
2021年7月30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＞

108/16東京都 直接応募方法： 提出物:

WEB: https://www.saiyou2.metro.tokyo.lg.jp/pc/event/2021-tocho_work_seminar.html

受付開始日: 07/15 特記事項: ＊＊＊本機関は学生直接応募となります。＊＊＊

上記URLより詳細を確認し、「東京都　Members Site」よりお申込みください。

申込〆切は開催日程ごとに以下の通りです。

9/6開催分：申込〆切　8/16（月）

9/21開催分：申込〆切　9/1（水）

　※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:オリンピック開催並びにコロ

ナウイルスの関係で、2021年

は１day仕事体験を実施しま

す。

受入先締切:

108/17鳥取県 直接応募方法： 提出物:

WEB: https://www.pref.tottori.lg.jp/168252.htm

受付開始日: 07/27 特記事項: ＊＊＊本機関は学生直接応募となります。＊＊＊

上記URLより詳細を確認し、申込ページよりお申込みください。

「オンライン仕事説明会」

【対象者】鳥取県職員の仕事に興味のある方

【実施期間】8/31・9/2・9/6・9/7・9/14・9/15

【募集時期】7/27（火）9：00AM～8/17（火）5：00PM

各日程・職種ごとに、定員になり次第申込を締め切ります。

　※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:令和3年度の鳥取県庁イン

ターンシップにつきまして

は、新型コロナウイルス感染

症の状況等も踏まえ、全国の

学生の皆様に安心してご参加

いただけるよう、オンライン

型で実施することとなりまし

ＮＥＷ！

受入先締切:
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＜受付終了＞

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

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北海道 中止応募方法： 提出物:

WEB: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jnj/internship/2019internship-2.html

受付開始日: 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

0栃木県 中止応募方法： 提出物:

WEB: http://www.pref.tochigi.lg.jp/b02/pref/zaiseijinji/jinji/openseminar.html

受付開始日: 07/01 特記事項: 備考:例年実施しておりますイン

ターンシップを新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止のた

め実施せず、栃木県庁オープ

ンゼミを実施することとしま

した。

詳細は上記のURLよりHPにて

ご確認ください。

学内締切: 午前11時

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

学内締切: 午前11時
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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。

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

0群馬県　女子学 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

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 中止応募方法： 提出物:

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

学内締切: 午前11時
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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。

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

006/14兵庫県 直接応募方法： 提出物: エントリーフォームの入力

WEB: https://hyogo-internship.jp/

受付開始日: 06/07 特記事項: 備考:兵庫県経営者協会経由

受入先締切:

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

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

006/15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受入先締切:
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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。

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

006/23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: 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

006/25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: 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:

006/28茨城県 直接応募方法： 提出物: いばらき電子申請・届出サービスに申込

WEB: https://www.pref.ibaraki.jp/somu/jinji/internship/2021internship.html

受付開始日: 06/24 特記事項: 備考:直接応募

受入先締切:
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※新型コロナウイルス感染症

の感染拡大等の状況によって

は、インターンシップを中止

又は延期することがありま

す。

006/28山形県 中止応募方法： 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

受付開始日: 06/15 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/30三重県 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: 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:

007/05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: 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。

学内締切: 午前11時

007/06福島県 manaba応募方法： 提出物: 実習希望調書※Word形式でご提出ください。

WEB: https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01125c/intanr3.html

学内締切: 午前11時
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受付開始日: 06/30 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

の発生状況によっては、変

更・中止する場合がありま

す。※受入決定となった場合

でも、実施時期において、大

学等の所在する、または居住

する各都道府県が移動の自粛

をしている場合等は受入決定

を取消させていただきます。

007/12長野県 直接応募方法： 提出物:

WEB: https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/internship_r3.html

受付開始日: 07/01 特記事項: 備考:

受入先締切:

007/20奈良県 直接応募方法： 提出物:

WEB: 奈良県のHPに情報の掲載はありません｡

受付開始日: 07/12 特記事項: 備考:

受入先締切:
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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

＜受付終了＞

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

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甲府市 中止応募方法： 提出物:

WEB: https://www.city.kofu.yamanashi.jp/jinji/internship.html

受付開始日: 06/30 特記事項: 備考:今年度につきましては、新型

コロナウイルス感染症の感染

状況が変わっておらず、また

ワクチン接種業務の動員等に

より、担当課の受入体制を整

備することが困難であること

から中止とさせていただきま

す。

学内締切: 午前11時
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0宇都宮市 中止応募方法： 提出物:

WEB: https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/oshiraselist/saiyou/1027195/1027197/index.html

受付開始日: 特記事項: 備考:本市におきましては，令和３

年度のインターンシップの受

け入れについて，

新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から，昨年度に

引き続き中止としました。し

かしながら，学生の皆様に，

本市の業務内容や仕事の雰囲

気などについて知って

いただく機会として，画面越

しに職員とコミュニケーショ

ンを取ることができる，

オンライン「職員と語ろう」

を開催することになりまし

た。

詳しくは上記URLよりHPをご

確認ください。

学内締切: 午前11時

0日光市 応募方法： 提出物:

WEB: https://www.city.nikko.lg.jp/jinji/intern.html

受付開始日: 特記事項: 備考:日光市役所では、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大状

況に鑑み、令和3年８月末ま

での休止を決定いたしまし

た。令和3年９月以降の受入

れについては、８月中にホー

ムページにおいて周知いたし

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

学内締切: 午前11時
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「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。

0長崎市 中止応募方法： 提出物:

WEB:

受付開始日: 特記事項: 備考:

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

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 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

10/15 ページ



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）

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

学内締切: 午前11時

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

学内締切: 午前11時
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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。

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

006/09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】

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:

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

006/15八王子市 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
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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 中止応募方法： 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

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。

学内締切: 午前11時

006/25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: 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

006/25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: 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

学内締切: 午前11時
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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

006/30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: 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:

006/30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: 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:

007/05国立市 manaba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: 国立市のHPに情報の掲載はありません｡

受付開始日: 06/30 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

007/16府中市 manaba応募方法： 提出物: ①府中市インターンシップ申込書②インターンシップ希望調書③履歴書学内締切: 午前11時
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WEB: 府中市のHPに情報の掲載はありません｡

受付開始日: 07/12 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

拡大の状況によっては、受入

れ先が決まっている場合でも

中止または内容（日数等）の

変更をさせていただく可能性

がございますこと、ご了承く

ださい。

007/19秦野市 manaba応募方法： 提出物: 秦野市インターンシップ実施申込書

WEB: https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1526369612223/index.html

受付開始日: 07/16 特記事項: 備考:緊急事態宣言発令地区・まん

延防止等重点措置区域に居住

されている学生の方は、お申

込みいただいてもお断りさせ

ていただく場合があります。

　

学内締切: 午前11時

15/15 ページ


