
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
保健政策部 保健政策課 保健指導
調整担当

理系 保健師 9/12 9/16 3 4 保健師活動全般

002 福祉保健局
保健政策部 健康推進課 保健栄養
担当

不問 栄養⼠ 9/14 9/15 2 1 栄養指導従事者教育事業に関する研修会への参加／各種資料作成、ＰＲ⽅法の検討等

003 福祉保健局
萩⼭実務学校 ⾃⽴⽀援課 ⽣活担
当

⽂系 福祉 9/14 9/16 3 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

004 福祉保健局 児童相談センター 保護⼀課 ⽂系 福祉 9/13 9/14 2 2 ⼀時保護中の⼦供の⽣活⽀援、学習指導等の補助

005 福祉保健局 北児童相談所 ⼼理指導担当 ⽂系 ⼼理 9/14 9/15 2 1 児童相談所における児童⼼理司の補助

006 福祉保健局 ⽴川児童相談所 ⼼理指導担当 ⽂系 ⼼理 9/14 9/16 2 1 児童相談所における児童⼼理司の補助

007 福祉保健局 ⾜⽴児童相談所 ⼼理指導担当 ⽂系 ⼼理 9/14 9/16 3 1 児童相談所における児童⼼理司の補助

008 福祉保健局
⼼⾝障害者福祉センター 障害認定
課 知的障害担当

不問 ⼼理 9/14 9/15 2 1 愛の⼿帳判定業務⾒学および補助／センター内⾒学

009 福祉保健局
北療育医療センター 薬剤検査科
薬局

理系 薬剤A 9/12 9/16 2 1 外来、⼊院調剤／⼊院、⼊所病棟での薬剤管理、服薬指導⾒学

010 福祉保健局
北療育医療センター 薬剤検査科
検査室

不問 臨床検査 9/12 9/16 2 1
システム⼊⼒作業補助／検体検査受付／⾃動分析機による測定から結果報告まで／⽣理検
査室⾒学等

011 福祉保健局
北療育医療センター 薬剤検査科
放射線部⾨

不問
診療放射線

技師
9/12 9/16 2 1 診療放射線業務（⼀般撮影、CT、透視等）

012 福祉保健局 北療育医療センター 看護科 不問 看護師 9/14 9/16 2 2 病棟における看護業務、療育

013 福祉保健局
北療育医療センター 城南分園 通
所担当／通園担当

不問
福祉

看護師
9/14 9/15 2 2 ⽣活介護・医療型児童発達⽀援の業務体験・⾒学等

014 福祉保健局 府中療育センター 薬剤科 理系 薬剤A 9/14 9/15 2 1 療育医療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）

015 福祉保健局 府中療育センター 栄養科 理系 栄養⼠ 9/14 9/15 2 1
医療型障害者福祉施設における管理栄養⼠業務の⾒学
（臨床栄養管理・栄養⾷事指導・給⾷管理）

016 福祉保健局
府中療育センター リハビリテー
ション科

不問

理学療法⼠
作業療法⼠
⾔語聴覚⼠
⼼理

9/12 9/16 2 4 利⽤者へのリハビリテーション実施補助、施設⾒学等

017 福祉保健局
府中療育センター ⽣活療育⽀援科
指導担当

⽂系 福祉 9/15 9/16 2 2
療養介護（重症⼼⾝障害者⼊所施設）における療育活動の⾒学及び業務補助（利⽤者の⽇
中活動（グループ活動）、⾏事への参加）

018 福祉保健局 府中療育センター 看護科 理系 看護師 9/12 9/15 2 4
病棟での看護体験（⾒学）／体温測定・呼吸測定・脈拍測定／
⾎圧測定・⾞椅⼦を押す／⼊所者さんとのコミュニケーション 等

019 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 9/12 9/16 5 2
⾷品衛⽣（⼤規模製造業監視など）／獣医衛⽣業務補助／動物愛護管理業務補助／関係施
設視察 等

020 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 9/12 9/16 5 2
⾷品衛⽣監視業務（⾷品関係営業施設監視など）に同⾏／⾷品衛⽣試験⾒学／環境衛⽣監
視業務（特定建築物検査など）／花粉測定／蚊媒介感染症現場調査／関係施設視察 等

021 福祉保健局 健康安全部 薬務課 薬務担当 理系 薬剤Ｂ 9/12 9/16 5 3
医薬品等の承認審査事務／薬事監視業務、試験検査業務の概要／薬物乱⽤防⽌事業／東京
都薬⽤植物園の業務補助及び視察／化粧品試買調査

022 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

9/12 9/16 5 3
⾷品微⽣物検査業務／細菌性感染症と寄⽣⾍検査業務および調査研究の紹介と⾒学／⾷中
毒検査業務およびコロナウイルス感染症検査の紹介

023 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

9/12 9/16 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，容器包装等の試験／⾷品中の残留物質
（農薬，動物⽤医薬品）の試験
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 ⾏政分野【福祉・保健医療】（福祉保健局）計48⼈＜⽂系9⼈、理系27⼈、⽂理不問12⼈＞
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024 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
環境検査
獣医

9/12 9/16 5 4 ⽣活環境の分析等／⽣体影響試験／医薬品等の試験

025 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 9/12 9/13 2 1 商⼯施策に係る事務補助／視察 等

026 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 9/15 9/16 2 1 商⼯施策に係る事務補助／視察 等

027 産業労働局 ⾦融部 ⾦融課 管理担当 不問 事務 9/14 9/16 3 2 ⾦融部の事業概要説明／⾦融部管理事務補助

028 産業労働局
農業振興事務所 ⻄多摩農業改良普
及センター普及指導担当

理系
農業技術
畜産

9/13 9/14 2 2
農業者向け技術講習会の開催／農業者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

029 産業労働局
森林事務所 保全課 計画担当／全
担当

理系 林業 9/13 9/14 2 3 東京の森林・林業について／森林GISについて／保安林制度について／保安林調査

030 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 9/13 9/14 2 2 ⽔産業の統計資料作成補助／⽔産資源に関する調査、試験、研究等の業務補助

031 産業労働局 雇⽤就業部 調整課 管理担当 不問 事務 9/15 9/16 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

032 中央卸売市場 豊洲市場 不問 事務 9/12 9/14 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）／⽔産品・農
産品業務補助／施設管理業務補助

033 環境局
環境改善部 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 9/12 9/16 2 1 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

034 環境局
多摩環境事務所 管理課／環境改善
課

理系 環境検査 9/12 9/16 3 2 産業保安業務／環境検査業務 等

035 ⽔道局 総務部 施設計画課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/16 5 2 ⽔道施設の計画調査に関する業務の補助／現場視察

036 ⽔道局 職員部 ⼈事課 ⼈事担当 ⽂系 事務 9/12 9/16 2 1 業務概要説明／業務補助 等

037 ⽔道局
サービス推進部 サービス推進課
広報総括担当

⽂系 事務 9/12 9/16 2 1
ホームページ更新／ツイッター、アプリ広報に向けた取り組み／PR館の視察お客さまへ
のインタビュー／AIチャットボットへの回答案作成

038 ⽔道局 ⽔源管理事務所 技術課 理系 林業 9/14 9/16 3 3 ⽔道⽔源林の保全・管理／広報業務補助（森林現況調査等）

039 ⽔道局 浄⽔部 浄⽔課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/14 3 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

040 ⽔道局 浄⽔部 設備課 理系
機械
電気

9/12 9/14 3 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

041 ⽔道局 給⽔部 配⽔課 理系 ⼟⽊ 9/14 9/16 3 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

042 ⽔道局 給⽔部 給⽔課 理系 ⼟⽊ 9/14 9/16 3 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

043 ⽔道局 建設部 ⼯務課 施設整備計画担当 理系 ⼟⽊ 9/12 9/14 3 1 ⽔道施設整備事業の実施計画及び調査業務補助

044 ⽔道局 建設部 施設設計課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/14 3 2 浄⽔施設⼯事の設計・積算業務補助／現場調査

045 ⽔道局 建設部 管路設計課 設計第三担当 理系 ⼟⽊ 9/12 9/14 3 1 管路⼯事及び給⽔所整備⼯事の設計・積算業務の補助／現場調査

046 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 9/12 9/16 5 2 ⽔質管理業務の補助

 ⾏政分野【産業・労働・経済】（産業労働局、中央卸売市場）計16⼈＜理系7⼈、⽂理不問9⼈＞

 ⾏政分野【環境】（環境局、⽔道局、下⽔道局）計66⼈＜⽂系8⼈、理系54⼈、⽂理不問4⼈＞
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047 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 9/12 9/16 5 2
多摩地区における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／多摩地区に
おける⼤規模⽔道施設整備に係る⼯事監督業務の補助／⽔道送配⽔管の新設・更新、給⽔
所等施設整備の設計及び⼯事監督業務の経験

048 下⽔道局 総務部 広報サービス課 ⽂系 事務 9/14 9/15 2 3 広報業務補助（局報などの企画・取材・記事作成）

049 下⽔道局 職員部 ⼈事課 ⼈事担当 ⽂系 事務 9/14 9/15 2 3 就活⽣等に向けた下⽔道局紹介イベントの企画⽴案 等

050 下⽔道局 職員部 ⼈事課 研修担当 不問 事務 9/14 9/15 2 2 研修の企画⽴案 等

051 下⽔道局 経理部 業務管理課／資産運⽤課 不問 事務 9/14 9/15 2 2 下⽔道料⾦の徴収業務の補助、現場視察／資産（⼟地・設備）調査に関する補助業務

052 下⽔道局 計画調整部 計画課 計画担当 理系
⼟⽊
電気
環境検査

9/14 9/15 2 3
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／下⽔道の現場における業務体験
（⽔再⽣センターやポンプ所、下⽔道建設⼯事現場等）

053 下⽔道局
計画調整部 事業調整課 施設計画
担当

理系 ⼟⽊ 9/14 9/15 2 2
下⽔道の施設計画策定に関する補助業務／下⽔道の⼯事現場や計画予定施設における業務
体験（⽔再⽣センターやポンプ所、下⽔道管きょ⼯事計画箇所の現場⾒学等）

054 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

9/14 9/15 2 3
汚泥処理技術の開発に関する補助業務／⽔処理技術の開発に関する補助業務／新技術の開
発に関する補助業務／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

055 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

9/14 9/15 2 2
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

056 下⽔道局 施設管理部 管路管理課 理系 ⼟⽊ 9/14 9/15 2 2 下⽔道管路施設の維持管理業務の補助

057 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 9/14 9/15 2 4
事業場排⽔に関する⽔質規制現場調査補助(実地調査)／下⽔処理等に関する調査業務補助
(実地調査)

058 下⽔道局 施設管理部 施設管理課 理系
機械
電気

9/14 9/15 2 1 ⽔再⽣センター、ポンプ所の維持管理業務補助

059 下⽔道局
施設管理部 施設保全課 調整担当
／⼯事指導担当／保全指導担当

理系
機械
電気

9/14 9/15 2 2 ⽔再⽣センター・ポンプ所の保全管理に関すること

060 下⽔道局 建設部 ⼯務課 調整担当 理系 ⼟⽊ 9/14 9/15 2 3 下⽔道建設⼯事の進⾏管理に関する補助業務／下⽔道建設⼯事の指導に関する補助業務

061 下⽔道局 建設部 設計調整課 調整担当 理系 ⼟⽊ 9/14 9/15 2 3 調整業務補助／管路事業調査業務補助／事業計画策定業務補助

062 下⽔道局 建設部 ⼟⽊設計課 調整担当 理系 ⼟⽊ 9/14 9/15 2 3 調整業務補助／設計事務補助

063 下⽔道局 建設部 設備設計課 調整担当 理系
機械
電気

9/14 9/15 2 2 下⽔道設備の設計に関する補助業務／下⽔道設備の調査に関する補助業務

064 ⽣活⽂化スポーツ局
スポーツ総合推進部 スポーツレガ
シー活⽤促進課 スポーツレガシー
担当

不問 事務 9/13 9/14 2 2 東京２０２０⼤会レガシー、アーカイブ資産、⼤会1周年記念事業等事務補助、視察

065 ⽣活⽂化スポーツ局
スポーツ総合推進部 スポーツ課
利⽤調整担当

不問 事務 9/12 9/13 2 2
区市町村補助に関する事務補助／TOKYOスポーツ施設サポーターズ事業の協⼒先現場確
認

066 ⽣活⽂化スポーツ局
スポーツ推進部 国際⼤会課 国際
⼤会担当／事業推進担当

不問 事務 9/12 9/16 2 2 国際⼤会業務に関する事務補助 等

067 ⽣活⽂化スポーツ局
スポーツ総合推進部 パラスポーツ
課 推進担当

⽂系 事務 9/12 9/16 2 2 パラスポーツ振興施策に関する企画⽴案補助／イベント運営準備業務補助等

068 ⽣活⽂化スポーツ局
スポーツ施設部 施設整備第⼆課
電気技術担当

理系 電気 9/14 9/15 2 2
都⽴スポーツ施設の維持保全業務概要説明／都⽴スポーツ施設現地⾒学／営繕関係業務補
助 等

069 ⽣活⽂化スポーツ局 計量検定所 管理指導課 理系 機械 9/15 9/16 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

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 9/12 9/14 3 1 就学相談・就労⽀援関係資料作成

 ⾏政分野【教育・⽂化】（⽣活⽂化スポーツ局、教育庁）計32⼈＜⽂系2⼈、理系4⼈、⽂理不問26⼈＞
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071 教育庁
指導部 特別⽀援教育指導課（神楽
坂庁舎）

不問 事務 9/15 9/16 2 1 就学相談・就労⽀援関係資料作成

072 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 9/12 9/16 5 6
教員研修の運営補助（印刷等の資料整備、研修受付・誘導、会場設営・撤収、タブレット
端末操作補助等）

073 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 9/12 9/16 5 2 集計処理／⽂書作成補助／物品整理 等

074 教育庁 多摩教育事務所 管理課 不問 事務 9/15 9/16 2 2 管理課事務補助／指導研修に関する補助 等

075 教育庁 総務部 教育政策課 不問 事務 9/12 9/16 2 2
「TOKYOスマート・スクール・プロジェクト」に関するICT利活⽤、環境整備等に関する
事務補助／情報教育の推進に関する事務補助

076 教育庁 総務部 教育政策課 不問 事務 9/12 9/16 2 2 「⼦供を笑顔にするプロジェクト」における現地対応／ホームページ掲載資料の作成

077 教育庁 ⻄部学校経営⽀援センター 管理課 不問 事務 9/15 9/16 2 2 ⽂書交換便業務補助、⽂書作成事務補助／施設現地訪問随⾏及び事務補助

078 教育庁 中部学校経営⽀援センター 管理課 不問 事務 9/15 9/16 2 2 担当者連絡会準備・運営補助／各担当業務の模擬作業

079 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 9/12 9/16 5 3 都市交通施策等に係る計画や調査に関する事務補助／施設視察

080 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 9/14 9/15 2 3 都市計画道路等の検討業務補助／現地調査 等

081 都市整備局 都市基盤部 調整課 施設計画担当 理系 ⼟⽊ 9/15 9/16 2 1
気候変動に伴う豪⾬対策の推進に関わる事務補助／⽔資源の開発や望ましい⽔循環の形成
に関する事務補助／施設視察

082 都市整備局
市街地整備部 企画課 企画調整担
当

理系
⼟⽊
建築

9/12 9/16 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

083 都市整備局
市街地建築部 建築企画課 建築物
省エネ担当／やさしいまちづくり
推進担当

理系 建築 9/12 9/14 3 2 建築物バリアフリー基準の⾒直し検討業務補助／現地調査 等

084 住宅政策本部 住宅企画部 技術管理課 調整担当 理系 建築 9/12 9/13 2 1 資料作成（起案・単価設定作業体験）／屋外⼯事現場実習

085 住宅政策本部 ⺠間住宅部 計画課 管理担当 ⽂系 事務 9/14 9/15 2 1
⺠間住宅施策に関わる庶務事務補助（⽂書収受・配布、執務室管理、資料作成事務補助
等）

086 住宅政策本部
都営住宅経営部 経営企画課 計画
担当

理系 建築 9/12 9/13 2 1 国費申請業務の事務／都営住宅現地視察

087 住宅政策本部
都営住宅経営部 住宅整備課 改善
計画担当／建設管理担当

理系 建築 9/15 9/16 2 1
都営住宅営繕業務に関する業務体験（現場調査を含む）／都営住宅建替業務に関する業務
体験（現場視察を含む）

088 建設局 道路管理部 保全課／安全施設課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/16 3 2 道路保全、交通安全施設事業に係る事務補助（現地調査、資料作成補助等）

089 建設局 河川部 改修課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/15 4 1 河川改修事業に係る事務補助（現場調査、資料作成補助等）

090 建設局 第⼀建設事務所 各課 理系 ⼟⽊ 9/14 9/16 3 2 道路・河川の整備及び維持管理

091 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 9/12 9/16 5 1 道路事業について／河川事業について

092 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 9/13 9/14 2 2 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

093 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 9/14 9/16 3 2 道路及び河川の整備、維持管理の現状の講義／⼯事現場調査、道路巡回点検の体験等

094 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 9/14 9/15 2 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

 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）計71⼈＜⽂系2⼈、理系64⼈、⽂理不問5⼈＞
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095 建設局
⻄多摩建設事務所 ⼯事第⼀課／⼯
事第⼆課／補修課

理系 ⼟⽊ 9/12 9/14 3 2 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

096 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 9/15 9/16 2 3 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

097 建設局 北多摩南部建設事務所 各課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/16 5 1 道路・河川の整備及び管理業務に伴う住⺠対応等に係る資料の作成／現場調査 等

098 建設局 北多摩北部建設事務所 各課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/16 5 2
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

099 建設局
東部公園緑地事務所 管理課／事業
推進課／⼯事課

理系 造園 9/15 9/16 2 2 都⽴公園における事業認可事務／⼯事事務及び維持管理事務等の補助作業

100 建設局
⻄部公園緑地事務所 管理課／⼯事
課

理系 造園 9/14 9/16 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

101 建設局
江東治⽔事務所 ⾼潮⼯事課／内部
河川⼯事課／特定施設建設課／⽔
⾨管理課

理系 ⼟⽊ 9/14 9/16 3 2 河川の整備及び⽔⾨管理業務に伴う資料の作成／現場調査 等

102 建設局 公園緑地部 計画課 企画担当 理系 造園 9/14 9/15 2 1 公園緑地事業の企画・計画等に係る事務補助（現地調査、資料作成補助 等）

103 建設局 第五建設事務所 ⼯事課／補修課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/16 5 2 道路、橋りょう、河川の整備・維持管理に関する業務補助／現地調査 等

104 港湾局 総務部 総務課 広報担当 不問 事務 9/13 9/14 2 2 東京港視察船「東京みなと丸」の案内ガイド補助

105 港湾局 港湾整備部 建設調整課 理系 ⼟⽊ 9/12 9/13 2 4 部事業及び東京港の各基本計画・事業計画策定の説明／東京港内現場調査参加

106 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 9/12 9/15 4 2 離島の各施設の各基本計画・事業計画策定補助／離島の各施設の設計業務補助

107 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 9/12 9/16 5 1 道路設計業務補助／現場対応業務補助

108 港湾局
東京港管理事務所 臨海地域管理課
施設担当

理系 ⼟⽊ 9/14 9/15 2 1 港湾施設の設計業務補助／港湾施設⼯事の現場監督補助

109 港湾局
東京港管理事務所 施設補修課 ⼯
務担当

理系 ⼟⽊ 9/12 9/13 2 1 港湾施設の補修設計業務補助／港湾施設補修⼯事の現場監督補助

110 港湾局
東京港建設事務所 港湾整備課／海
岸整備課

理系 ⼟⽊ 9/12 9/13 2 3 港湾施設・海岸保全施設の設計業務補助／港湾施設・海岸保全施設⼯事の現場監督補助

111 港湾局
東京港建設事務所 埋⽴整備課／港
湾整備課 道路整備担当

理系 ⼟⽊ 9/12 9/13 2 2 港湾施設・道路及び橋梁の設計業務補助／港湾施設⼯事の現場監督補助

112 交通局
総務部 お客様サービス課 広報担
当

不問 事務 9/13 9/15 3 1 広報業務に関する事務補助／撮影対応に関する補助

113 交通局 資産運⽤部 事業開発課 不問 事務 9/12 9/13 2 1 事業開発課関係業務（現場調査、資料作成、他事業者状況調査） 等

114 交通局 電⾞部 管理課／営業課 不問 事務 9/13 9/15 3 1 事業概要説明／都営地下鉄事業に関する業務の補助／その他関連業務の補助

115 交通局 ⾃動⾞部 計画課 ⽂系 事務 9/14 9/16 2 1 都営バス事業に関する企画業務の補助／その他関連業務の補助

116 交通局 ⾞両電気部 ⾞両課 計画担当 理系 電気 9/12 9/16 5 1 地下鉄⾞両関係業務補助／⾞両検修場ほか調査

117 交通局 建設⼯務部 計画改良課 理系 ⼟⽊ 9/13 9/16 4 2
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

118 交通局 建設⼯務部 保線課 理系 ⼟⽊ 9/13 9/16 4 2
地下鉄構造物の維持管理業務に伴う資料作成、現場調査／路⾯電⾞の軌道移設等に係る設
計業務補助／実習報告

119 交通局 建設⼯務部 建築課 計画調整担当 理系 建築 9/14 9/16 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）
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120 財務局 建築保全部 ⼯務課 管理担当 理系 建築 9/12 9/13 2 4 庁舎整備業務／施設保全業務／⼯事現場監理業務 等

121 財務局 財産運⽤部 活⽤促進課 不問 事務 9/12 9/16 2 1 都有地の売払いに関わる事務補助／現地調査及び法務局調査 等

122 主税局
総務部 総務課
徴収部 計画課／個⼈都⺠税対策課
／機動整理課

不問 事務 9/12 9/13 2 2
広報・広聴の概要説明／広報紙・局内報、租税教室⽤教材の内容検討・作成／徴収部の事
業概要説明／滞納整理計画に係る資料作成／滞納整理実務に関する説明／納税交渉シミュ
レーション／公売業務に関する説明及び実務補助 等

123 主税局
税制部 税制課／歳⼊課
徴収部 計画課／個⼈都⺠税対策課
／機動整理課

不問 事務 9/12 9/13 2 2
地⽅税制の課題検討／都税収⼊⾒込に関する調査・検討／主税局徴収部の事業概要説明／
滞納整理計画に係る資料作成／滞納整理実務に関する説明／納税交渉シミュレーション／
公売業務に関する説明及び実務補助 等

124 主税局
課税部 計画課／課税指導課／法⼈
課税指導課／調査査察課

不問 事務 9/12 9/13 2 2 事業概要説明／軽油抜取調査 等

125 主税局
資産税部 計画課／固定資産税課／
固定資産評価課

不問 事務 9/12 9/13 2 2 固定資産 (⼟地・家屋) 評価補助／軽減制度の効果的な周知に関する企画提案補助

126 政策企画局 戦略広報部 広報広聴課 ⽂系 事務 9/12 9/16 5 1 広報東京都の編集／PR動画作成等の事務に関する補助／視察

127 総務局 総務部 総務課 ⼈事担当 不問 事務 9/12 9/13 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等

128 総務局 ⼈事部 ⼈事課 不問 事務 9/12 9/14 3 2 採⽤PRに関する分析、検討／⺠間企業との⼈事交流に関する分析、検討

129 総務局
⾏政部 振興企画課／区政課／市町
村課

不問 事務 9/12 9/13 2 2 事業概要説明／区市町村関係事務に関する補助／移住定住相談窓⼝視察 等

130 総務局 総合防災部 不問 事務 9/14 9/16 3 2 防災に係る企画・普及啓発等に関する事務補助

131 デジタルサービス局
戦略部 デジタル推進課 デジタル
シフト推進担当／戦略課事業推進
担当

不問 ICT 9/14 9/15 2 2
事業概要説明／都庁におけるデジタルシフトの推進の補助／⾼齢者向けスマホ利⽤普及啓
発事業の補助

132 デジタルサービス局
デジタルサービス推進部 デジタル
サービス推進課 データ利活⽤担当

不問 ICT 9/13 9/14 2 1
東京データプラットフォーム（TDPF）の構築に関する事務補助／デジタルツインの推進
に関する事務補助／オープンデータの推進に関する事務補助

133 デジタルサービス局
デジタルサービス推進部 ネット
ワーク推進課

不問 ICT 9/12 9/16 3 1
「つながる東京」の早期実現に向けた事業に係る事務補助／島しょ地域における事業に係
る事務補助

 ⾏政分野【財政、税務】（財務局、主税局）計13⼈＜理系4⼈、⽂理不問9⼈＞

 ⾏政分野【その他】（政策企画局、総務局、デジタルサービス局）計13⼈＜⽂系1⼈、⽂理不問12⼈＞


