
2021年6月23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＞

106/23宮城県 manaba応募方法： 提出物: エントリーシート

WEB: https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zinzi/internship.html

受付開始日: 06/15 特記事項: 上記Webより詳細を確認し、エントリーシートをダウンロード・作成の上、manabaより提出してください。

※提出ファイルは『Excel形式』でお願いいたします。

【募集対象者について】

・原則として大学２～３年生

（※募集期限時点において、大学の所在する、または居住する各都道府県が移動の自粛を要請している場合は

対象外とさせていただきます。また、受入決定となった場合であっても、実施時期までの間に移動の自粛を要

請された場合は決定を取り消しさせていただきます。）

備考:※今後の本県の新型コロナウ

イルス感染症の発生状況に

よっては中止する場合があり

ます。

学内締切: 午前11時

106/25大分県 直接応募方法： 提出物:

WEB: https://www.pref.oita.jp/soshiki/11200/r3internship.html

受付開始日: 05/27 特記事項: ＊＊＊本機関は学生直接応募となります。＊＊＊

【対象者】大学2・3年生　

上記URLより大分県庁のHPを確認し、申込先（行政(一般事務)のみ）のフォームより申込。

　※重要※

受入れ決定後に保険加入が必要である場合は、必ずキャリアセンター行政インターンシップ担当(intern-

grp@g.chuo-u.ac.jp)へご連絡をお願いいたします。

備考:新型コロナウイルス感染症の

感染状況によっては、今後、

インターンシップを中止又は

実施内容を変更することがあ

りますので、あらかじめご了

承ください。

受入先締切:

106/28山形県 その他応募方法： 提出物: 応募希望の段階では書類は不要です。※受入が決定次第、先方指定の調書を作成い

ただきます。

WEB: https://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/syokuinsaiyo/homu/Internshiptop.html

学内締切: 午前11時
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受付開始日: 06/15 特記事項: ≪山形県インターンシップ実施要項≫

インターンシップ参加希望の方は、キャリアセンターまで以下内容を踏まえご連絡ください。（TEL：042-

674-3491)

①希望実施時期：主に７～９月（受入先で調整）最大２週間受入可能

②希望実施部署：第3希望まで。

※「受入希望先」は山形県ホームページの「組織から探す」より各部署の担当業務を参照の上、課名まで記入

して下さい。

～今後の流れ～

１.参加希望者はキャリアセンターに希望期間、部署を伝える。

２.キャリアセンターが山形県にその情報をもとに参加依頼を行う。

３.先方が受入を協議。受入が決定次第、先方指定の調書を作成。

　※キャリアセンターから参加希望者にお渡しします。

備考:

106/30三重県 直接応募方法： 提出物:

WEB: https://www.pref.mie.lg.jp/JINJI/HP/m0034500002_00004.htm

受付開始日: 06/10 特記事項: ＊＊＊本機関は学生直接応募となります。＊＊＊

上記URLより三重県庁のHPを確認し、申込先のフォームより申込。

【応募〆切】6/30（水）17：00

※５日間全て参加をお願いいたします。

備考:新型コロナウイルスの感染状

況によっては、インターン

シップの実施が延期もしくは

中止になる場合がございます

ので、ご了承ください。

受入先締切:

107/05香川県 manaba応募方法： 提出物: 香川県庁インターンシップ参加申込書

WEB: https://www.pref.kagawa.lg.jp/jinji-gyoukaku/internship/sankasyabosyu2021.html

受付開始日: 06/22 特記事項: 上記Webより詳細を確認し、参加申込書をダウンロードしてください。

【書類作成に際して】

参加申込書作成にあたり、「香川県庁インターンシップ実習コース(事務)」「香川県庁インターンシップ事務

手続き要領＜学生用＞」を必ずご一読ください。

参加申込書作成の上、manabaより提出してください。

※Excel形式でご提出ください。

※参加申込書のメールアドレスについては、Webexアプリからの招待メールを送るため、間違いのないように

ご確認ください。

【修了証明書】修了証明書が必要な方は、申込の時点でmanaba上の質問にて「要」をご選択ください。

【結果連絡】7月下旬頃に先方より通知があり次第、学生の皆様へお伝えします。

備考:今年度は、新型コロナウイル

ス感染症対策の観点から、オ

ンライン方式により実施しま

す。応募者多数の場合は、大

学3年生、大学院1年生を優先

させていただくほか、参加希

望理由等により参加者を決定

します。

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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＜受付終了＞

0千葉県 中止応募方法： 提出物:

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

受付開始日: 特記事項: 備考:令和3年度千葉県庁インターン

シップは新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から、

中止となりました。

学内締切: 午前11時

0群馬県　女子学生 中止応募方法： 提出物:

WEB: https://www.pref.gunma.jp/07/a16g_00092.html

受付開始日: 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から2021年度は中

止になりました。

学内締切: 午前11時

0神奈川県 中止応募方法： 提出物:

WEB: http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7358/

受付開始日: 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から2021年度は中

止になりました。

学内締切: 午前11時

0静岡県 中止応募方法： 提出物:

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

受付開始日: 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から2021年度は中

止になりました。

学内締切: 午前11時

0埼玉県 中止応募方法： 提出物:

WEB: http://www.pref.saitama.lg.jp/a0201/saitama-intern.html

受付開始日: 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から2021年度は中

学内締切: 午前11時
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止になりました。

0群馬県 中止応募方法： 提出物:

WEB:  https://www.pref.gunma.jp/07/a16g_00092.html

受付開始日: 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から2021年度は中

止になりました。

学内締切: 午前11時

005/31新潟県 manaba応募方法： 提出物: 別紙2 受入希望調査書

WEB: https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jinji/intern20210513.html

受付開始日: 05/14 特記事項: 備考:※受入時期の感染拡大状況に

よっては、受入の中止もあり

得ますので、あらかじめご了

承ください。

学内締切: 午前11時

006/01長崎県 直接応募方法： 提出物:

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

受付開始日: 05/26 特記事項: 備考:今後の新型コロナウイルス感

染拡大の状況によっては、イ

ンターンシップの実施が中止

されることがあります。

受入先締切:

006/04愛知県 manaba応募方法： 提出物: 愛知県庁インターンシップ出願票

WEB: https://www.pref.aichi.jp/soshiki/gakuji/aichi-internship2021bosyu.html

受付開始日: 05/24 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に伴い、実習期

間の変更またはインターン

シップの受入を中止する場合

があります。

学内締切: 午前11時

006/15【理工対象】新潟

県（土木部）

理工応募方法： 提出物: 「夏期実習申込書」「履歴書（中大様式）」

WEB: https://www.pref.niigata.lg.jp/site/dobokukanri/doboku-internship.html

学内締切: 午前11時
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受付開始日: 05/31 特記事項: 備考:※理工学生対象

006/15広島県 直接応募方法： 提出物: 「Go!ひろしまデータベース」にて広島県庁の応募入力フォームへ入力

WEB: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-uij/003-5.html

受付開始日: 06/08 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

状況によっては、中止または

オンライン開催に切り替える

場合があります。また、県外

からの参加をお断りする場合

がございます。

受入先締切:

006/16山梨県 直接応募方法： 提出物: 山梨県庁インターンシップ参加申込書

WEB: https://www.pref.yamanashi.jp/jinji/2022intern.html

受付開始日: 05/27 特記事項: 備考:注）感染症の蔓延状況によ

り、急遽の中止や延期の可能

性があることを御了承くださ

い。

受入先締切:

006/22高知県 manaba応募方法： 提出物: （１）実習申込書(学生用)　（２）学生証の写し

WEB: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110901/2021052400219.html

受付開始日: 06/02 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染症の

状況等により実習を中止する

又は一部学生の受入れを中止

することがあります。

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＞

106/25小田原市 manaba応募方法： 提出物: 小田原市インターンシップエントリーシート

WEB: https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/staffin/saiyou/intaan.html

受付開始日: 06/21 特記事項: 上記Webより詳細を確認し、エントリーシートをダウンロード・作成の上、manabaより提出してください。

※提出ファイルは『Word形式』でお願いいたします。

◆「その他」（実習先に伝えておきたいこと）の欄に、実習希望期間をご記入下さい

例）大学夏季休暇期間である8月１日～９月20日までの間でのインターンシップを希望します（※8月14日～

17日間は予定があるため、参加出来ません）等。

◆実施期間は「常時」のため、締め切り後に応募を希望される方は、キャリアセンターまでご連絡下さい◆

※対面でのインターンシップに加え、オンラインのインターンシップも開催します！オンライン実習希望の方

は、直接小田原市へお申込みください。詳細はコチラのURLより⇓

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/staffin/saiyou/onlineintern.html

備考:・次の場合は、インターン

シップの実施を中止いたしま

す。

　1．(4)小田原市インターン

シップ健康チェックシートに

て、中止の要件に該当した場

合

　2．神奈川県が、緊急事態宣

言の実施区域となった場合

　3．実習生が居住している地

域が、緊急事態宣言の実施区

域となった場合

　4．その他、感染拡大のおそ

れがあると判断した場合

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

106/25所沢市 manaba応募方法： 提出物: 履歴書兼希望調査票

WEB: http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/

受付開始日: 06/21 特記事項: ※所沢市のHPに募集事項はございません。下記サイトをご確認ください※

https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2021/06/55074/

2021年度夏季インターンシップを実施します。

◆実施期間：8月18日（水）~８月25日（水）土、日を除く６日間

スケジュール（予定）

備考:新型コロナウイルス感染症の

拡大状況により実習を中止又

は延期とする場合がありま

す。

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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１日目：オリエンテーション・採用について・庁舎案内・実習先への挨拶等

２日目～４日目：配属先の各現場で実習

５日目：グループで実習のまとめ

６日目：実習のまとめ続き・発表・フィードバック・先輩職員との交流・全体のまとめ

◆実施時間：８：３０～１７：１５

◆会　　場：所沢市役所本庁舎　７階研修室　ほか各所属

◆持ち物　：筆記用具・昼食

（昼食は８階の売店で購入したり、食堂で食べることもできます）

◆募集対象：学部３年生（次年度所沢市の受験を検討されている方）

◆提出物：履歴書兼希望調査票（※Excel形式で提出）

※志望部署と志望動機を第５志望までご記入ください。所沢市のHPで志望部署をご確認下さい。志望動機を確

認後、志望部署と調整のうえ、受け入れ先を決定します。

Https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/soshiki_gyomu/index.html

106/30川崎市　男女共同

参画センター

直接応募方法： 提出物: ①履歴書・自己紹介書　②志望用紙　

WEB: https://www.scrum21.or.jp/seminar/sc33104.html

受付開始日: 05/28 特記事項: 上記URLにて川崎市男女共同参画センターインターンシップの詳細をご確認ください。

【提出について】

・webページより規定の書式をDLし作成してください。

提出方法等についてはHPで確認し、6/30（水）17：00必着で直接担当者へメールもしくは郵送で提出してく

ださい。

【結果について】

書類を提出後、選考ののち、結果を先方より「ご本人様」に通知します。

　※重要※

受入れ決定後に保険加入が必要である場合は、必ずキャリアセンター行政インターンシップ担当(intern-

grp@g.chuo-u.ac.jp)へご連絡をお願いいたします。

備考:新型コロナウイルスの感染拡

大防止のため川崎市の方針に

よっては、当初の予定と異な

ることが予想されます。予め

ご了承ください。

受入先締切:

106/30横浜市 直接応募方法： 提出物: 上記URL「申込フォーム」より直接お申込みください。

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

受付開始日: 06/11 特記事項: 詳細は以下URLより横浜市HPにてご確認ください。

Https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?acs=r3webinternship

【応募〆切】6/30（水）9：00AM

備考:2021年度はコロナウイルスの

影響により、対面インターン

シップは中止とし、WEBイン

ターンシップの開催となりま

した。

受入先締切:
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＜受付終了＞

0水戸市 中止応募方法： 提出物:

WEB: https://www.city.mito.lg.jp/000271/000302/p002013.html

受付開始日: 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から2021年度は中

止になりました。

学内締切: 午前11時

0宇都宮市 中止応募方法： 提出物:

WEB: https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/oshiraselist/saiyou/1025795/index.html

受付開始日: 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

0前橋市 中止応募方法： 提出物:

WEB: 前橋市HPに掲載はありません｡

受付開始日: 特記事項: 備考:今年度のインターンシップは

「まん延防止等重点措置」が5

月16日から6月13日までの期

間で適用された状況を踏ま

え、中止になりました。

学内締切: 午前11時

0世田谷区 応募方法： 提出物:

WEB:  

受付開始日: 特記事項: 備考:2021年度は他大学の希望で埋

まっている状況。空きが出た

場合は連絡が来る。

学内締切: 午前11時

005/20調布市 manaba応募方法： 提出物: ①被推薦者調書(資料１)、②課題作文(資料２)　※各書類、Excel・Word形式でご

提出ください。

WEB:  調布市HPに掲載はありません｡詳細は特記事項欄に記載のURLよりご確認ください｡

受付開始日: 05/10 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時
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005/26さいたま市 manaba応募方法： 提出物: 実習希望調書、履歴書

WEB: https://www.city.saitama.jp/006/005/004/p081351.html

受付開始日: 05/18 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染症の

感染拡大状況によっては、急

遽中止又は延期となる場合が

あります。

学内締切: 午前11時

005/31鎌倉市役所 manaba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）インターンシップコース希望

シート

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

受付開始日: 05/26 特記事項: 備考:各受入部署において新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対策

を徹底した上で実施予定です

が、新型コロナウイルス感染

拡大状況等により、実施方法

の変更又は中止の可能性があ

ります。

学内締切: 午前11時

006/02葛飾区 その他応募方法： 提出物:

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: 05/26 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/04北区 manaba応募方法： 提出物: 履歴書（中大様式）

WEB: webｻｲﾄに情報はありません｡

受付開始日: 05/27 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/04中野区 manaba応募方法： 提出物: 学生希望調書

WEB: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/154500/d030487.html

受付開始日: 05/28 特記事項: 備考:学内選考あり

学内締切: 午前11時

006/04日野市 窓口応募方法： 提出物: 日野市インターンシップ申込書（手書き）学内締切: 午前11時
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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: 05/24 特記事項: 備考:日野市役所での面接選考あり

※新型コロナウイルス感染拡

大の状況を受け、今後スケ

ジュール変更や縮小、中止と

なる可能性もございます

006/07稲城市 manaba応募方法： 提出物: 推薦書様式

WEB: https://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/boshuu/internship.html

受付開始日: 05/25 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため、従来のイン

ターンシップより、縮小して

開催いたします。

学内締切: 午前11時

006/08【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」「履歴書（中大様式）」

WEB: WEBｻｲﾄに告知はありません｡理工ｷｬﾘｱ支援課にお問合せください｡

受付開始日: 05/31 特記事項: 備考:※理工学生対象

学内締切: 午前11時

006/08千葉市 manaba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: 05/28 特記事項: 備考:新型コロナウイルスの感染症

拡大防止の観点から、実習を

変更し、又は中止する場合が

ありますので、ご了承くださ

い。

学内締切: 午前11時

006/09相模原市 manaba応募方法： 提出物: インターンシップ実習先希望調書

WEB: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/boshu/etc/1015591.html

受付開始日: 06/02 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/14平塚市 窓口応募方法： 提出物: （様式２）申込書【一般事務コース用】学内締切: 午前11時
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WEB: http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jinji/page-c_00924.html

受付開始日: 06/07 特記事項: 備考:

006/15八王子市 manaba応募方法： 提出物: （様式１）履歴書　※Excel形式で提出してください。

WEB: 八王子市HPに掲載はありません｡詳細は特記事項欄に記載のURLよりご確認ください｡

受付開始日: 05/12 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/15狭山市 manaba応募方法： 提出物: 狭山市インターンシップ実習調査票

WEB: https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/boshu/1420002021041909414.html

受付開始日: 06/09 特記事項: 備考:実習先の所属については、

「調査票」の記入内容を参考

に調整を行いますが、希望に

添えない場合があります。

新型コロナウイルス感染症の

拡大状況により実習を中止又

は延期とする場合がありま

す。

学内締切: 午前11時

006/21立川市 manaba応募方法： 提出物: 履歴書　※志望部署は立川市HPで確認してください

WEB: 立川市HPに掲載はありません｡詳細は特記事項欄に記載のURLよりご確認ください｡

受付開始日: 06/14 特記事項: 備考:

新型コロナウイルス感染症の

拡大状況により実習を中止又

は延期とする場合がありま

す。

学内締切: 午前11時

006/22厚木市 manaba応募方法： 提出物: ①履歴書　②実施申込書（推薦理由以降は記載不要）

WEB: https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shokuinsaiyo/1_1/22545.html

受付開始日: 06/10 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から、実習内容を

一部変更または中止する場合

があります。また、実習前に

学内締切: 午前11時
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本人及びその同居の家族等に

発熱等が認められる場合は、

辞退していただきます。
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