森県八戸市沼館四丁目3-19 8月下旬～9月中旬 1週間 港湾に関する調査、現場見学等

27 釜石港湾事務所 企画調整課 岩手県釜石市港町二丁目7-27 7月17日～7月27日 2週間 港湾計画・調査、広報

28
塩釜港湾・空港
整備事務所

企画調整課 宮城県多賀城市明月一丁目4-6 7月中旬～8月中旬
期間内の2週間程
度

広報業務（HP用資料及び視察資料作成補
助）、イベント及び各種視察対応

29 秋田港湾事務所
工務課・保全課・企画調
整課・沿岸防災対策室

秋田県秋田市土崎港西1-1-49 8月下旬～9月中旬 1～2週間 港湾調査・現場

30 酒田港湾事務所 工務課 山形県酒田市光ヶ丘5-20-17 9月上旬
2週間（実働10日
間）

予算要求・実施・管理、工事・調査の現場見
学、港湾計画・港湾振興・広報
　※自身での通勤が可能な方対象

31 小名浜港湾事務所
工務課
企画調整課
保全課

福島県いわき市小名浜字栄町65 8月27日～9月7日のうち 1週間 港湾計画、工事現場視察対応等

32
仙台港湾空港
技術調査事務所

調査課 宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目1-35 8月下旬～9月上旬 1～2週間 港湾調査・設計業務


