
2020年度就職先一覧 

官公庁 高校 医療・医薬品販売・福祉 高校 

国家公務員（大阪税関） 富山工業 いき内科クリニック 氷見 

国家公務員（厚生労働省・富山労働局） 氷見 伊東耳鼻咽喉科クリニック 富山西 

国家公務員（国税庁・金沢国税局） 富山第一 おおがくクリニック 高岡商業 

国家公務員（国税庁・金沢国税局） 呉羽 岡田産科婦人科 上市 

国家公務員（国税庁・金沢国税局） 富山商業 富山県済生会富山病院 呉羽 

国家公務員（国税庁・金沢国税局） 富山第一 富山県済生会富山病院 滑川 

国家公務員（国税庁・名古屋国税局） 富山商業 佐伯病院 富山いずみ 

国家公務員（国土交通省・北陸地方整備局） 雄山 サンバリー福岡病院 高岡商業 

国家公務員（富山地方検察庁） 富山いずみ せき皮ふ科クリニック 富山第一 

国家公務員（防衛省・海上自衛隊） 高岡商業 富山協立病院 富山商業 

国家公務員（防衛省・航空自衛隊） 龍谷富山 西クリニック 第一学院 

国家公務員（防衛省・航空自衛隊） 高卒認定 ニチイ学館 高岡支店 高岡商業 

国家公務員（防衛省・航空自衛隊） 入善 ニチイ学館 高岡支店 志貴野 

国家公務員（法務省・名古屋出入国在留管理局） 富山南 ニチイ学館 富山支店 雄山 

国家公務員（法務省・入国警備官） 雄峰 ニチイ学館 富山支店 入善 

国家公務員（法務省・水戸地方法務局） 高岡南 根塚整形外科・スポーツクリニック 富山第一 

海上保安官 高岡商業 吉江レディスクリニック 高岡商業 

富山県職員（一般事務） 富山北部 クスリのアオキ 志貴野 

富山県職員（一般事務） 呉羽 クスリのアオキ 雄峰 

富山県職員（学校事務） 入善 クスリのアオキ 高岡南 

富山県職員（学校事務） 高岡工芸 クスリのアオキ 高岡工芸 

富山県職員（学校事務） 富山商業 クスリのアオキ 氷見 

富山県職員（学校事務） 富山商業 セントラルメディカルグループ 高岡工芸 

富山県職員（警察事務） 片山学園 たかおか万葉福祉会 志貴野 

富山県職員（警察事務） 富山商業 射水万葉会 上市 

富山県職員（警察事務） 新湊 正和会 介護老人保健施設きぼう 高岡商業 

富山市職員（一般事務） 上市 緑寿会 越野荘 新川みどり野 

海上保安官 富山工業 宣長康久会 ささづ苑 龍谷富山 

刑務官（笠松刑務所） 富山第一 富山城南会 龍谷富山 

刑務官（京都刑務所） 大門 五省会 介護老人保健施設みどり苑 富山西 

刑務官（福井刑務所） 水橋     

航空自衛隊（一般曹候補生） 富山東     

航空自衛隊（一般曹候補生） 関根学園     

富山県東部消防組合 新川     

富山県警察官（男性） 雄山     

富山県警察官（男性） 滑川     

富山県警察官（男性） 高岡商業     

富山県警察官（男性） 富山工業     

富山県警察官（女性） 新湊     



金融・会計事務所 高校 卸売業・小売業 高校 

富山信用金庫 雄峰 アルビス 高岡向陵 

氷見伏木信用金庫 氷見 エキップ 志貴野 

税理士法人 田中会計 富山商業 ＭＸモバイリング 富山商業 

ベストパートナーズ税理士法人 岩河事務所 富山第一 大阪屋ショップ 高朋 

ベストパートナーズ税理士法人 岩河事務所 富山国際大学付属 大阪屋ショップ 雄峰 

ベストパートナーズ税理士法人 岩河事務所 滑川 大阪屋ショップ 高岡龍谷 

ベストパートナーズ税理士法人 村上事務所 富山北部 大阪屋ショップ 星槎国際 

ベストパートナーズ税理士法人 村上事務所 高岡商業 大阪屋ショップ 龍谷富山 

堀 税理士法人 滑川 三幸 小矢部園芸 

堀 税理士法人 富山第一 テレ通 富山工業 

税理士法人 リタパートナーズ 雄峰 テレ通 ふるさと支援 

    ノナ 龍谷富山 

    ボン・リブラン 富山南 

    ミヤモト家具 新川 

        

情報処理・サービス業 高校 

アール ベル アンジェ 滑川 

インペリアルウィング富山迎賓館 雄峰     

ＮＨＫ 富山第一     

高志インテック 雄山     

高志インテック 富山第一     

シーエスエヌ 第一学院     

シーエスエヌ 富山高専     

富山県商工会連合会 入善     

生活協同組合ＣＯ・ＯＰ 龍谷富山     

高岡ガス 高岡第一     

高岡ケーブルネットワーク 志貴野     

立山グリーンランド（立山カントリークラブ） 新川みどり野     

トヤマデーターセンター 上市     

日本システムワープ 水橋     

プレステージ・インターナショナル富山ＢＰＯタウン 龍谷富山     

プレステージ・インターナショナル富山ＢＰＯタウン NHK 学園     

プレステージ・インターナショナル富山ＢＰＯタウン 龍谷富山     

北陸ジーエスシー 第一学院     

マーキュリー 雄峰     

  



運輸・自動車 高校 製造業 高校 

古城モータース 志貴野 アイザック 魚津工業 

サカイ引越センター 富山第一 朝日印刷 富山工業 

サカイ引越センター 龍谷富山 朝日印刷 富山東 

スズキ自販富山 雄山 朝日印刷 富山国際大学付属 

東洋ゴム北陸販売 富山第一 朝日建設 上市 

東洋ゴム北陸販売 新湊 石友ホームグループ 氷見 

トナミ運輸 龍谷富山 石友ホームグループ 新湊 

トナミ運輸 上市 エスピー興産 龍谷富山 

トナミ運輸 上市 ＮSK 富山㈱ 砺波 

トナミ運輸 富山工業 京セラ 魚津工業 

トナミ運輸 海南 興和電機システム 龍谷富山 

トナミ運輸 高岡第一 三光合成 第一学院 

富山地方鉄道 富山いずみ 三光合成 となみ野 

富山日産自動車 小杉 新栄建設 新湊 

トヨタレンタリース富山 高卒認定 スギノマシン 魚津工業 

ネッツトヨタ富山 富山第一 助野 富山 

ネッツトヨタ富山 氷見 助野 小杉 

ピューマ（ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ） 魚津工業 セキノ興産 富山いずみ 

ピューマ（ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ） 上市 第一薬品工業 大門 

ピューマ（ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ） 富山第一 パーカー加工 富山工業 

ピューマ（ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ） 富山第一 深松組 北陸支店 泊 

    フジッテクス 第一学院 

    北陸アルミニウム 高岡向陵 

    北陸アルミニウム 高岡工芸 

    堀江硝子 龍谷富山 

    宮越工芸 富山南 

    山崎製パン 龍谷富山 

    YKK AP 高岡商業 

 


