
【青森市役所】令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト （身体障がい者）

NO NO NO NO

時期 時期 時期 時期

期間 期間 期間 期間

職種 職種 職種 職種

人数 人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

NO NO NO NO

時期 時期 時期 時期

期間 期間 期間 期間

職種 職種 職種 職種

人数 人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

将来農業に従事しようとする方などへの農業研
修、青森の気候に合った作物の栽培方法の試
験、産地育成のための野菜・花きの苗の供給な
どを行っています。

水産業の中でも特殊なナマコの幼生飼育をして
いる施設です。

中央卸売市場管理課では市場の管理運営及び
施設の維持管理や市場の活性化に向けた取り
組みの企画運営を行っています。

議会事務局総務課では、議員の身分、報酬、福
利厚生及び議事堂に関する職務を行い、議員の
活動をサポートしています。また、他都市議会議
員による視察研修の受入れも行っています。

障害の程度により受け入れできない場合があり。
車椅子は不可。自家用車等で通所可能なこと。
昼食持参（近隣に飲食店なし）。作業服等の準備
が必要。

作業着等の準備が必要です。
※バリアフリー未対応のため、車椅子での移動
は出来ません。自力で階段の上り下りができる
必要があります。

簡単なパソコンの操作が出来ること。
※市場内はバリアフリーではなく管理事務所が
建物２階にあるため、障害の程度により受け入れ
できない場合があります。

特になし

2人 1 2名程度 2名

野菜・花き栽培管理作業、出荷作業など ・水産業務（ナマコの幼生飼育やホタテの実態調
査等）の作業体験
・事務作業の体験実習

・市場取扱高の集計作業
・市場内の見回り等

・7月24日に受入れを予定している行政視察に係
る事務補助及び受入対応補助
（会場設営、資料準備、案内等を行っていただく
予定です。）
・その他資料整理業務等

3日間程度 1日間

農場作業 水産業務 事務 事務、その他

8 議会事務局総務課
8月下旬～10月

（画像）

要相談

（画像）

要相談 7月24日

3日間 ３日間

5 農林水産部農業振興センター 6 農林水産部水産振興センター 7 農林水産部中央卸売市場管理課

総務課では庁議に関する事務、情報公開の受
付、郵便の仕分けや後納郵便の受付を行ってい
ます。

人事課では職員採用試験を実施したり、職員が
働きやすい環境を整備し、職員の満足度を高め
るための取組をしています。

　経済政策課では、大学生や高校生等の皆さん
の「Ｕターン就職」「ふるさと就職」を応援するため
の取組などを行っています。

新ビジネス支援課では、地域企業の新事業展
開、起業・創業支援、中小企業者等の国内外販
路の開拓支援等に関すること、金融対策及び経
営支援等に関する取組を行っています。

PC(Word、Excel)基本操作ができる方 PC(Word、Excel)基本操作ができる方 ・首都圏等県外の学校に在学している方大歓
迎！
・PC(Word、Excel)基本操作ができる方

特になし

1名 2名 延べ4名程度 制限なし

・書類の目録作成
・庁議等の概要作成
・情報公開事務データ処理
・郵便仕分け　等

•職員採用試験等の効果的なPR方法の企画・立
案
•人事関係の資料整理業務等

移住・定住促進就職支援事務
・ＳＮＳを活用した市内企業の情報発信
・大学生等の就職・就活動向分析
・各自治体におけるＵターン就職における取組調
査
等の実務の補助

・あおスタセミナーの会場設置作業の従事・参加

2週間以上～1ヶ月 5日間 4日間程度 １日

事務 事務 事務 セミナー従事

4 経済部新ビジネス支援課
期間の指定なし

（画像）

8月16日～22日
9月25日～10月1日

（画像）

7月下旬～8月中旬

（画像）

毎月所定の日

（画像）

1 総務部総務課 2 総務部人事課 3 経済部経済政策課
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【青森市役所】令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト （身体障がい者）

NO NO NO

時期 時期 時期

期間 期間 期間

職種 職種 職種

人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

　都市政策課は、青森市のまちづくりの基本理念
である「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づ
くりを進めるため、長期的な視点に立ったまちづく
りの計画を策定するとともに、バスや鉄道などの
公共交通の維持・充実、さらには、青森駅周辺や
操車場跡地周辺の整備などに取り組んでいる部
署です。

　「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づくりと
は、コンパクトな複数の拠点づくりと、それらの拠
点を公共交通ネットワークでつなぐことにより、各
地域の特色を活かしながら持続可能な都市づく
りを目指すものです。
　是非この機会に、将来のまちの姿を考える業務
を体験してみませんか？

市民図書館では、市民の学習ニーズに対応する
本の貸出のほか、絵本の読み聞かせなど子ども
の読書活動を推進する取組みを行っています。

交通部管理課では、市営バス事業の経営管理を
行っています。

　まちづくり（都市政策、交通政策）に興味のある
かた

身体障がいの場合は、介護人を必要とせず、一
人で作業できること。

特になし

事務 事務

1名 2人まで 3名程度

　各時期とも、1日目と5日目は、本市や市役所業
務への理解を深めてもらうことを目的に、都市整
備部合同で研修等を実施し、2～4日目は、各課
での業務体験を実施します。

【1日目】
ガイダンス、研修（市勢概要等、職員採用、都市
整備部の主な業務）、部長講話、現場見学等

【2～4日目】
・所管業務の概要説明
・青森駅周辺整備やシャトル・ルートバス（ねぶた
ん
　号）等の見学
・市民バス等の運行状況のデータ整理
・都市計画上の用途地域の証明に係る業務補助
・青森駅周辺や操車場跡地周辺の整備に係る業
務
　補助　　等

【5日目】
意見交換等

・図書の点検・設置
・絵本読み聞かせの体験
・調べもの相談の体験等

・市営バスの利用促進等に向けた企画・立案
・市営バスの利用動向の分析等

8月5日～8月9日
8月19日～8月23日

（画像）

8月
（夏休み期間中）

（画像）

７月２９日～７月31日
８月中

（画像）
5日間

1～4日間
（土・日・月・祝日を除く）

３日間

事務・土木・建築

9 都市整備部都市政策課 10 教育委員会事務局市民図書館 11 交通部管理課

（自由通路内観イメージ）
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インターンシップ受入可能課　各庁舎住所等（身体障がい者）

部等名 課等名 〒 住所 庁舎

総務課

人事課

経済政策課

新ビジネス支援課

農業振興センター 030-1261 青森市大字四戸橋字磯部243番地319

水産振興センター 038-0052 青森市大字清水字浜元188番地34

中央卸売市場管理課 030-0052 青森市卸町1番1号

都市整備部 都市政策課 038-8505 青森市柳川二丁目1番1号 柳川庁舎

議会事務局 総務課 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

教育委員会事務局 市民図書館 030-0801 青森市新町一丁目3番7号 駅前庁舎

交通部 管理課 039-3503 青森市大字野内字菊川47番地1

農林水産部

総務部 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

経済部 030-0801 青森市新町一丁目3番7号 駅前庁舎



【青森市役所】令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト （知的障がい者）

NO NO NO NO

時期 時期 時期 時期

期間 期間 期間 期間

職種 職種 職種 職種

人数 人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

NO NO NO NO

時期 時期 時期 時期

期間 期間 期間 期間

職種 職種 職種 職種

人数 人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

将来農業に従事しようとする方などへの農業研
修、青森の気候に合った作物の栽培方法の試
験、産地育成のための野菜・花きの苗の供給な
どを行っています。

水産業の中でも特殊なナマコの幼生飼育をして
いる施設です。

議会事務局総務課では、議員の身分、報酬、福
利厚生及び議事堂に関する職務を行い、議員の
活動をサポートしています。また、他都市議会議
員による視察研修の受入れも行っています。

交通部管理課では、市営バス事業の経営管理を
行っています。

障害の程度により受け入れできない場合があり。
車椅子は不可。自家用車等で通所可能なこと。
昼食持参（近隣に飲食店なし）。作業服等の準備
が必要。

筆談等でコミュニケーションが取れること。作業
着等の準備が必要です。
※バリアフリー未対応のため、車椅子での移動
は出来ません。自力で階段の上り下りができる
必要があります。

特になし 特になし

2人 1 2名 3名程度

野菜・花き栽培管理作業、出荷作業など ・水産業務（ナマコの幼生飼育やホタテの実態調
査等）の作業体験
・事務作業の体験実習

・7月24日に受入れを予定している行政視察に係
る事務補助及び受入対応補助
（会場設営、資料準備、案内等を行っていただく
予定です。）
・その他資料整理業務等

・市営バスの利用促進等に向けた企画・立案
・市営バスの利用動向の分析等

３日間 1日間 ３日間

農場作業 水産業務 事務、その他 事務

8 交通部管理課
8月下旬～10月

（画像）

要相談

（画像）

7月24日
７月２９日～７月31日

８月中

（画像）
3日間

5 農林水産部農業振興センター 6 農林水産部水産振興センター 7 議会事務局総務課

総務課では庁議に関する事務、情報公開の受
付、郵便の仕分けや後納郵便の受付を行ってい
ます。

人事課では職員採用試験を実施したり、職員が
働きやすい環境を整備し、職員の満足度を高め
るための取組をしています。

　経済政策課では、大学生や高校生等の皆さん
の「Ｕターン就職」「ふるさと就職」を応援するため
の取組などを行っています。

新ビジネス支援課では、地域企業の新事業展
開、起業・創業支援、中小企業者等の国内外販
路の開拓支援等に関すること、金融対策及び経
営支援等に関する取組を行っています。

PC(Word、Excel)基本操作ができる方 PC(Word、Excel)基本操作ができる方 ・首都圏等県外の学校に在学している方大歓
迎！
・PC(Word、Excel)基本操作ができる方

特になし

1名 2名 延べ4名程度 制限なし

・書類の目録作成
・庁議等の概要作成
・情報公開事務データ処理
・郵便仕分け　等

•職員採用試験等の効果的なPR方法の企画・立
案
•人事関係の資料整理業務等

移住・定住促進就職支援事務
・ＳＮＳを活用した市内企業の情報発信
・大学生等の就職・就活動向分析
・各自治体におけるＵターン就職における取組調
査
等の実務の補助

・あおスタセミナーの会場設置作業の従事・参加

2週間以上～1ヶ月 5日間 4日間程度 １日

事務 事務 事務 セミナー従事

4 経済部新ビジネス支援課
期間の指定なし

（画像）

8月16日～22日
9月25日～10月1日

（画像）

7月下旬～8月中旬

（画像）

毎月所定の日

（画像）

1 総務部総務課 2 総務部人事課 3 経済部経済政策課

1 / 1 ページ



インターンシップ受入可能課　各庁舎住所等（知的障がい者）

部等名 課等名 〒 住所 庁舎

総務課

人事課

経済政策課

新ビジネス支援課

農業振興センター 030-1261 青森市大字四戸橋字磯部243番地319

水産振興センター 038-0052 青森市大字清水字浜元188番地34

議会事務局 総務課 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

交通部 管理課 039-3503 青森市大字野内字菊川47番地1

農林水産部

総務部 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

経済部 030-0801 青森市新町一丁目3番7号 駅前庁舎



【青森市役所】令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト （視覚障がい者）

NO NO NO NO

時期 時期 時期 時期

期間 期間 期間 期間

職種 職種 職種 職種

人数 人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

NO NO NO

時期 時期 時期

期間 期間 期間

職種 職種 職種

人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

筆談等でコミュニケーションが取れること。作業
着等の準備が必要です。
※バリアフリー未対応のため、車椅子での移動
は出来ません。自力で階段の上り下りができる
必要があります。また、貯水槽や大型ポンプ等の
危険箇所があるため、全盲の方は危険が伴うた
め受け入れ出来ません。

特になし 特になし

・水産業務（ナマコの幼生飼育やホタテの実態調
査等）の作業体験
・事務作業の体験実習

・7月24日に受入れを予定している行政視察に係
る事務補助及び受入対応補助
（会場設営、資料準備、案内等を行っていただく
予定です。）
・その他資料整理業務等

・市営バスの利用促進等に向けた企画・立案
・市営バスの利用動向の分析等

水産業の中でも特殊なナマコの幼生飼育をして
いる施設です。

議会事務局総務課では、議員の身分、報酬、福
利厚生及び議事堂に関する職務を行い、議員の
活動をサポートしています。また、他都市議会議
員による視察研修の受入れも行っています。

交通部管理課では、市営バス事業の経営管理を
行っています。

要相談

（画像）

7月24日
７月２９日～７月31日

８月中

（画像）
３日間 1日間 ３日間

水産業務 事務、その他 事務

1 2名 3名程度

交通部管理課

総務課では庁議に関する事務、情報公開の受
付、郵便の仕分けや後納郵便の受付を行ってい
ます。

人事課では職員採用試験を実施したり、職員が
働きやすい環境を整備し、職員の満足度を高め
るための取組をしています。

　経済政策課では、大学生や高校生等の皆さん
の「Ｕターン就職」「ふるさと就職」を応援するため
の取組などを行っています。

新ビジネス支援課では、地域企業の新事業展
開、起業・創業支援、中小企業者等の国内外販
路の開拓支援等に関すること、金融対策及び経
営支援等に関する取組を行っています。

PC(Word、Excel)基本操作ができる方 PC(Word、Excel)基本操作ができる方 ・首都圏等県外の学校に在学している方大歓
迎！
・PC(Word、Excel)基本操作ができる方

特になし

5 農林水産部水産振興センター 6 議会事務局総務課 7

1名 2名 延べ4名程度 制限なし

・書類の目録作成
・庁議等の概要作成
・情報公開事務データ処理
・郵便仕分け　等

•職員採用試験等の効果的なPR方法の企画・立
案
•人事関係の資料整理業務等

移住・定住促進就職支援事務
・ＳＮＳを活用した市内企業の情報発信
・大学生等の就職・就活動向分析
・各自治体におけるＵターン就職における取組調
査
等の実務の補助

・あおスタセミナーの会場設置作業の従事・参加

2週間以上～1ヶ月 5日間 4日間程度 １日

事務 事務 事務 セミナー従事

4 経済部新ビジネス支援課

期間の指定なし

（画像）

8月16日～22日
9月25日～10月1日

（画像）

7月下旬～8月中旬

（画像）

毎月所定の日

（画像）

1 総務部総務課 2 総務部人事課 3 経済部経済政策課

1 / 1 ページ



インターンシップ受入可能課　各庁舎住所等（視覚障がい者）

部等名 課等名 〒 住所 庁舎

総務課

人事課

経済政策課

新ビジネス支援課

農林水産部 水産振興センター 038-0052 青森市大字清水字浜元188番地34

議会事務局 総務課 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

交通部 管理課 039-3503 青森市大字野内字菊川47番地1

総務部 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

経済部 030-0801 青森市新町一丁目3番7号 駅前庁舎



【青森市役所】　令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト （聴覚障がい者）

NO NO NO NO

時期 時期 時期 時期

期間 期間 期間 期間

職種 職種 職種 職種

人数 人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

NO NO NO NO

時期 時期 時期 時期

期間 期間 期間 期間

職種 職種 職種 職種

人数 人数 人数 人数

予定内容 予定内容 予定内容 予定内容

職場PR 職場PR 職場PR 職場PR

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

学生に
求める
条件

将来農業に従事しようとする方などへの農業研
修、青森の気候に合った作物の栽培方法の試
験、産地育成のための野菜・花きの苗の供給な
どを行っています。

水産業の中でも特殊なナマコの幼生飼育をして
いる施設です。

議会事務局総務課では、議員の身分、報酬、福
利厚生及び議事堂に関する職務を行い、議員の
活動をサポートしています。また、他都市議会議
員による視察研修の受入れも行っています。

交通部管理課では、市営バス事業の経営管理を
行っています。

障害の程度により受け入れできない場合があ
り。車椅子は不可。自家用車等で通所可能なこ
と。昼食持参（近隣に飲食店なし）。作業服等の
準備が必要。

筆談等でコミュニケーションが取れること。作業
着等の準備が必要です。
※バリアフリー未対応のため、車椅子での移動
は出来ません。自力で階段の上り下りができる
必要があります。

特になし 特になし

2人 1 2名 3名程度

野菜・花き栽培管理作業、出荷作業など ・水産業務（ナマコの幼生飼育やホタテの実態調
査等）の作業体験
・事務作業の体験実習

・7月24日に受入れを予定している行政視察に係
る事務補助及び受入対応補助
（会場設営、資料準備、案内等を行っていただく
予定です。）
・その他資料整理業務等

・市営バスの利用促進等に向けた企画・立案
・市営バスの利用動向の分析等

３日間 1日間 ３日間

農場作業 水産業務 事務、その他 事務

8 交通部管理課
8月下旬～10月

（画像）

要相談

（画像）

7月24日
７月２９日～７月31日

８月中

（画像）
3日間

5 農林水産部農業振興センター 6 農林水産部水産振興センター 7 議会事務局総務課

総務課では庁議に関する事務、情報公開の受
付、郵便の仕分けや後納郵便の受付を行ってい
ます。

人事課では職員採用試験を実施したり、職員が
働きやすい環境を整備し、職員の満足度を高め
るための取組をしています。

　経済政策課では、大学生や高校生等の皆さん
の「Ｕターン就職」「ふるさと就職」を応援するため
の取組などを行っています。

新ビジネス支援課では、地域企業の新事業展
開、起業・創業支援、中小企業者等の国内外販
路の開拓支援等に関すること、金融対策及び経
営支援等に関する取組を行っています。

PC(Word、Excel)基本操作ができる方 PC(Word、Excel)基本操作ができる方 ・首都圏等県外の学校に在学している方大歓
迎！
・PC(Word、Excel)基本操作ができる方

特になし

1名 2名 延べ4名程度 制限なし

・書類の目録作成
・庁議等の概要作成
・情報公開事務データ処理
・郵便仕分け　等

•職員採用試験等の効果的なPR方法の企画・立
案
•人事関係の資料整理業務等

移住・定住促進就職支援事務
・ＳＮＳを活用した市内企業の情報発信
・大学生等の就職・就活動向分析
・各自治体におけるＵターン就職における取組調
査
等の実務の補助

・あおスタセミナーの会場設置作業の従事・参加

2週間以上～1ヶ月 5日間 4日間程度 １日

事務 事務 事務 セミナー従事

4 経済部新ビジネス支援課
期間の指定なし

（画像）

8月16日～22日
9月25日～10月1日

（画像）

7月下旬～8月中旬

（画像）

毎月所定の日

（画像）

1 総務部総務課 2 総務部人事課 3 経済部経済政策課

1 / 1 ページ



インターンシップ受入可能課　各庁舎住所等（聴覚障がい者）

部等名 課等名 〒 住所 庁舎

総務課

人事課

経済政策課

新ビジネス支援課

農業振興センター 030-1261 青森市大字四戸橋字磯部243番地319

水産振興センター 038-0052 青森市大字清水字浜元188番地34

議会事務局 総務課 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

交通部 管理課 039-3503 青森市大字野内字菊川47番地1

農林水産部

総務部 030-8555 青森市中央一丁目22番5号 本庁舎

経済部 030-0801 青森市新町一丁目3番7号 駅前庁舎


	02_R1ukeireka_shintaisyougai
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（身体）
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（身体）2

	03_R1ukeireka_titekisyougai
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（知的）
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（知的）2

	04_R1ukeireka_shikakusyougai
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（視覚）
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（視覚）2

	05_R1ukeireka_choukakusyougai
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（聴覚）
	令和元年度　インターンシップ受入可能課リスト（聴覚）2


