
【2022年度】名古屋市インターンシップ実習先一覧

NO 局名 所属名 募集人数 実習場所 実習内容 実習時期 パソコン能力 その他特記事項 学生への質問

1 総務局
行政部
行政改革推進室

2人 名古屋市役所本庁舎

本市における行政改革の取組みを推進している職場で
す。今後、デジタル化が進む中などにおいて、市とし
て公務の高い生産性の実現にむけて、既存の業務プロ
セスまで踏み込んだ業務改革に取り組んでいく必要が
あります。
実習では、業務改革等の業務に従事することで、本市
の行政改革について学ぶことが出来ます。

9月15日～9月16日
募集対象
・大学3年

2 総務局
行政部
デジタル改革推進課

2人 名古屋市役所西庁舎

当課では、行政手続のオンライン化、内部事務のデジ
タル改革、DX人材の育成といったデジタルトランス
フォーメーションの推進や、電子情報の保護対策、庁
内の情報システムの運用等を行っています。
今回の実習では、当課で実施する行政事業等を体験し
ていただきます。
また、当課が実施する事業やサービスに対して学生な
らではの意見をいただきます。

8月22日～8月26日
Word、Excel等
の基本操作

①成功や失敗に関わらず、今まで最
もチャレンジしたと思う出来事を教
えてください。
②このインターンシップで知りたい
ことや学びたいことなどを教えてく
ださい。

3 総務局 職員部 16人 名古屋市役所本庁舎

総務局職員部は、人事課、人材育成・コンプライアン
ス推進室、給与課、安全衛生課の4つの部署から構成
されています。
職員部では人事、研修、服務、給与、福利厚生など、
名古屋市役所の職員を対象とした仕事に取り組んでお
り、職員が働きやすい職場づくりに努めています。
実習では、これら4か所すべての部署を経験していた
だき、実際の事務に携わったり、企画立案をしていた
だきます。
【人事課】職員の人事・採用に関する事務
【人材育成・コンプライアンス推進室】職員の服務・
研修に関する事務
【給与課】職員の給与に関する事務
【安全衛生課】職員の福利厚生に関する事務

8月22日～26日
Word、Excel等
の基本操作

①どのような点に興味を持って志望
しましたか。
②人と接する際にどのようなことに
気をつけていますか。

4 総務局 企画部 2人 名古屋市役所本庁舎

総務局企画部は、企画課、大都市・広域行政推進室、
統計課の3課からなります。
企画課は主に基本構想や総合計画策定事務、東海各県
との調整事務等、大都市・広域行政推進室は指定都市
市長会や近隣市町村との連携の推進等、統計課は国勢
調査の実施や解析等を行っております。
それぞれの部署について、具体的に名古屋市でどのよ
うな業務を行っているか学んでいただきます。

8月1日～8月9日のうち
7日間

募集対象
・大学生(学年不問)

①どのような分野に興味を持ってい
ますか。
②名古屋のまちが、今後どのように
なってほしいと考えていますか。

5 総務局 総合調整部 2人

・愛知・名古屋戦争
に関する資料館
・中部国際空港
・県営名古屋空港

総合調整部では、民間企業や大学生との連携事業、戦
争資料館の運営をはじめとした平和行政に関する事
業、2026年に愛知・名古屋で開催予定のアジア競技大
会に関する事業、空港の利用促進に関する事業等を担
当しており、幅広い業務をご経験いただけます。

令和4年8月上旬
※見学を予定している戦
争資料館の開館にあわせ
て、水曜から金曜の予定

6 スポーツ市民局
地域振興部
地域振興課

4人

・名古屋市役所
本庁舎
・市内いずれかの
区役所（現場実習）

地域活動の新たな担い手となる様々な方々とともに、
持続可能な地域活動の実現に向けて地域の将来を話し
合う機会を創出するために開催するワークショップの
運営の補助を行っていただきます。

令和4年11月～令和5年2月
中の5日間
実習日数のうち、1日目は
オリエンテーション、2日
目以降は現場実習(ワーク
ショップの運営補助)

コミュニケーション能力、大
人数の前での積極的な発言
(ワークショップの話し合い
に参加いただく場合もあるた
め）
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7 スポーツ市民局
地域振興部
市民活動推進
センター

4人
ナディアパーク
デザインセンター
ビル6階

１）窓口応対　会議室の貸出、電話応対等
２）法人認証　相談受付補助
３）情報整理　市民活動団体に係る冊子、チラシの整
理・配架、NPO法人報告書の整理等
４）主催講座補助　受付等補助
５）課題実習　市民活動促進のための企画提案
市民活動推進センターがより広く若い世代の市民に利
用され、市民活動への参加が促進されるような改善提
案について、学生目線で考え、提案・実施していただ
きます。

8月2日(火)～9月30日(金)
中の1～2週間程度
実習日の日程一部相談可
（土日、夜間
（～21：00）あり。）

Word、Excel、
PowerPoint等
の基本的操作

募集対象
・大学生、院生(学年不問)
明るく積極的であり、市民活
動に興味があること

①なぜインターンシップ先として当
センターを選びましたか？
②今までの市民活動やボランティア
経験と、興味のある分野は？

8 スポーツ市民局 人権施策推進室 2人

・名古屋市役所
本庁舎
・伏見ライフプラザ
・市内スポーツセン
ター

名古屋市では、市民一人ひとりの人権が尊重され、差
別や偏見がない人権感覚にすぐれた「人間性豊かなま
ち・名古屋」の実現をめざして、人権施策を推進して
います。
インターンシップ実習では、様々なイベント業務
（例：人権スポーツ教室、車イスバスケットボール教
室）等に従事し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層
の市民の方と接していただきながら、人権について学
んでいただきます。

①8月4日（木）～8月6日
（土）、ほか2日程度
②8月18日（木）、20日
（土）、21日（日）、23
日（火）、ほか1日程度
※日程は変更になる場合
があります。

Word、Excel等
の基本操作

人権意識に関心があること

9 スポーツ市民局 市民生活部広聴課 1人 名古屋市役所西庁舎
団体広聴の運営、市政アンケート等の内容点検作業、
LINE配信、案内所の補助業務をしていただきます。

8月9日～10日
Word、Excel等
の基本操作

10 スポーツ市民局
市民生活部
消費生活課

2人
伏見ライフプラザ
11階

テスト室講座（消費生活実習講座）
消費生活課では、消費者教育・啓発の一環としてテス
ト室において市民を対象とした消費生活実習講座を開
催しています。この中から「大豆から考えるSDGs」を
テーマとした講座において、講師（職員）のアシスタ
ントとして実習の補助をしていただくとともに、受講
者とともに、大豆から豆腐を作る過程からSDGsについ
て学んでいただきます。
また、消費生活センターの役割についても学んでいた
だく時間を設けます。
　（日程）１日目：講座の準備・事前レクチャー
　　　　　２日目：講座の実施等

11月15日～11月16日

11 経済局
中央卸売市場本場管
理課施設係

1人
名古屋市中央卸売
市場本場

施設係では、主に中央卸売市場本場の建物の維持・管
理を行っています。建物の半数程度は、築４０年以上
の建物です。今年度構造体耐久性調査を実施し、市場
の機能向上を含めた大規模な改修工事を実施していき
ます。利用者が安全に快適に施設の利用ができるよ
う、維持管理を実施しています。
【実習内容】実際の修繕箇所の設計書の作成をしま
す。建築物衛生法に基づく点検の現場等を見学しま
す。

2日間
・Word、Excel等
の基本操作
・JWCADでの簡単な作図

募集対象
・高校生と専門学校生、
大学生(学年不問)
・建築・機械・電気系の学生
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12 経済局
北部市場管理課
施設係

1人
名古屋市中央卸売
市場北部市場

北部市場施設係は市場内の建物及び設備施設の維持管
理業務を行っています。
【実習内容】維持管理を行うための各施設点検現場等
見学及び就業体験（実際の業務設計・工事監理）をし
ていただくことにより市場の維持管理業務を理解して
いただくことを目的しています。
【特徴】一般施設と違う大規模施設用仕様の施設・設
備等が見学できます。

2日間
・Word、Excel等
の基本操作
・JWCADでの簡単な作図

募集対象
・大学3・4年生および高校
生、専門学校生
・建築・機械・電気系の学生

13 経済局 工業研究所 2人 名古屋市工業研究所

工業研究所では、ものづくりに関わる地域の中小企業
を技術面から支援しています。企業が生産現場で抱え
る技術的な課題・お困りごとなどに対し、その解決に
向けてどのように対応するのかについて学んでいただ
きます。
実習内容は、企業から持ち込まれた製品の不具合調査
などの機器を利用した依頼試験の疑似体験をしていた
だきます。
公的試験研究機関の研究員に興味のある理系の方の応
募をお待ちしています。

2日間
Word、Excel等
の基本操作

募集対象
・理系
・大学3年、修士1年

14 観光文化交流局
名古屋城総合事務所
管理活用課

2人
名古屋城総合事務所
管理活用課

名古屋城におけるイベントの企画・実施や広報などの
業務となります。実習では、文化遺産であり、観光施
設でもある名古屋城のことを深く知っていただいたう
えで、実際の業務を経験していただくほか、イベント
等の企画会議にも参加していただく予定です。地域の
文化や観光、まちづくりなどに興味がある方のご応募
をお待ちしています。

5日間
Word、Excel、
PowerPoint
等の基本的操作

募集対象
・大学生、院生(学年不問)
地域文化/観光/まちづくり専
攻の学生を推奨

15 環境局
環境企画課
環境学習センター

1人
伏見ライフプラザ
13階

環境学習センターは身近な環境から地球環境まで楽し
みながら幅広く環境問題を考え、取り組んでいくため
の第一歩となる環境学習の拠点です。当センターで実
施している環境学習プログラムの体験・補助、イベン
トへの従事などを中心に「なごや環境大学」「藤前干
潟ふれあい事業」についても知っていただき、名古屋
市が行っている環境学習の現場を経験していただけま
す。

令和4年9月中の約1週間
Word、Excel、
PowerPoint
等の基本的操作

①環境学習に関するイメージをお聞
かせください。
②今回のインターンシップに求める
ことをお聞かせください。

16 環境局
環境企画課
なごや生物多様性
センター

1～2人
天白区元八事五丁目
230番地

なごや生物多様性センターでは、なごやの生きものに
関する情報を次世代に伝えるために情報の収集・発信
を行うとともに、市民・専門家・行政の協働によるな
ごやの身近な自然の調査・保全活動を推進していま
す。

令和4年8月中の5日間
実施予定の「生物多様性
サマースクール」、「生
きもの一斉調査」は6月以
降イベントの実施日が決
定します。実習期間はそ
の前後を含む日程となり
ます。土日を含む場合も
あります。

Word、Excel、
PowerPoint
等の基本的操作

募集対象
・大学生、院生(学年不問)
・イベント等、屋外での業務
十字の可能性もあり。

①「生物多様性」についてのイメー
ジをお聞かせください。
②今回のインターンシップに、何を
求めるかお聞かせください。

17 健康福祉局 職員課　他 2人 名古屋市役所本庁舎

健康福祉局で所管する事業の事務補助や施設体験等を
通じ、名古屋市の保健福祉行政を幅広く学ぶことを目
的とする。
【関係分野】
・高齢者の福祉
・障害者の福祉
・医療や健康に関すること
・環境衛生や食品衛生に関すること

8月29日(月)～9月2日(金)
募集対象
・大学生、院生(学年不問)
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18 子ども青少年局 企画経理課 5人
名古屋市役所本庁舎
とだがわこどもラン
ド他

子どもや青少年の育成に関する地方自治体の事業や事
務に携わることや、施設等で実習、子どもの意見を聞
くワークショップへの従事等を予定しております。施
設見学では、利用者に対する行政サービスの役割を学
び、管理補助業務を通じて実際にサービスを提供する
術を身に着けていただきたいと思います。
※複数施設での見学と実習を予定していますが、内容
は変更となることがあります。

8月1日～9月15日の間の
10日間
土日有。選考時に日程等
の詳細を決定します。

Word、Excel、
PowerPoint等
の基本的操作

募集対象
・大学生、院生(学年不問)
教育関係、社会関係、児童福
祉関係専攻の学生

19 住宅都市局 営繕部 9人
名古屋市役所西庁舎
及び市内現場

市設建築物整備を担う建築・機械・電気の技術職の業
務内容を、座学・実習で体験し知見を広げよう！
【プログラム】
・オリエンテーション
・積算等の体験
・職員との座談会

8月25日～8月30日中の
4日間

Word、Excel等の
基本的操作

募集対象
・大学3年、修士1年、高等専
門学生、専門学生、高校2年
生（令和5年度採用試験の受
験資格を有する方に限る）
・建築、機械、電気等の理工
系学部

①住宅都市局営繕部のどのような点
に興味を持って志望しましたか。
②このインターンシップで知りたい
ことを教えてください。

20 中区 区政部総務課　他 5人
中区役所平和不動産
共同ビル

中区役所各課室の実施事業の見学及び体験・事務補助

令和4年8月9日～10日
今後の新型コロナウイル
ス感染症拡大状況より、
時期や期間の変更の可能
性あり

Word、Excel、
PowerPoint
等の基本的操作

募集対象
・大学3年

21 昭和区 区政部総務課 2人 昭和区役所 区役所総務課事務（主に防災）
8月1日～9月4日
9月4日(日)は必須

Word、Excel等
の基本操作

募集対象
・大学生(学年不問)
身体を使う職務がある為、あ
る程度の体力が必要です。

22 昭和区
区政部
地域力推進室

2人 昭和区役所

区民相互のふれあいと交流を促進するために開催する
昭和区区民まつり（令和4年10月23日(日)開催予定）
を中心に、昭和区地域力推進室が実施する各種催事の
企画調整・運営等にスタッフとして従事いただきま
す。

9月5日～10月23日の中の
5日間
10月23日(日)は必須。そ
の他の日程については、
実習参加決定後打ち合わ
せの上決定します。

Word、Excel、
PowerPoint等
の基本的操作

募集対象
・高校生、専門学校生、
大学3年

①地域の行事（学区・町内会主催も
含む）で参加をしたことがあるもの
はありますか？（例：区民まつり）
②お住いの自治体から発信される情
報はどのように入手していますか？

23 昭和区
保健福祉センター
福祉部民生子ども課

1人 昭和区役所

区役所における子ども家庭支援を知っていただきま
す。
・子育て支援業務の概要
・児童虐待防止対策に関する会議（要保護児童対策地
域協議会代表者会議）の運営補助　　　　　など

9月15日及び9月20日
このインターンシップで知りたいこ
とや学びたいことなどを教えてくだ
さい。
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24 瑞穂区 区政部総務課 1人 瑞穂区役所

総合防災訓練実施に向けて、事務打ち合わせの出席や
準備、当日の訓練まで関わることにより、防災に関連
した知識の習得と関係行政機関の役割を認識する機会
とする。

9月2日(金)、9月4日
(日)、9月5日（月、午前
のみ）

25 熱田区 区政部総務課　他 4人 熱田区役所

区役所（保健センターを除く）の事務事業を学んでい
ただきます。
防災訓練などの事業にも参加していただく予定です。
短い期間ですが、複数部署のインターン経験が可能で
す。

9月2日～9月7日
※但し、3日(土)・5日
(月)は休み

26 南区 区政部総務課　他 2人 南区役所

・各課室の事務概要説明及び一部の業務の体験
・9月4日（日）に行われる南区総合防災訓練（事前準
備業務含む）を体験
※感染状況等により、内容は変更になる場合がありま
す

9月1日～9月8日中の5日間
（予定）

Word、Excel、
PowerPoint等の
基本的操作

募集対象
・大学3年

27 守山区
区政部総務課、
地域力推進室

2人
守山区役所
守山区小幡中二丁目
1番

「元気まつり守山」へ準備段階から従事していただき
ます。

9月19日～30日中の4日間
9月25日の「元気まつり守
山」当日と前日の準備は
参加必須日。9月19日～22
日から1日、26日～30日か
ら1日参加。

炎天下での活動がメインにな
りますので、体力に自信があ
る方のご参加をお待ちしてい
ます。

9月19日から30日の平日で出席不可能
な日があれば、教えてください

28 緑区
区政部
地域力推進室

1人 緑区役所

緑区役所の地域力推進室で行っている事務のうち、主
に生涯学習関係の事務を体験していただきます。
具体的には、緑区主催の区民美術展の準備、運営等に
従事していただきます。

9月13日～24日の中の
5日間（23日(金・祝)及び
24日(土)は必須）
新型コロナウイルスの感
染状況により区民美術展
が中止になった場合は、
受入を中止することがあ
ります。

Word、Excel、Eメール
等の基本的操作

募集対象
・大学生、院生(学年不問)

29 天白区 区政部総務課 5人
天白区役所
名古屋市立高坂小学
校

・区役所、保健センター各課室の事務概要説明と職場
見学、状況により業務の一部体験していただきます。
・9月4日（日）に開催予定の総合防災訓練に参加して
いただき、災害対策について区役所職員がどのような
役割を担っているのか体感していただきます。
・若手職員との座談会も予定しています。実際に働い
ている職員の率直な意見等聞くことができます。

8月25日(木),26日(金),
9月4日(日),6日(火)
防災訓練　9月4日（日）
（予定）

基本的なパソコン操作
特に興味を持っている、または見て
みたい区役所の部署や業務を教えて
ください。
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30 消防局 総務部職員課 3～4人 名古屋市役所

・消防局の業務概要説明
・消防署等での業務体験
・防災指令センターの見学
幅広い消防局の業務について学んでもらったうえで、
市民の生命、身体、財産を守る取組みや活動を体験し
ていただきたいと考えています。

8月22日～8月31日中の
5日間

①インターンシップにおいて消防局
を志望する動機をお聞かせくださ
い。
②全日参加できますか。
（全日参加できる学生を優先的に受
け入れます。）

31 上下水道局
総務部
人材育成推進室

10人

名古屋市上下水道局
船附研修会館(北区大
杉一丁目8番28号)、
管路センター、
大規模土木工事現場

名古屋市上下水道局では、重要な都市インフラである
水道・下水道に関する仕事を行っています。
実習1日目は、当局の事業について学んでいただくと
ともに、普段見ることのできない大規模な土木工事現
場で、土木技師として水道・下水道に携わる魅力の一
つを体感していただきます。
2日目は、2つのコースに分かれ、道路に埋設されてい
る管路の維持管理や、道路上の工事監督業務等を行っ
ている職場へ行き、事業についての講義、実習、現場
の見学などを行っていただきます。
1.水道コースでは、お客さまにいかなる時も安心安全
な水道水を届けるため、緊張感をもって働く仕事を体
験していただきます。
2.下水道コースでは、下水道を維持管理している職場
を体験していただきます。下水道管は太さ５ｍになる
ものもあり、工事規模も大きくやりがいがある職場で
す。
3日目は、若手土木職員と業務内容からキャリアパ
ス、職場の雰囲気などの話もできる座談会等を実施し
ます。

8月24日(水),25日(木),
29日(月)の3日間
（29日は午前中のみ）

募集対象
・理系
・大学3年、修士1年、
　高専４年
・土木系

①実習２日目は1.水道コースと2.下
水コースに分かれて実施します。
どちらか希望のコースがあれば教え
てください。
※偏った場合はご希望に添えない場
合がありますので、ご了承くださ
い。
②今回のインターンシップに求める
ことがあれば教えてください。

32 交通局
技術本部施設部施設
計画課、工務課

10人 名古屋市役所西庁舎

交通局の施設部門（土木）では、多くのお客さまに地
下鉄を安全・安心で快適・便利にご利用していただく
ため、さまざまな業務に取り組んでいます。
たとえば、施設計画課では、地下鉄駅のエレベーター
整備や地下鉄構造物の耐震補強などの業務を行ってお
ります。リニア中央新幹線開業に向けては、名古屋市
として取り組んでいる名古屋駅駅前広場の再整備に合
わせて、地下鉄名古屋駅が、名古屋の玄関口にふさわ
しい駅となるよう検討を進めております。
また、工務課では、地下鉄の線路やトンネル・高架構
造物などの保守業務を担っています。
これら業務全体の概要を説明させていただいたのち、
実際に整備や耐震補強が完了した現場や、軌道検測車
による線路検査業務を見学いただくことにより、学校
の講義・授業や資料だけでは学ぶことができない、鉄
道事業特有の土木関連業務への理解を深めていただき
ます。

2日間
　※未定だが、一度にま
とめて実施予定。

募集対象
・理系
・土木系

33 交通局
技術本部施設部
営繕課、設備課

10人 名古屋市役所西庁舎

営繕課・設備課では、市バス・地下鉄の施設を、お客
さまに、安全・安心で快適・便利にご利用いただくた
め、バスターミナルの整備や、ホーム柵など駅のバリ
アフリー施設、地下鉄駅での火災対策、駅空間を明る
く清潔感があり快適・便利にする駅リニューアルな
ど、施設の主に建築関係について整備等を担っており
ます。
インターンシップでは、これら業務全体の概要を説明
させていただいたのち、実際に整備が完了した駅リ
ニューアルやトイレリニューアルなどの現場を見学い
ただくことにより、学校の講義・授業や資料だけでは
学ぶことができない、鉄道事業特有の建築関連業務へ
の理解を深めていただきます。

2日間
※未定だが、一度にまと
めて実施予定。

募集対象
・理系
・建築系、機械系

①交通局の営繕・設備部門のどのよ
うな点に興味を持って志望しました
か。
②このインターンシップで知りたい
ことを教えてください。
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34 交通局
技術本部車両電気部
電車車両課

10人 名古屋市役所西庁舎

電車車両課では、地下鉄車両の新造、改造や関係法規
による申請、報告、地下鉄車両の整備、設備の維持管
理等を行っております。
また、所管している地下鉄工場では、地下鉄車両の整
備、それらに関する整備計画や資材備品の管理などを
行っております。
インターンシップでは、これらの業務について学んで
いただくとともに普段は入ることのできない地下鉄車
両の整備現場などを見学していただきます。
地下鉄の安全な運行を支えている技術職場の魅力を
知っていただける機会ですので、ぜひご参加くださ
い。

2日間
※未定だが、一度にまと
めて実施予定。

募集対象
・理系
・電気系、機械系

①交通局の車両部門のどのような点
に興味を持って志望しましたか。
②このインターンシップで知りたい
ことを教えてください。

35 交通局
技術本部車両電気部
電気課

10人 名古屋市役所西庁舎

電気課では、地下鉄の運行に必要な変電設備、電路設
備、信号設備及び通信設備の設計業務や関係法規によ
る申請、報告等を行っています。
また、所管している電気事務所では、これらの電気設
備の維持管理及び設備更新工事の施工管理等を行って
おります。
インターンシップでは、これらの業務について学んで
いただくとともに普段は入ることのできない地下鉄の
電気設備などを見学していただきます。
地下鉄の安全な運行を支えている技術職場の魅力を
知っていただける機会ですので、ぜひご参加くださ
い。

2日間
※未定だが、一度にまと
めて実施予定。

募集対象
・理系
・電気系、情報系


