
2019年5月21日 更新

【行政インターンシップ】受入機関リスト 都道府県●

※本リストの見方、応募方法の詳細、インターンシップ参加の流れについて記載しています。

応募の前に「行政インターンシップガイドブック」を必ずお読みください

＜応募受付中＞

105/24三重県 窓口応募方法： 提出物: 令和元年度　三重県庁インターンシップ学生希望調書

WEB: http://www.pref.mie.lg.jp/JINJI/HP/m0034500002_00001.htm

受付開始日: 05/16 特記事項: 〇令和元年度　三重県庁インターンシップ学生希望調書

インターンシップを希望する学生が作成してください。１人につき１枚。

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/24大阪府 窓口応募方法： 提出物: （１）インターンシップ生実習希望調書

WEB: http://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/intern/intern.html

受付開始日: 05/20 特記事項: 実習を希望する学生は、「大阪府インターンシップの実施に関する要綱」及び「令和元年度大阪府インターン

シップ事務手続要領<学生用>」の内容をご理解いただき、「インターンシップ生実習希望調書」に必要事項を

記入し、在籍する大学（院）のインターンシップ担当窓口に提出してください。

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/24静岡県 窓口応募方法： 提出物: 学生実習生希望調書

WEB: https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-020/intern.html

受付開始日: 05/16 特記事項: ※希望する分野は、県ホームページ等を参考になるべく具体的に記載してください。

※希望する地区は、市区町村等を記載してください。

　「静岡県職員募集」パンフレット（HP記載）p.15に職種、p.4に分野と地区の記載がありますのでご参照く

ださい。

（　例.希望分野：行政（くらし・環境部）　）

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/27群馬県 窓口応募方法： 提出物: 学生実習生希望調書

WEB: http://www.pref.gunma.jp/07/a1610001.html

受付開始日: 05/15 特記事項: ※学生実習生希望調書は、Ａ４版両面印刷のうえ、記入して下さい。 備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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105/27群馬県　女子学生 窓口応募方法： 提出物: 学生実習生希望調書

WEB: http://www.pref.gunma.jp/07/a16g_00001.html

受付開始日: 05/15 特記事項: ※学生実習生希望調書は、Ａ４版両面印刷のうえ、記入して下さい。

※女子学生（１，２年生）が対象です。

備考:女子学生インターシップ
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/30新潟県 窓口応募方法： 提出物: 新潟県庁事務系インターンシップ受入希望調書

WEB: http://www.pref.niigata.lg.jp/jinji/1356893887761.html

受付開始日: 05/17 特記事項: ≪新潟県庁事務系インターンシップ募集要項≫

【対象者】

　原則として大学３年次に在籍する学生及び大学院１年次に在学する学生

【受入内容・期間】

　所属により、受入期間が異なります。

※詳細は新潟県HP内-令和元年度事務系インターンシップ受入可能所属一覧を参照してください。

【提出書類】

　新潟県庁事務系インターンシップ受入希望調書

※授業・試験等、実習に参加できない期間がある場合は必ず記入してください。

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/31山梨県 窓口応募方法： 提出物: 山梨県庁インターンシップ希望調書

WEB: https://www.pref.yamanashi.jp/jinji/intern.html

受付開始日: 05/13 特記事項: ＜実施期間＞

平成31年7月下旬～8月下旬※1人あたりの期間は原則として5日程度（月～金）とします。

＜実施場所＞

本庁又は現地機関※県の機関については「県の組織」をご確認ください。

※受入機関の都合等により、希望の機関での受入が出来ない場合がございます。

＜募集人数＞

30名程度※申込者が多数の場合は、申込の希望に添えない場合がございます。

＜受入の決定＞

受入の可否については、6月末までに決定し、教育機関あてに文書でお知らせします。

備考:

学内締切: 午前11時

106/03山口県 窓口応募方法： 提出物: 学生申込書

WEB: http://www.y-internship.com/index.html

受付開始日: 05/20 特記事項: 上記のHPより

ホーム ＞ インターンシップ参加お申込み ＞ お申込み（第3方式）より書式をダウンロードして作成くださ

い。

備考:山口県インターンシップ推進

協議会経由

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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106/03愛知県 窓口応募方法： 提出物: 「出願票」※「東海地域インターンシップ推進協議会」登録制のインターンシップ

情報ページから手順を踏んでダウンロードします。※下記【特記事項】参照。

WEB: http://www.tokai-internship.org/

受付開始日: 05/15 特記事項: 1.応募には、東海地域インターンシップ推進協議会への登録が必須です。パソコンから下記URLで登録を行っ

て下さい。

Https://www.aines.net/chuo-u-intern

※既にバイトネットに登録されている学生についても、こちらで新規登録いただく必要がございます。

2.登録・ログイン後、掲載されているインターンシップ情報を確認して下さい。

※愛知県でも複数の部署で募集があるので、希望する部署のぺージに掲載されている内容をよく読んで下さ

い。

3.下記Webページの手順に従って、応募書類を作成して下さい。

「インターンシップ応募の流れ」

http://www.tokai-internship.org/st_flow.html

※ページ内の「出願締切の5日前まで」という記述は、本学には当たりません。 学内〆切は、上記【学内締

切】参照。

4.「出願票」を印刷し、所定の位置に証明写真の貼付・押印をして、期日までにキャリアセンターへ提出して

下さい。

備考:「東海地域インターシップ推

進協議会」経由

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

106/03和歌山県 窓口応募方法： 提出物: 学生エントリーシート

WEB: http://w-keikyo.com/internship/student/index.html

受付開始日: 05/15 特記事項: 活動内容等詳細は上記WEBの「受入企業・団体一覧」リストから和歌山県庁の項目を参照して下さい。他の市

町村等へ応募希望の場合は、別途キャリアセンターへお問い合わせ下さい。

備考:和歌山県経営者協会「わかや

まインターンシップ」経由

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

106/03千葉県 窓口応募方法： 提出物: 千葉県庁インターンシップ実習生受入申請書（個票）

WEB: https://www.pref.chiba.lg.jp/soumu/jinji/internship/index.html

受付開始日: 05/21 特記事項: ・申請書（個票）の希望所属名は、上記WEBの「実習先一覧」より「千葉県庁インターンシップ実習生受入計

画書」を参照し、実習番号まで記入してください。

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

106/12秋田県 窓口応募方法： 提出物: （１）履歴書　（２）志望動機書　※応募書類は秋田県庁WEBサイトにはありま

せん。特記事項を確認し、各自でご用意ください。

WEB: http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1138693082981/index.html

受付開始日: 05/13 特記事項: (１)履歴書について

　　※生協で販売されている中大生用の履歴書を作成（A4サイズ1枚・写真添付）

　　※証明写真の裏に、学籍番号・氏名を明記し、所定の位置に貼付してください。

備考:

学内締切: 午前11時
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(２)志望動機書について

　　下記6つの事項について、A4用紙1枚(書式自由)に記載すること

　　[1]学部学科、[2]学年、[3]氏名、[4]希望する部署(第３希望まで)、[5]希望期間、　　[６]県庁でのイン

ターンシップを志望する理由・学びたいこと

106/19香川県 窓口応募方法： 提出物: 香川県庁インターンシップ参加申込書(学生用)

WEB: http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir8/dir8_3/dir8_3_1/woglav180509170932.shtml

受付開始日: 05/20 特記事項: 参加を希望する学生は、インターンシップナビかがわ（https://internnavi-kagawa.jp/）にて事前登録のう

え、「香川県庁インターンシップ参加申込書」に必要事項を記入し、キャリアセンター窓口にお申込みをして

ください。

※詳しくは上記HPの「香川県庁インターンシップ事務手続要綱」

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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＜受付終了＞

005/14北海道 窓口応募方法： 提出物: ➀「北海道（知事部局）インターンシップ（学生実務研修）申込書」②「志望理

由・コース調書」③「誓約書」

WEB: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jnj/internship/2019internship.htm

受付開始日: 04/26 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

005/20長崎県 窓口応募方法： 提出物: 様式2　インターンシップ申込書(エントリーシート)

WEB: https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/jinzai-internship/2019internship/

受付開始日: 05/15 特記事項: 備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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【行政インターンシップ】受入機関リスト 市区町村●

※本リストの見方、応募方法の詳細、インターンシップ参加の流れについて記載しています。

応募の前に「行政インターンシップガイドブック」を必ずお読みください

＜応募受付中＞

105/24横浜市 manaba応募方法： 提出物: 【様式】横浜市インターンシップエントリーシート（ワード：23KB）

WEB: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/jinzai/internship.html

受付開始日: 04/16 特記事項: ※manaba応募※

エントリーシートは必ずWord形式（.docまたは.docx）で作成し、manabaの受付フォームより提出して下さ

い。その他ファイル形式（PDF等）での応募は受け付けません。

備考:

学内締切: 午前11時

105/24鎌倉市 窓口応募方法： 提出物: （1）鎌倉市インターンシップ受け入れ申込書、（2）履歴書

WEB: https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syokuin/internship_end.html

受付開始日: 05/10 特記事項: （1）上記WEBより申込書（PDFファイル）をダウンロード、印刷してご利用下さい。

「学部・学科名等」～「目的（本市で学びたいこと）」までを記入してください。

（右上の所在地～電話番号まではキャリアセンターにて記入しますので、空欄のままにしてください）

（2）履歴書について

　　※生協で販売されている中大生用の履歴書を作成（A4サイズ1枚・写真添付）

　　※証明写真の裏に、学籍番号・氏名を明記し、所定の位置に貼付してください。

備考:

学内締切: 午前11時

105/29さいたま市 窓口応募方法： 提出物: (1)履歴書、(2)インターンシップ実習希望調書

WEB: http://www.city.saitama.jp/006/005/004/p035860.html

受付開始日: 05/10 特記事項: (1)履歴書について

　　※生協で販売されている中大生用の履歴書を作成（A4サイズ1枚・写真添付）

　　※証明写真の裏に、学籍番号・氏名を明記し、所定の位置に貼付してください。

(2)インターンシップ実習希望調書

　　※WEBより「インターンシップ実習希望調書」のフォーマットをダウンロードし、作成してください。

　　※希望課所は、WEBで各局および各課・業務内容等を調べて記入してください。

　　　[参考]http://www.city.saitama.jp/006/012/001/009/001/p009438.html

備考:

学内締切: 午前11時
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105/31調布市 窓口応募方法： 提出物: （１）調布市インターンシップ被推薦者調書　（２）課題作文

WEB: WEBｻｲﾄに告知はありません｡募集要項は下記の特記事項を参照して下さい｡

受付開始日: 05/17 特記事項: ≪調布市インターンシップ募集要項≫

【応募条件】下記の条件をすべてみたすこと

ア､大学の第3年次に在籍する学生又は大学院の第1年次に在籍する学生であること

イ､市政への関心と実習を積極的に行う意思を有し、かつ、社会人としてのマナーを理解している学生であるこ

と

ウ､実習を行う各部署において定める受入条件等を満たしていること

【実習期間】

　8/1～8/31までの期間のうち、各実習部署で定める期間。

　※1 詳細は、中央大学HP→インターンシップ>新着情報一覧

　　　　　　　→https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/

　　記事名：★2019年度夏季【調布市】インターンシップに添付している「受入可能部署一覧」を参照

　※2 大学の定期試験の日程と重複している部署があります。試験を理由に辞退や実習の一部不参加は一切認

められませんので、十分に検討して応募して下さい。

【提出書類】

　（１）調布市インターンシップ被推薦者調書

　　　（実習区分については、【受入可能部署一覧】を確認して作成してください。）

　（２）課題作文『あなたが調布市の市政について知っていることを交え、市でどんなことを学びたいか述べ

てください。』

　※中央大学HP→インターンシップ>新着情報一覧

　　　　　　　→https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/

　　記事名：★2019年度夏季【調布市】インターンシップに添付している「調布市インターンシップ被推薦者

調書」および「課題作文」様式をダウンロードし、必要事項を入力し印刷して下さい。証明写真を貼り付け

て、キャリアセンター窓口へ提出して下さい。　　　

【選考方法】

　受入先にて書類選考が行われます。

【結果連絡】

　６月下旬予定

　※合否に関わらず、キャリアセンターよりメール（または電話）にて結果をご連絡します。

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/31日野市 窓口応募方法： 提出物: (１)履歴書、(２)志望動機書

WEB: WEBｻｲﾄに告知はありません｡下記の特記事項を参照して下さい｡

受付開始日: 05/07 特記事項: 【実施期間】2019年8月16日(金)~8月23日(金)の間の平日6日間

【対象】　大学3年生

【提出物】　(１)履歴書、(２)志望動機書

　・(１)履歴書について

備考:日野市役所での面接選考あり

学内締切: 午前11時
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　　※生協で販売されている中大生用の履歴書を作成（A4サイズ1枚・写真添付）

　　※証明写真の裏に、学籍番号・氏名を明記し、所定の位置に貼付してください。

　・(２)志望動機書について

　　下記5つの事項について、A4用紙1枚(書式自由)に記載すること

　　[1]志望した動機、[2]インターンシップに期待すること、[3]どのような仕事(職場)を体験したいか、（複

数可）

　　[4]なぜ日野市でインターンシップを経験したいか、[5]希望する面接日(第二希望まで)

　　※[5]「面接日について」2019年6月27日(木)または6月28日(金)(各日午前）のうち希望する面接日を記

載してください。（第二希望まで）応募者の希望日に偏りがあった場合は第二希望の日程になる可能性もあり

ます。面接日時は決定次第、日野市担当者より直接ご本人に連絡します。

【結果連絡】　・書類選考結果連絡6/20(木)【予定】　・面接実施6/27(木)、6月28日(金)午前中

　　　　　　　・面接結果連絡7/12(金)【予定】

106/03【理工対象】文京

区（土木系）

理工窓口応募方法： 提出物: 文京区インターンシップ申込書　※理工キャリアセンター窓口へ提出※

WEB: WEBｻｲﾄに告知はありません｡

受付開始日: 05/20 特記事項: WEBｻｲﾄに告知はありません｡下記の特記事項を参照して下さい｡

また、理工キャリア支援課に募集要項がありますので必ずご確認ください。

【提出物】：文京区インターンシップ申込書（理工キャリア支援課にあります）

【提出先】：理工キャリアセンター窓口

【受入人数】：１名

【実習職場】：都市計画部・土木部

【実習期間】：８月９日（金）から８月２３日（金）までの１０日間

※実際の職場での実習期間は８日間

※職場によっては、土日祝に勤務する場合あり。

備考:・希望者が複数名の場合、学

内での選考があります。

・選出された方は別途、履歴

書（中大指定のもの）を提出

していただきます。

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

106/07葛飾区 窓口応募方法： 提出物: 葛飾区インターンシップ申込書兼実習生推薦書

WEB: http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000086/1006504/1011446.html

受付開始日: 05/21 特記事項: ※葛飾区HPより「葛飾区インターンシップ申込書兼実習生推薦書」のフォーマットをダウンロードし、作成し

てください。

※希望配属先は「受入先一覧」を確認してください。

備考:
ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

106/21水戸市 窓口応募方法： 提出物: 水戸市インターンシップ実習生調書学内締切: 午前11時
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WEB: http://www.city.mito.lg.jp/000271/000302/p019041.html

受付開始日: 05/21 特記事項: ※（注意）仮手続きに関しては、直接水戸市と連絡を取り合うような形になります。

　必ず上記のURLを確認下さい。

【仮受付手続き】

1.仮受付期間（予定）

　令和元年5月20日(月)～令和元年6月7日(月)

　　※ 水戸市役所へ持参の場合は、平日8：30から17：15までに行くようにしてください。

　　※ 水戸市役所へ郵送の場合は、令和元年6月7日(月)の消印のあるものまで受付けます。　

2.仮受付方法

　「水戸市インターンシップ実習生調書 」に必要事項を明記のうえ、原本を水戸市人事課まで持参又は郵送し

てください。後の本申込手続きの際に、大学等の担当部署へ写しの提出が必要となりますので、必ずコピーを

とっていただくようお願いします。

　また，事前に「令和元年度水戸市インターンシップ受入部署等及び仮受付状況」をご確認いただき、希望部

署等の記入漏れがないよう注意してください。

3.抽選について

　仮受付の受付状況は、「令和元年度水戸市インターンシップ受入部署等及び仮受付状況」を随時更新しま

す。各受入部署ごとに、受入可能人数を上回る仮受付の応募があった場合には、抽選によりインターンシップ

実習生を決定させていただきますので、あらかじめご了承ください。

　なお、抽選結果は、仮受付者全員に「水戸市インターンシップ仮受付抽選結果通知書」の送付により通知し

ます。

　受入が決定した方は、下記「4.『仮受付抽選結果通知書』の受領について」に進んでください。

　抽選に漏れた方については、希望部署を変更しての再度の仮受付等はできませんのでご了承ください。

4.『仮受付抽選結果通知書』の受領連絡について

　仮受付後、水戸市より「仮受付抽選結果通知」が届きましたら、必ずキャリアセンターへメールで連絡して

ください。

　gyosei@tamajs.chuo-u.ac.jp

　　※本文入力内容は、（1）応募年度、（2）インターンシップ参加時期、（3）応募先名称、（4）氏名（フ

リガナ）（5）性別、（6 学籍番号、（7）学年、（8）学部、（9） 携帯TEL、（10） 自宅TEL、（11） 携帯

メールアドレス、（12） PCメールアドレス

　　※件名は「水戸市役所インターンシップ【本申込】」としてください。

　　※本申込へ進まれる方へ、キャリアセンターより今後の手続きについてのご連絡をいたします。

★仮受付時の応募書類について

　下記の3点については、上記のサイト(水戸市HP)よりダウンロードしてください。

　①水戸市インターンシップ実習生調書、②令和元年度水戸市インターンシップ受入部署等及び仮受付状況、

備考:
ＮＥＷ！
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　③誓約書（申込手続き時に必要）
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＜受付終了＞

005/14千葉市 窓口応募方法： 提出物: 「千葉市インターンシップ事業参加希望調書」

WEB: https://www.city.chiba.jp/somu/somu/jinzaiikusei/internship.html

受付開始日: 05/07 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時
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