
日数

1 危機管理室 危機管理課
高校生・
専門学生

1人 7月24日 月 7月28日 金 5日間
・防災業務説明
・被災現場視察
・防災啓発業務など

災害対応のため、急遽実施できない場合がある。

2 広報室
広報課
広聴課
報道課

大学生・
大学院生

3人 8月21日 月 8月24日 木 4日間 広報・広聴・報道業務に関すること 受入期間の変更不可

4 企画調整局 企画課
大学生・
大学院生

2人 8月1日 火 8月4日 金 4日間
地方創生、ＳＤＧｓ推進、シティプロモーション等のプロジェクトに係る
業務

本業務への受け入れを強く希望する方

5 企画調整局
国際政策課

（公財）北九州国際交流協会
大学生・
大学院生

3人 8月30日 水 9月2日 土 4日間

北九州市の多文化共生、国際政策について
国際交流協会の事業紹介
日本語教室アシスタント
外国語相談員との意見交換
事務補助

6 総務局
文書館

平和のまちミュージアム事務局
大学生・
大学院生

1人 8月14日 月 8月18日 金 5日間

【文書館】
・文書等の受入れ、配架、所蔵ポスターや文書の展示、解説プレートの作
成、書庫の整理　　等
【平和のまちミュージアム】
・ミュージアムの展示解説業務、広報（HP、SNS）関連業務、学芸業務の
補助　等

対象者は「大学生」を希望
受け入れは以下のとおり
14日（月）～16日（水）文書館
17日（木）～18日（金）平和のまち

7 総務局 女性の輝く社会推進室
大学生・
高校生等

3人 8月3日 木 8月9日 水 5日間

・ウーマンワークカフェ北九州における総合受付補助
・子ども参観日業務補助
・男女共同参画センタームーブ関連業務
・女性活躍推進及び男女共同参画推進関連業務

8 総務局 人事課
大学生・
大学院生

2人 8月17日 木 8月23日 水 5日間
・人材育成に係る業務
・職員研修に係る業務

・土日を除いた５日間

9 市民文化スポーツ局 生涯学習課
大学生・
大学院生

1人 9月25日 月 9月29日 金 5日間
・研修等の企画・打合せ
・研修等の準備・実施（期間が重なる場合）
・市民センター等の訪問、事業見学、打合せ参加

10 市民文化スポーツ局 八幡西生涯学習総合センター
大学生・
大学院生

2人 10月25日 水 10月29日 日 5日間 イベントの準備・実施、会場設営・撤収等

実習開始日・終了日は予定。
八幡西区コムシティを中心とした黒崎地区にて従事可能な方。
原則として8:30集合、17:00解散。ただし、イベントにより集合・解散
時間が変更となることがある。

11 市民文化スポーツ局
文化企画課

（フィルム・コミッション担当係）
大学生・
大学院生

1人 8月2日 水 8月8日 火 5日間
・イベント企画・打合せ
・ロケハンへの同行
・ロケ現場見学（撮影期間と重なる場合）

12 市民文化スポーツ局
文化企画課

（公財）北九州市芸術文化振興財団
大学生・
大学院生

2人 8月21日 月 8月31日 木 4日間 音楽・演劇等の公演等にかかる事業など

受入人数１～２名
実習開始日・終了日は８月下旬予定。
実習期間は最大４日間
文字入力等簡単なパソコン操作が可能な方。
（新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、受け入れ人数の変
更、あるいは受け入れをお断りする場合があります）
担当：（公財）北九州市芸術文化振興財団総務課　西本・下山

13 市民文化スポーツ局 スポーツ振興課
大学生・
大学院生

1人 8月16日 水 9月30日 土 5日間
・スポーツ振興課の業務説明
・イベント補助業務
・スポーツ施設見学　など

実習開始日・終了日は予定。
文字入力等簡単なパソコン操作（ワード・エクセル）が可能な方。

令和５年度　北九州市インターンシップ受入可能部署調書【事務系】

№ 局等名 受入部署 対象者
受入
人数

実習受入日（予定）
主な事務内容 備考

開始 終了

1 / 3 ページ



日数

令和５年度　北九州市インターンシップ受入可能部署調書【事務系】

№ 局等名 受入部署 対象者
受入
人数

実習受入日（予定）
主な事務内容 備考

開始 終了

17 子ども家庭局

総務企画課
幼稚園・こども園課

保育課
子育て支援課

青少年課
科学館

子ども総合センター

大学生・
大学院生

2人 7月31日 月 8月4日 金 5日間

・総務企画課に係る業務
・私立幼稚園、認定こども園に関する業務
・子育て支援施設、保育所等に関する業務
・子ども家庭に関すること
・母子保健、医療に関すること
・放課後児童クラブや子ども食堂に関すること
・青少年育成に関すること
・科学館に関すること
・児童虐待に関すること

・基本的なパソコン操作が可能な方（ワード・エクセル）

18 環境局
環境学習課

グリーン成長推進課
環境イノベーション支援課

大学生・
大学院生

1人 7月31日 月 8月4日 金 5日間
・気候変動に係る広報施策の企画、立案（３日間）
・エコタウンセンターでの環境配慮製品等のPR方策の検討（１日）
・環境ミュージアムでの環境学習に係るWS（１日）

受入人数は、1～2名でお願いします。
主に、デジタルネイティブと呼ばれるZ世代への広報PRの在り方につい
て、色々なアイデアを持っている学生を募集します。

21 産業経済局 雇用政策課
大学生・
大学院生

1人 8月4日 金 8月10日 木 5日間
・雇用政策課での事務補助、企業取材等
・設定された課題への分析と発表

・土日休み
・基本的なパソコン操作(Word、Excel、動画作成)が可能な方

22 産業経済局 観光課
大学生・
大学院生

5人 7月31日 月 8月4日 金 5日間
・観光施設の見学
・観光課業務の事務補助
・本市観光振興に関するディスカッション

・観光施設見学の際に公共交通機関を使用しますので、一人2,000円程
度自己負担があります。

30 港湾空港局 クルーズ・交流課
大学生・
大学院生

3人 11月14日 火 11月18日 土 5日間 ・港湾空港局におけるにぎわい創出イベントの補助業務など
文字入力等簡単なパソコンが可能な方
（イベント実施日：18日（土）～19日（日））

31 港湾空港局
港営課

物流振興課
大学生・
大学院生

2人 7月31日 月 8月4日 金 5日間
・港湾施設の視察及び管理業務の補助
・海上物流に係る集貨・航路誘致業務の補助

・港湾行政、海上物流に興味のある方
・文字入力等簡単なパソコン操作の可能な方

33 港湾空港局 空港企画課
大学生・
大学院生

2人 8月16日 水 8月22日 火 5日間
空港企画課の事業にかかる業務
(集客PR・企画等)

34 門司区役所
総務企画課

コミュニティ支援課

大学生
等・専門
学生等

3人 8月28日 月 9月1日 金 5日間
・総務企画課　各種業務の補助、施設視察、まちづくり提案など
・コミュニティ支援課　市民センターの業務補助、防犯灯現場対応、その
他事務作業

35 小倉北区役所
総務企画課

コミュニティ支援課
大学生・
高校生等

2人 8月3日 木 8月9日 水 5日間
小倉北区の広報業務等
コミュニティ支援課の業務、市民センターの窓口、８月９日のまち美化参
加

総務企画課、コミュニティ支援課合同で受け入れ

36 小倉南区役所
総務企画課

コミュニティ支援課
大学生・
大学院生

2人 8月14日 月 8月18日 金 5日間
・各課の業務説明、庁舎内視察
・事務補助（統計調査、防災、地域事業等）
・現地視察

37 若松区役所
総務企画課

コミュニティ支援課
まちづくり整備課

大学生・
大学院生

2人 8月22日 火 8月24日 木 3日間
・館内視察、各課の業務説明
・総務企画課、ｺﾐｭﾆﾃｨ支援課及びまちづくり整備課の業務
・若手職員との意見交換会

38 八幡東区役所
総務企画課
国保年金課

大学生・
高校生等

2人 7月31日 月 8月4日 金 5日間

・総務企画課における各種業務（庶務、防災、選挙・統計、広報・広聴、
イベント）についての説明、事務補助、館内視察等
・国民健康保険（後期高齢者医療）業務
・国民年金業務

39 八幡西区役所
総務企画課

コミュニティ支援課
大学生・
高校生等

3人 9月13日 水 9月20日 水 5日間
総務企画課各係業務説明・事務補助
八幡西役所館内施設、地域事業補助、会議等出席
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40 戸畑区役所

総務企画課
コミュニティ支援課
まちづくり整備課

保健福祉課

大学生・
大学院生

3人 8月28日 月 9月1日 金 5日間
事務作業（住居表示、防災等）
市民センター業務体験
現場視察（工事現場等）

事務内容は変更可能性あり

41 戸畑区役所

総務企画課
コミュニティ支援課
まちづくり整備課

保健福祉課

高校生 3人 8月21日 月 8月25日 金 5日間
事務作業（住居表示、防災等）
市民センター業務体験
現場視察（工事現場等）

事務内容は変更可能性あり

46 公営競技局

総務課
競輪事業課

ボートレース事業課
地域貢献室

大学生・
大学院生

2人 8月3日 木 8月9日 水 5日間

〇市の組織概要説明、公営競技局の組織及び業務概要説明
〇公営競技局事業経営戦略の説明
〇競輪事業の説明、施設案内（メディアドーム）
〇ボートレース事業の説明、施設見学・体験等（ボートレース若松）
〇若手職員との意見交換
〇地域貢献・社会貢献事業の説明

※日程及び実施内容は変わる可能性があります。
〇実施場所に来れる方を対象
　・小倉競輪場（小倉北区）
　・ボートレース若松（若松区）
〇実習時間（日によって異なります）
　・　9時～17時
　・１３時～21時
　※　競輪・ボートともにナイター
　　レース開催のため

47 教育委員会 中央図書館奉仕課
大学生・
高校生等

3人 8月16日 水 8月23日 水 5日間 図書館奉仕及び資料収集に係る業務
・図書館業務に関心のある方。
・司書資格取得に伴う図書館実習を優先とするため、受け入れ期間につ
いては調整を要する場合あり
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