
2022年6月28日 更新

【行政インターンシップ】受入機関リスト 中央省庁・独立行政法人等●

※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＞

106/30経済産業省 直接応募方法： 提出物: 1weekインターンシップ用調査票（Excel）

WEB: https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/week_2022fy.html

受付開始日: 05/30 特記事項: ※応募の際は、経済産業省2022年度 1weekインターンシップサイトをよくご確認ください。

・提出形式はExcel形式でお願いいたします。

・調査票の選択部分については、不要な選択肢を消して記入ください。

・インターンシップ保険の加入については、申し込み段階での加入は不要です。

・選考の結果は、7月下旬頃に大学から通知いたします。

【6月30日(木)12:00　提出〆切】

備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、経済産業省

1weekインターンシップで

は、対面形式の際、以下の対

策を実施予定です。

1.参加者同士の間隔を広めに

とる。

2.定期的に会場の換気を行

う。

3.入館時や会場等の出入口に

アルコール消毒液を設置す

る。

受入先締切:

106/30公正取引委員会 直接応募方法： 提出物:

WEB:

受付開始日: 05/30 特記事項: 【申込の手順】

１．公正取引委員会「採用マイページ」にログインする

 （https://www.e2r.jp/ja/jftc2023/）

 ※採用マイページの利用には会員登録が必要です。

２．「説明会予約」の「8/18-19サマーインターンシップ」から申込を行う

備考:

受入先締切:

1/9 ページ



３．「書類・事前アンケート提出」から申込必要事項を入力（提出）する

※２の申込完了後、トップページに必要事項を回答するためのリンク先が表示されます

４．予定を空けた上で、選考結果を待つ

【選考結果通知】

７月19日（火）13:00から採用マイページを通じて通知

107/04参議院法制局 manaba応募方法： 提出物: 学生申込書

WEB: https://houseikyoku.sangiin.go.jp/internship/index.htm

受付開始日: 05/09 特記事項: ※提出ファイルは『Excel』でお願いします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しつつ、対面でのグループワーク等を中心に実施する予定です。

備考:※新型コロナウイルス感染症

の状況によっては、一部内容

を変更する場合又は中止する

場合があります。

学内締切: 午前11時

107/14財務省（本省） 直接応募方法： 提出物:

WEB: https://job.axol.jp/pm/s/mof_23/public/blog/2

受付開始日: 06/14 特記事項: 【応募方法】

財務省マイページ（24卒向け）にログインし、必要事項を記入の上、ご応募ください。

※財務省マイページ（23卒向け）ではございませんので、ご注意ください。

【内容】

財務省の政策立案シミュレーション

備考:※直接応募

※新型コロナウイルス感染症

の情勢により、日程等が変更

となる場合もございます。

受入先締切:

107/15消費者庁 直接応募方法： 提出物: 令和4年度消費者庁インターンシップ調査票

WEB: https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/employment_2022_006/

受付開始日: 06/23 特記事項: ※受入が決定した方を対象として、7月22日(金)にインターン実施前の全体オリエンテーションを実施する予定

です。

※日程が確定していない課室のインターンシップに応募された場合は、応募後に個別に日程を調整させていた

だく可能性がございます。

※Web記載の「応募方法」をよくご確認の上、直接ご提出ください。

※受け入れが決定した場合、キャリアセンターにて保険の加入が必要となりますので、ご連絡ください。

備考:新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）

の感染状況や実習生の事情等

に鑑み、実習場所の変更や、

オンラインのみでの実習への

切

替え等を行う場合がありま

す。

ＮＥＷ！

受入先締切:

107/18防衛省 直接応募方法： 提出物: 応募は、防衛省ＨＰ<マイページ>より受け付けます。受入先締切:
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WEB: https://www.mod.go.jp/j/saiyou/sougou_jimu/mod/summerworkshop_jimu_2022.html

受付開始日: 05/24 特記事項: 大学を介さない直接応募。上記webより詳細を確認し、マイページよりご応募ください。

なお、賠償責任保険の加入については、申し込み段階での加入は不要です。

実施期間（※予定）

第１期 ： ２０２２年８月２４日（水）～８月２６日（金）

第２期 ： ２０２２年８月３０日（火）～９月１日（木）

第３期 ： ２０２２年９月５日（月）～９月７日（水）

第４期 ： ２０２２年９月１２日（月）～９月１４日（水）

※各期３日間の日程で実施します（予定）。複数回の参加はできません。

※３日間全日程に参加できることを条件とします。

備考:※新型コロナウイルス感染症

の状況等により、日程変更・

短縮・オンライン等での実施

の可能性があります。

107/20原子力規制委員会

原子力規制庁

manaba応募方法： 提出物: 希望調査票

WEB: https://www.nsr.go.jp/nra/employ/internship.html

受付開始日: 06/23 特記事項: ※提出ファイルは『Word』でお願いいたします。

●実習内容は「インターンシップ実習内容一覧表」より選択してください。

備考:新型コロナウィルス感染症の

流行の状況及び受入学生を含

む関係者の健康状態によって

は、急遽、本実習を取り止め

る場合があります。

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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＜受付終了＞

004/20宇宙航空研究開発

機構

manaba応募方法： 提出物: インターンシップ実習申請者履歴書

WEB: https://www.jaxa.jp/about/employ/internship_j.html

受付開始日: 04/14 特記事項: 備考:ＪＡＸＡ

学内締切: 午前11時

005/16総務省 manaba応募方法： 提出物: 履歴書(兼)調査票（学生記入）

WEB: https://www.soumu.go.jp/menu_syokai/saiyou/intern.html

受付開始日: 04/15 特記事項: 備考:（※）新型コロナウイルス感

染症の流行状況を踏まえ、一

部または全部のプログラムを

オンライン実施に変更する可

能性もございます。予めご承

知おきください。

学内締切: 午前11時

005/18法務省　人間科学

系

manaba応募方法： 提出物: 【様式１】学生調査票

WEB: https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei03_00030.html

受付開始日: 04/14 特記事項: 備考:矯正管区

※夏季と春季とで別々の管区

に応募することは差支えあり

ません。

※地域の新型コロナウイルス

感染症の感染状況に応じて、

実施の中止や、実施形態の変

更をする場合がございます。

あらかじめ御了承いただくよ

うお願いいたします。　

学内締切: 午前11時

005/19国土交通省国土地

理院

manaba応募方法： 提出物: 国土地理院職場体験実習受入希望者調書

WEB: https://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/internship.html

学内締切: 午前11時
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受付開始日: 05/10 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

の状況により、中止または変

更する可能性があります。

005/23法務省 manaba応募方法： 提出物: 【様式１】学生調査票

WEB: https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji02_00023.html

受付開始日: 05/12 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

感染拡大の影響によっては、

変更又は中止の可能性があり

ます。予めご承知おきくださ

い。

学内締切: 午前11時

005/30【理工対象】国土

交通省 北海道開

発局

窓口応募方法： 提出物: 理工キャリア支援課にお問合せください

WEB: https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/ud49g70000008nj4.html

受付開始日: 05/19 特記事項: 備考:※理工学生対象

学内締切: 午前11時

006/06文部科学省 manaba応募方法： 提出物: 様式4　令和４年度春期文部科学省インターンシップ調査票（学生・生徒用）※

Word形式で提出してください。

WEB: https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/attach/1422259.htm

受付開始日: 05/10 特記事項: 備考:※受入れ決定後のご辞退は原

則として受理いたしかねま

す。

※新型コロナウイルス感染症

の影響拡大等を踏まえ、本イ

ンターンシップを実施するこ

とが適切でないと判断すると

きは、あらかじめ各所属校を

通じて受入れ学生にその旨を

連絡します。

学内締切: 午前11時
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006/06農林水産省 manaba応募方法： 提出物: 様式1 インターンシップ調書(EXCEL)

WEB: https://www.maff.go.jp/j/joinus/internship/22summer.html

受付開始日: 05/24 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/06国土交通省　関東

地方整備局

manaba応募方法： 提出物: 夏期実習調査票

WEB: https://www.ktr.mlit.go.jp/soshiki/soshiki00000056.html

受付開始日: 05/24 特記事項: 備考:※令和４年度の夏期実習（イ

ンターンシップ）につきまし

ては、受け入れ先に緊急事態

宣言又はまん延防止等重点措

置が発令されている場合な

ど、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大が懸念される場

合は延期・中止となることが

ございますので、予めご了承

いただきますようお願いいた

します。

学内締切: 午前11時

006/07【理工対象】国土

交通省 関東地方

整備局

窓口応募方法： 提出物: 「夏期実習調査票」

WEB: https://www.ktr.mlit.go.jp/soshiki/soshiki00000056.html

受付開始日: 05/19 特記事項: 備考:※理工学生対象

学内締切: 午前11時

006/09外務省 直接応募方法： 提出物: 参加申し込みフォーム（Excel）

WEB: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page24_001780.html

受付開始日: 05/24 特記事項: 備考:※直接応募

受入先締切:

006/10金融庁 直接応募方法： 提出物: 調査票

WEB: https://www.fsa.go.jp/common/recruit/internship.html

受入先締切:
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受付開始日: 05/24 特記事項: 備考:※開催方法については、新型

コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から、オンラ

イン等に変更される可能性が

あります。

006/14【理工対象】国土

交通省　東北地方

整備局（技術系）

窓口応募方法： 提出物: 実習生個票

WEB: http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/K00360/recruit/top/internship.html

受付開始日: 05/19 特記事項: 備考:※理工学生対象

学内締切: 午前11時

006/16霞が関女子イン

ターンシップ（内

閣官房内閣人事

manaba応募方法： 提出物: 様式③調査票（学生用）

WEB:  https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit/event/detail_internship.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

影響拡大等を踏まえ、対面実

習を実施することが適当でな

いと判断するときは、対面実

習は中止とする可能性があり

ます。その場合は、あらかじ

め実習生にその旨を連絡しま

す。

学内締切: 午前11時

006/22環境省 manaba応募方法： 提出物: 要望書（詳細はwebにて要確認）

WEB: https://www.env.go.jp/info/internship/index.html

受付開始日: 04/26 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/24山梨労働局 manaba応募方法： 提出物: 履歴書（様式3）　

WEB: https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/roudoukyoku/saiyou/internship.html

学内締切: 午前11時
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受付開始日: 06/16 特記事項: 備考:※参加される方については、

実習初日に新型コロナウイル

ス等感染防止対策として、

「新型コロナウイルス等感染

防止対策に係る確認票」を提

出していただきます。

※新型コロナウィルス感染症

の今後の状況によっては、中

止する場合がありますので予

めご了承ください。

006/27関東財務局 manaba応募方法： 提出物: インターンシップ参加申込書

WEB: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/06/60837/

受付開始日: 06/01 特記事項: 備考:※学内選考があります。

※新型コロナウイルスの感染

状況により、対面背の実施が

難しいと判断される場合は、

オンラインによる実施を検討

いたします。

学内締切: 午前11時

006/27静岡労働局 manaba応募方法： 提出物: ①職場体験実習志望理由等調査票　②履歴書

WEB: https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_119239_00011.html

受付開始日: 06/17 特記事項: 備考:※本実習の必要経費（交通

費、滞在費、食事代、保険料

等）については、各自で負担

することとなります。

学内締切: 午前11時

006/27厚生労働省 manaba応募方法： 提出物: 厚生労働省職場体験実習調査票

WEB: https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/tokusetsu/internship/

受付開始日: 06/22 特記事項: 備考:災害が発生した場合等、状況

により研修の中止や期間・募

集人数の変更がありえますの

でご留意ください。また、新

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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型コロナウイルス感染拡大防

止のため日程変更等の可能性

がありますことを申し添えま

す。

9/9 ページ


