
2022年7月26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＞

107/31栃木県 直接応募方法： 提出物: 電子申請にて申込（上記URLより）

WEB: https://www.pref.tochigi.lg.jp/b02/pref/zaiseijinji/jinji/2022openzemi.html

受付開始日: 06/28 特記事項: プログラム等詳細につきましては、別添案内チラシ及び県ホームページ（６月24日公表）を ご確認ください。

 ○栃木県庁オープンゼミ（行政職）

 １　日時　

　　＜対面方式＞令和４年８月22日（月）、23日（火）、24日（水）　各日9：30～16：00

　　　　　　　　 ※各日とも同じプログラムです。

　　＜オンライン＞令和４年８月23日（火）、24日（水）　各日9：30～12：00

                         ※各日とも同じプログラムです。

 ２　場所　栃木県研修館（対面方式の方のみ）

 ３　対象　栃木県庁に関心のある大学、大学院、短期大学、高等専門学校の学生

 ４　定員　各回50名程度　

 ５　申込　令和４年７月１日（金）～令和４年７月31日（日）

　　　　　 ※定員になり次第、締め切ります。

　　　　　 栃木県電子申請システムにより学生本人がお申込みください。

　　　　　 （学校での取りまとめは不要です。）

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。

受入先締切:
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＜受付終了＞

0北海道 中止応募方法： 提出物:

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

受付開始日: 特記事項: 備考:今年度（2022年度）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させてい

ただきます。

※本年度のインターンシップ

の中止に伴い、インターン

シップ対象者に向けた次の取

組を行います。

1.Web会議システムを使用し

た座談会（北海道庁オンライ

ン座談会（昨年度も実施））

2.道庁を訪問してもらい、職

場体験などをしていただく取

組（新たな取組）

詳細については決定次第ホー

ムページで公表します。

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: 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2022年度は中

止になりました。

学内締切: 午前11時

005/16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: 05/09 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

受入先締切:
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されることがあります。

005/30静岡県 manaba応募方法： 提出物: 学生実習生希望調書

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

受付開始日: 05/23 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

005/31新潟県 manaba応募方法： 提出物: 別紙2 受入希望調書

WEB: https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jinji/intern2022.html

受付開始日: 05/19 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

006/06千葉県 manaba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）（Excel）

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

受付開始日: 05/25 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/10群馬県 直接応募方法： 提出物: 学生実習生希望調書（ぐんま電子申請システムよりお申込みください）

WEB: https://www.pref.gunma.jp/07/a1600192.html

受付開始日: 05/23 特記事項: 備考:※申込者多数の場合は、翌年

度の行政事務採用試験受験予

定者を優先した上で、抽選と

させていただきます。

受入先締切:

006/10群馬県　女子学生 直接応募方法： 提出物: 学生実習生希望調書（女子学生）（ぐんま電子申請システムよりお申込みくださ

い）

受入先締切:
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（1,2年生限定） WEB: https://www.pref.gunma.jp/07/a16g_00153.html

受付開始日: 05/23 特記事項: 備考:※1,2年生の女子学生限定

006/15広島県 直接応募方法： 提出物: 「Go!ひろしま」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: 06/02 特記事項: 備考:

受入先締切:

006/15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/2022-2interrn.html

受付開始日: 06/06 特記事項: 備考:

受入先締切:

006/16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/2022internship.html

受付開始日: 06/13 特記事項: 備考:直接応募

受入先締切:

006/20愛知県 直接応募方法： 提出物: あいち電子申請・届出システムよりお申込みください

WEB: https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-internship2022bosyu.html

受付開始日: 06/02 特記事項: 備考:

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: https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110901/2022053100238.html

受付開始日: 06/06 特記事項: 備考:対象年次：大学3年生、短大1

年、大学院修士1年・博士4年

及び高等専門学校4年

学内締切: 午前11時

006/23石川県 直接応募方法： 提出物: 令和4年度石川県庁インターンシップ応募フォーム　※HP上より

WEB: https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/koutoukyouiku/internship.html

受付開始日: 06/13 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

受入先締切:
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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。

006/24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

受付開始日: 05/09 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/24大分県 直接応募方法： 提出物: 令和４年度インターン申込フォーム（https://www.egov-

oita.pref.oita.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=855IQSkY）

WEB: https://www.pref.oita.jp/soshiki/11200/r4internship.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

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/intanr4.html

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。

学内締切: 午前11時

006/30三重県 直接応募方法： 提出物: 申込先のフォームより申込

（https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=16542540483

受入先締切:
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04）

WEB: https://www.pref.mie.lg.jp/JINJI/HP/m0034500002_00006.htm

受付開始日: 06/10 特記事項: 備考:

006/30香川県 直接応募方法： 提出物: かがわ電子自治体システム（電子申請・届出サービス）により申込

WEB: https://www.pref.kagawa.lg.jp/jinji-gyoukaku/internship/sankasyabosyu2022.html

受付開始日: 05/31 特記事項: 備考:

受入先締切:

007/01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: 06/28 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

007/11富山県 直接応募方法： 提出物: ①エントリーシート②実習希望所属申請書

WEB: https://internshipnavi-toyama.jp/company/info/222

受付開始日: 06/29 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

の状況によっては、実習内容

の変更または中止にする場合

があります。

受入先締切:

007/12神奈川県 直接応募方法： 提出物: 「e-kanagawa電子申請システム」に利用者情報を登録し、申込み

WEB: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s6d/cnt/f7358/

受付開始日: 06/30 特記事項: 備考:

受入先締切:

007/19鳥取県 manaba応募方法： 提出物: インターン実習申込書（学生用）【別紙２】

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

受付開始日: 07/13 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

感染拡大状況によっては、受

入れを中止する場合や県外か

学内締切: 午前11時
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らの参加をお断りする場合が

あります。
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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＞

108/01上田市 直接応募方法： 提出物: 専用の申込フォームから必要事項を入力

WEB: https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/koyo/66811.html

受付開始日: 07/15 特記事項: ■オンラインで実施

■5日間で行政（市役所）も含めて複数社を体験できる貴重なインターンシップです。

■応募条件

2024年以降卒業予定の大学院生、大学生、短大生、専門学校生

期間を通して参加できる方（一部のみの参加は認めません。）

備考:

受入先締切:
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＜受付終了＞

0宇都宮市 応募方法： 提出物:

WEB: https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/oshiraselist/saiyou/1025795/1029332.html

受付開始日: 特記事項: 備考:令和4年度の実施については、

新型コロナウイルス感染症の

感染予防及び拡大防止のため

中止となりました。

学内締切: 午前11時

0前橋市 応募方法： 提出物:

WEB: https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/2/2/32755.html

受付開始日: 特記事項: 備考:※事務職のインターンシップ

は、10～12月頃にオンライン

形式でインターンシップ（業

務紹介）を実施予定です。詳

細については、ホームページ

や広報まえばしをご確認くだ

さい。

学内締切: 午前11時

0小田原市 応募方法： 提出物:

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

受付開始日: 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

005/09坂戸市 manaba応募方法： 提出物: 参加申込書

WEB: https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/11/24179.html

受付開始日: 04/14 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

005/23流山市役所 manaba応募方法： 提出物: 流山市インターンシップエントリーシート（Word）

WEB: https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1008150/1008151/1035954.html

受付開始日: 05/10 特記事項: 備考:※新型コロナウイルスの感染

状況等の事情により、中止す

学内締切: 午前11時
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る場合がございますので、予

めご了承ください。

005/23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

005/24鎌倉市役所 manaba応募方法： 提出物: （1）受入れ申込書（2）コース希望シート（3）履歴書

WEB: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/05/60627/

受付開始日: 05/19 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

005/24八王子市 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: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/04/60329/

受付開始日: 04/27 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

005/26入間市 manaba応募方法： 提出物: 履歴書

WEB:  https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/05/60621/

受付開始日: 05/19 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

005/31さいたま市 manaba応募方法： 提出物: ①実習希望調書、②履歴書

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

受付開始日: 05/17 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
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005/31北区 manaba応募方法： 提出物: 履歴書（中大様式）

WEB: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/05/60556/

受付開始日: 05/13 特記事項: 備考:※受け入れ先の都合によって

は受入できないこともありま

す

学内締切: 午前11時

006/03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）

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

受付開始日: 05/24 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/03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: 05/30 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

006/03日野市 manaba応募方法： 提出物: 令和４年度 日野市インターンシップ申込書

WEB: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/05/60703/

受付開始日: 05/25 特記事項: 備考:※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

006/03葛飾区 manaba応募方法： 提出物: 自己紹介書

WEB:  https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/05/60759/

受付開始日: 05/27 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時
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006/06千葉市 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」（Excel形式）※ﾌｧｲﾙ名変更方法の

指定あり

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

受付開始日: 05/30 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

006/06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(Word)②インターンシップ希望調書(Word)③履

歴書(Excel)

WEB: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/05/60618/

受付開始日: 05/19 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。

学内締切: 午前11時

006/07名古屋市 manaba応募方法： 提出物: 「名古屋市インターンシップ出願票」（Excel形式）

WEB: https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/65-45-0-0-0-0-0-0-0-0.html

受付開始日: 06/01 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/08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(Word形式)

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

006/09平塚市 窓口応募方法： 提出物: 申込書（手書き・写真貼付・窓口提出）

WEB: https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jinji/page-c_00924.html

受付開始日: 06/06 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時
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006/09川崎市 manaba応募方法： 提出物: 川崎市インターンシップ実習生希望調書（Excel形式)

WEB:  https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/06/60914/

受付開始日: 06/06 特記事項: 備考:学内選考あり

学内締切: 午前11時

006/10中野区 manaba応募方法： 提出物: 学生希望調書（Excel形式)

WEB: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/154500/d032702.html

受付開始日: 06/03 特記事項: 備考:学内選考あり

学内締切: 午前11時

006/10新宿区 manaba応募方法： 提出物: 令和4年度新宿区インターンシップ実習生参加希望調書（Word形式）

WEB:  https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/06/60908/

受付開始日: 06/06 特記事項: 備考:学内選考あり

学内締切: 午前11時

006/10【理工対象】文京

区

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: 05/19 特記事項: 備考:※理工学生対象

学内締切: 午前11時

006/14岡崎市 manaba応募方法： 提出物: 【様式1】令和4年度岡崎市インターンシップエントリーシート

WEB: https://www.city.okazaki.lg.jp/330/p020130.html

受付開始日: 06/01 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/15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/topics/sc33104.html

受付開始日: 05/10 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:

006/15世田谷区 manaba応募方法： 提出物: 調査票・履歴書学内締切: 午前11時
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WEB:  https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/06/61012/

受付開始日: 06/13 特記事項: 備考:学内選考あり

006/17厚木市 manaba応募方法： 提出物: ①履歴書　②実施申込書（枠外と枠内の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: 06/14 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

006/20所沢市 manaba応募方法： 提出物: 履歴書兼希望調査票（Excel形式で提出）

WEB: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/06/61058/

受付開始日: 06/16 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/22甲府市 manaba応募方法： 提出物: インターンシップ生実習希望調書（Excel形式）

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

受付開始日: 06/17 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/24水戸市 manaba応募方法： 提出物: 1．「水戸市インターンシップ実習生調書」の写し　２．「誓約書」

WEB: https://www.city.mito.lg.jp/000271/000302/001/p019041.html

受付開始日: 05/13 特記事項: 備考:※manaba締切を延長しまし

た。

学内締切: 午前11時

006/28稲城市 manaba応募方法： 提出物: 推薦書（裏面：エントリーシートのみ）※Word形式で提出

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

受付開始日: 06/21 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

006/30日光市 manaba応募方法： 提出物: 日光市インターンシップエントリーシート学内締切: 午前11時
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WEB: https://www.city.nikko.lg.jp/jinji/intern.html

受付開始日: 05/12 特記事項: 備考:

006/30弘前市 manaba応募方法： 提出物: ①インターンシップ申込書②自己紹介票　※１ファイル（２ページ）Word形式

WEB: http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/saiyo/internship.html

受付開始日: 05/17 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

007/08川越市 manaba応募方法： 提出物: 川越市インターンシップ参加希望調書

WEB: https://www.city.kawagoe.saitama.jp/event/main/other/R4internship.html

受付開始日: 07/04 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時

007/25立川市 manaba応募方法： 提出物: 履歴書(R4立川市)※Excel形式で提出　※志望部署は立川市HPで確認してください

WEB: https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/07/61599/

受付開始日: 07/21 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。

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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