
２０２１年度就職実績 
国家公務員 高校 

大阪税関 富山商業 

金沢国税局 富山商業 

金沢国税局 富山商業 

金沢国税局 南砺福野 

金沢国税局 雄峰 

さいたま地方検察庁 水橋 

名古屋地方裁判所(一般職） 水橋 

中部森林管理局 富山西 

富山地方検察庁 富山商業 

富山労働局 上市 

名古屋国税局 高岡第一 

名古屋国税局 富山国際大学付属 

防衛省(海上自衛隊） 富山西 

防衛省(航空自衛隊） 富山第一 

北陸地方整備局 富山工業 

一般曹候補生(陸上自衛官） 富山北部 

海上保安学校学生 水橋 

海上保安学校学生 高岡商業 

自衛官候補生(陸上自衛官） 南砺福野 

自衛官候補生(航空自衛官） 雄山 

自衛官候補生(陸上自衛官） 砺波工業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員 高校 

京都市職員 高岡第一 

富山県職員(一般事務） 富山高等専門学校 

富山県職員(一般事務） 南砺福野 

富山県職員(学校事務） 砺波 

富山県職員(学校事務） 富山国際大学付属 

富山県職員(学校事務） 富山北部 

富山県職員(学校事務） 高岡商業 

富山県職員(学校事務） 富山第一 

富山県職員(警察事務） 富山いずみ 

富山県職員(警察事務） 富山いずみ 

砺波地域消防組合 富山商業 

富山県警察官(女性） 富山商業 

富山県警察官(女性） 南砺福野 

富山県警察官(男性） 富山西 

富山県警察官(男性） 富山工業 

富山県東部消防組合 富山第一 

富山県東部消防組合 富山西 

新川地域消防組合 入善 

  



２０２１年度就職実績 
医療・福祉機関 高校 

アモール 富山西 

アルペン会 滑川 

アルペン会 富山西 

アルペン会 志貴野 

伊井外科医院 卒業程度認定試験 

おおがくクリニック 高岡第一 

かみやま脳神経クリニック 富山西 

かんすいこうえんレディース 

クリニック 
富山第一 

寺田皮ふ科ひ尿器科医院 富山北部 

富山県済生会富山病院 第一学院 

ニチイ学館金沢支店 羽咋 

ニチイ学館高岡支店 高岡商業 

ニチイ学館新潟支店 糸魚川白嶺 

長谷川病院 富山第一 

恵仁会 藤木病院 富山工業 

 

金融・会計事務所 高校 

税理士法人 Ｊタックス 氷見 

税理士法人 ホライズン 卒業程度認定試験 

税理士法人 リタパートナーズ 雄峰 

氷見伏木信用金庫 氷見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商社・専門店・小売り 高校 

クスリのアオキ 富山第一 

クスリのアオキ 志貴野 

クスリのアオキ 富山商業 

牛島屋 富山商業 

キャン 龍谷富山 

古城モータース 龍谷富山 

古城モータース 不二越工業 

ことぶき 雄山 

ことぶき 伏木 

五万石千里山荘 雄山 

米三 富山西 

三幸 八尾 

三和製作所 氷見 

セントラルメディカル 富山高等専門学校 

東洋ゴム北陸販売 富山いずみ 

富山いすゞ自動車 龍谷富山 

富山日産自動車 富山第一 

富山・ハシモト・エネルギー 富山商業 

日産サティオ富山 富山西 

ネッツトヨタ富山 泊 

ネッツトヨタ富山 氷見 

ノナ 上市 

ピューマ(オートバックス） 上市 

ピューマ(オートバックス） 龍谷富山 

ホンダ四輪販売北陸 新湊 

モービルハウス 星槎国際 

山崎機工 高岡工芸 

  



２０２１年度就職実績 
情報・サービス 高校 

アーミップ 高岡工芸 

朝日不動産 星槎国際 

アスプコミュニケーションズ 高岡南 

アスプコミュニケーションズ 水橋 

いなば農業協同組合 富山国際大学付属 

魚津市農業協同組合 富山第一 

魚津市農業協同組合 泊 

オークス 八尾 

オークス 富山商業 

共同コンピュータ 富山商業 

高志インテック 卒業程度認定試験 

高志インテック 富山第一 

コミュノグラフ 富山北部 

G＆G アソシエイツ ヒューマンキャンパス

シーエスエヌ 雄山 

ＳＴＯＲＹ(スタジオ ストーリー） 高朋 

ソフト 龍谷富山 

太平ビルサービス富山支店 龍谷富山 

高岡市農業協同組合 氷見 

高山グリーンホテル 富山商業 

立山グリーンランド 

(立山カントリークラブ） 
雄山 

東洋警備保障 星槎国際 

トナミ運輸 新湊 

トナミ運輸 水橋 

トナミ運輸 呉羽 

トナミ運輸 富山いずみ 

となみ野農業協同組合 高岡第一 

富山県商工会連合会 小杉 

富山県商工会連合会 富山商業 

富山県総合警備保障 龍谷富山 

日本テクノス 秋田商業 

北銀ソフトウエア 魚津 

北電情報システムサービス 富山商業 

ＨＣＳプラス 石動 

北陸ソフタス 氷見 

情報・サービス 高校 

プレステージ・インターナショナル 

富山 BPO タウン 
雄山 

プレステージ・インターナショナル 

富山 BPO タウン 
上市 

プレステージ・インターナショナル 

富山 BPO タウン 
氷見 

みな穂農業協同組合 泊 

ライズウィル 富山商業 

立業社 新湊 

建設・製造系 高校 

朝日印刷 新湊 

石友ホーム 富山商業 

エイジェック富山雇用開発センター 未来 

コンチネンタル 龍谷富山 

山天東リ 八尾 

山天東リ 志貴野 

三和製作所 高岡工芸 

三和製作所 伏木 

三和製作所 富山商業 

新新薬品工業 富山西 

新日本海重工業 富山いずみ 

スズキ部品富山 高岡龍谷 

タニハタ 富山第一 

津根精機 富山第一 

戸出化成 高岡第一 

東洋電制製作所 高朋 

富山スガキ 龍谷富山 

日本海電業 上市 

日本海電業 上市 

ファインプラス 上市 

北陸興和産業 雄山 

堀井鉄工 富山西 

ＹＫＫ ＡＰ 入善 

家業継承 高校 

美人家 氷見 




