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①自営（男子6名） ⑥４年制大学（40名）

2名 岩見沢市 弘前大学　 農学生命科学部　国際園芸農学科 青森県

1名 美唄市 北海道教育大学　 教育学部岩見沢校　芸術・スポーツ文化学科　美術文化専攻 岩見沢市

1名 今金町 日本獣医生命科学大学　 応用生命科学部　食品科学科 東京都

2名 新篠津村 札幌学院大学　 経済経営学部　経営学科（２名） 札幌市

札幌保健医療大学　 保健医療学部栄養学科 札幌市

②民間企業（男子57名） 太成大学　 看護学部看護学科 大阪府

淡路農産食品　株式会社 農畜産物卸売業 岩見沢市 東京農業大学　 生物産業学部　食香粧化学科 網走市

開発工建株式会社 土木作業員 岩見沢市 東京農業大学　 生物産業学部　自然資源経営学科 網走市

株式会社　本山測量設計 測量技術者 岩見沢市 日本医療大学　 保健医療学部　リハビリテーション学科　理学療法学専攻　 札幌市

千歳林業　株式会社 林業技術者 岩見沢市 北翔大学　 教育文化学部芸術学科 江別市

ペットショップqoo＆RIKU岩見沢店 店舗スタッフ 岩見沢市 北星学園大学　 経済学部　経営情報学科 札幌市

北海土地改良区（４名） 技術職 岩見沢市 北海学園大学　 人文学部日本文化学科 札幌市

株式会社　カナモト（２名） 技術職 岩見沢市 北海道医療大学　 心理科学部 臨床心理学科 当別町

株式会社　トッキュウ トラック運転手 岩見沢市 北海道科学大学　 未来デザイン学部未来デザイン学科 札幌市

株式会社　ハタナカ昭和（２名） セメント製品製造業 岩見沢市 北海道科学大学　 薬学部薬学科（２名）　 札幌市

株式会社　ヰセキ北海道（３名） 機械整備 岩見沢市 北海道科学大学　 工学部　電気電子工学科 札幌市

株式会社　庭建はしもと 土木作業員 岩見沢市 北海道情報大学　 経営情報学部 システム情報学科 AIコース 江別市

北海道ノダ　株式会社　 整備員 岩見沢市 北海道情報大学　 情報メデイア学部 情報メデイア学科（２名） 江別市

及川産業　株式会社 土木作業員 岩見沢市 北海道情報大学　 医療情報学部　医療情報学科　医療情報専攻診療情報管理コース 江別市

玉田産業　株式会社（２名） 土木作業員 岩見沢市 北海道文教大学　 国際学部　国際コミュニケーション学科 恵庭市

嵯峨秀栄測量設計　株式会社（２名） 土木建築設計 岩見沢市 北海道文教大学　 人間科学部　看護学科 恵庭市

積水化学　北海道株式会社 製造技術者 岩見沢市 北海道文教大学　 人間科学部　理学療法学科 恵庭市

馬淵建設　株式会社 土木作業員 岩見沢市 北海道文教大学　 人間科学部　健康栄養学科 恵庭市

有限会社　リアン 介護員 岩見沢市 北海商科大学 商学部　観光産業学科 札幌市

日本ホワイトファーム株式会社知床工場（２名） 食肉加工業 網走市 酪農学園大学　 農食環境学群　循環農学類（8名） 江別市

有限会社　スリースターズ興業 林業技術者 雨竜町 酪農学園大学　 農食環境学群　環境共生学類（5名） 江別市

山﨑製パン　株式会社（２名） 食品製造業 恵庭市

ヤンマーアグリジャパン株式会社　北海道支社 機械整備 江別市 ⑦短期大学（10名）

伊藤ハムデイリー株式会社　小樽工場 食肉加工業 小樽市 光塩学園女子短期大学　 食物栄養科 札幌市

株式会社　北栄ファーム（セコマグループ） 耕種農業 栗山町 國學院大學北海道短期大学部　 国文学科 滝川市

共立道路　株式会社 土木技術者 栗山町 國學院大學北海道短期大学部　 幼児・児童教育学科 滝川市

南空知森林組合 林業技術者 栗山町 札幌国際短期大学（２名）　 総合生活キャリア学科 札幌市

JR北海道エンジニアリング　株式会社 建設工事業 札幌市 北翔大学短期大学部（２名）　　 こども学科 江別市

一二三北路　株式会社 土木技術者 札幌市 拓殖大学北海道短期大学（２名）　 農学ビジネス学科　環境農学コース 深川市

北海道土地改良事業団体連合会 技術職 札幌市 拓殖大学北海道短期大学　 農学ビジネス学科　地域振興ビジネスコース 深川市

北海道旅客鉄道　株式会社 鉄道フィールド職 札幌市

株式会社　北海道クボタ　 機械整備 札幌市

株式会社　山田組 土木作業員 札幌市 ⑧大学校（4名）

柏倉建設　株式会社 建設作業員 札幌市 北海道立農業大学校（３名） 稲作経営専攻コース 本別町

Mz原田　株式会社 現場技術者 札幌市 北海道立農業大学校 畑作園芸経営学科 本別町

株式会社　広正園 造園作業員 七飯町

美唄市農業協同組合 一般事務職 美唄市 ⑨専門学校（65名）

深川土地改良区（２名） 技術職 深川市 岩見沢市立高等看護学院　 看護学科 岩見沢市

堀川林業　株式会社 林業技術者 三笠市 駒澤看護専門学校　 看護学科 岩見沢市

株式会社　田端本堂カンパニー 土木作業員 三笠市 青山建築デザイン・医療事務専門学校　 建築学科 札幌市

日本フードパッカー株式会社　道南工場 食肉加工業 八雲町 浅井学園札幌ファッションデザイン専門学校DOREME （２名）　 ファッション総合学科 札幌市

株式会社　おかげさま 宮大工 帯広市 大原医療福祉専門学校　 医療秘書コース 札幌市

FCコメダ珈琲店佐倉王子台店 店舗スタッフ 千葉県 大原法律公務員専門学校（２名）　 公務員コース 札幌市

株式会社　カクヤス（２名） 配達業 東京都 栗山町立北海道介護福祉学校　 介護福祉学科 栗山町

株式会社　大場造園 造園作業員 東京都 経専医療事務薬業専門学校（３名）　 医療事務学科 札幌市

経専調理製菓専門学校　 調理師専攻科 札幌市

③民間企業（女子50名） 経専北海道保育専門学校　 保育士・幼稚園教諭コース 札幌市

赤いリボン　有限会社（２名） 菓子・パン販売業 岩見沢市 経専北海道保育専門学校　 保育士・幼稚園教諭コース 札幌市

医療法人社団　中村耳鼻咽喉科・呼吸器科 医療事務員 岩見沢市 光塩学園調理製菓専門学校　 調理技術専攻科 札幌市

いわみざわ農業協同組合（２名） 一般事務職 岩見沢市 札幌医療秘書福祉専門学校（４名）　 医療秘書科 札幌市

株式会社　ホンダカーズ滝川 カスタマースタッフ 岩見沢市 札幌看護医療専門学校　 視能訓練士学科 札幌市

株式会社　ライフネット岩見沢平安閣 営業スタッフ 岩見沢市 札幌観光ブライダル製菓専門学校　 ブライダル学科 札幌市

社会福祉法人　緑生会 介護員 岩見沢市 札幌こども専門学校　 こども総合学科 札幌市

パン工房こんとれいる 食品製造業 岩見沢市 札幌こども専門学校（３名）　 保育科 札幌市

北燃商事　株式会社 一般事務職 岩見沢市 札幌スイーツ＆カフェ専門学校　 パティシエ・カフェ科 札幌市

ホクレン農業協同組合連合会　岩見沢支所 一般事務職 岩見沢市 札幌スポーツ＆メディカル専門学校　 スポーツトレーナー科 札幌市

北海道ソラサンフーズ　株式会社 食品製造業 岩見沢市 札幌デザイン＆テクノロジー専門学校　 デジタルテクノロジー科 札幌市

有限会社　ほんだ菓子司 菓子製造業 岩見沢市 札幌どうぶつ専門学校　 犬の美容学科 札幌市

株式会社　トッキュウ 一般事務職 岩見沢市 札幌ビューティーアート専門学校　 ヘアメイク科 札幌市

株式会社　柿本商店 一般事務職 岩見沢市 札幌ビューティーアート専門学校 トータルビューティー科 札幌市

株式会社　丸庭佐藤建設 一般事務職 岩見沢市 三幸学園札幌医療秘書福祉専門学校　 医療事務科 札幌市

株式会社　北辰 一般事務職 岩見沢市 専門学校札幌デザイナー学院 総合デザイン学科 イラスト・キャラクター専攻 札幌市

空知リゾートシティ　株式会社（２名） ホテルスタッフ 岩見沢市 専門学校ビジュアルアーツ　 写真学科　写真専攻 札幌市

社会福祉法人　クピド・フェア 一般事務職 岩見沢市 専門学校北海道リハビリテーション大学校（２名）　 理学療法学科 札幌市

社会福祉法人　萌佑会 介護員 岩見沢市 名古屋医健スポーツ専門学校　 スポーツ科学科　スポーツトレーナーコース 愛知県

馬淵建設　株式会社（２名） 土木作業員 岩見沢市 北海道芸術デザイン専門学校　 マルチメディアデザイン学科 札幌市

lalahair岩見沢店 美容師見習い 岩見沢市 北海道自動車整備大学校（２名）　 二級自動車整備学科 札幌市

丸心工業 土木技術者 岩見沢市 北海道情報専門学校　 ＩＴシステム科 札幌市

伊藤ハムデイリー株式会社　北海道販売部　札幌営業所 食肉加工業 札幌市 北海道スポーツ専門学校（３名）　 スポーツ健康学科 札幌市

片桐機械　株式会社 機械整備業 札幌市 北海道中央調理技術専門学校　 調理師科 札幌市

株式会社　ＬＥＯＣ（３名） 調理員 札幌市 北海道どうぶつ・看護専門学校 動物看護科 札幌市

株式会社　ジーユー 衣料販売員 札幌市 北海道どうぶつ医療専門学校　 動物看護専攻 札幌市

株式会社　松原米穀 一般事務職 札幌市 北海道ハイテクノロジー専門学校　 アスレティックトレーナー学科 札幌市

ニプロ株式会社　再生医療研究開発センター 医療機器製造販売 札幌市 北海道ハイテクノロジー専門学校　 救急救命士学科 恵庭市

株式会社　ブロックコーポレーション ショップフローリスト 札幌市 北海道美容専門学校　 ヘアメイク科 札幌市

小林酒造株式会社 清酒製造 栗山町 北海道理容美容専門学校　 美容科 札幌市

新篠津村農業協同組合 一般事務職 新篠津村 北海道医薬専門学校　 薬業学科 札幌市

株式会社　シロ ビューティーアドバイザー 砂川市 北海道芸術デザイン専門学校   環境デザイン学科 札幌市

ながぬま農業協同組合 一般事務職 長沼町 北海道理容美容専門学校（２名）　 美容科 札幌市

空知商工信用組合（２名） 金融事務職 美唄市 宮島学園北海道ファッション専門学校　 販売速成科 札幌市

美唄市農業協同組合 一般事務職 美唄市 宮島学園北海道ファッション専門学校（２名）　服装総合科 札幌市

堀川林業　株式会社 林業技術者 三笠市 吉田学園医療歯科専門学校　 救急救命学科　 札幌市

株式会社　田端本堂カンパニー 土木作業員 三笠市 吉田学園医療歯科専門学校（4名）　 歯科衛生学科 札幌市

株式会社　ケイシイシイ（２名） 菓子製造 千歳市 吉田学園情報ビジネス専門学校　 コンピュータグラフィックス学科 札幌市

カルビー株式会社　北海道工場 菓子製造 千歳市

新日本海フェリー株式会社　苫小牧支店 一般事務職 苫小牧市

苫小牧信用金庫 金融事務職 苫小牧市

株式会社　サン・オフィス プロダクション 東京都

株式会社　アィビィシィ 一般事務職 奈良県

④公務員（男子28名）

開発局（１０名） 土木技術職

防衛省 土木技術職

林野庁（６名） 林業職

北海道職員（５名） 林業職

北海道農政部 土木技術職

北海道警察 公安職 AO入試 45名

岩見沢市役所 土木技術職 岩見沢市 学校推薦型選抜（指定校制） 43名

札幌市役所 土木技術職 札幌市役 学校推薦型選抜（公募制） 24名

南幌町役場 土木技術職 南幌町 総合型選抜 2名

深川市役所 土木技術職 深川市 大学入学共通テスト利用選抜 1名

一般選抜 4名

※大学・短大・大学校・専門学校全てを含む

⑤自衛隊（男子４名）

陸上自衛隊 一般曹候補生

令和３年度　進路先一覧　



①自営（男子2名　女子1名） ⑥４年制大学（30名）

南幌町 弘前大学（2名） 農業生命科学部国際園芸農学科 青森県

清里町 室蘭工業大学 理工学部システム理化学科 室蘭市

岩見沢市 琉球大学（2名） 農学部亜熱帯地域農学科 沖縄県

旭川大学 経済学部経営経済学科 旭川市

②民間企業（男子53名） 国際医療福祉大学 赤坂心理・マネジメント学部心理学科 東京都

LUCID STYLE SERVE 理・美容師アシスタントスタッフ 札幌市 札幌学院大学 法学部法律学科 江別市

いわみざわ農業協同組合 一般事務職及び専門職 岩見沢市 札幌学院大学 人文学部人間科学科 江別市

トップワーク　株式会社 物流センタースタッフ 札幌市 札幌学院大学（2名） 経済経営学部経営学科 江別市

ヤンマーアグリジャパン株式会社　北海道支社 整備士 札幌市 札幌国際大学（2名） 観光学部観光ビジネス学科 札幌市

荏原環境プラント　株式会社 ゴミ処理施設の運転保守管理 東京都 星槎道都大学 美術部建築学科 北広島市

王子コンテナー　株式会社　札幌工場 製造職 岩見沢市 日本医療大学 保健医療学部リハビリテーション学科作業量法学専攻 札幌市

株式会社　Jファーム 農務従事員 札幌市 北海道科学大学（2名） 工学部情報工学科 札幌市

株式会社　コクサク 造園技能者及び土木施工管理技術者 札幌市 北海道文教大学 人間科学部健康栄養学科 恵庭市

株式会社　タケベ 建築作業員 江別市 北海道文教大学 人間科学部看護学科 恵庭市

株式会社　ネクスコ・メンテナンス北海道 土木技術職 札幌市 北星学園大学 社会福祉学部福祉計画学科 札幌市

株式会社　ハタナカ昭和 コンクリートブロック製品製造業務 岩見沢市 北翔大学 教育文化学部芸術学科 江別市

株式会社　ひがし北海道イエローハット 店内販売員 岩見沢市 酪農学園大学（6名） 農食環境学群循環農学類 江別市

株式会社　ひがし北海道イエローハット 自動車整備員 岩見沢市 酪農学園大学 農食環境学群環境共生学類 江別市

株式会社　ヰセキ北海道 技術職 岩見沢市 酪農学園大学 獣医学群獣医保健看護学類 江別市

株式会社　伊藤工務店 大工 由仁町 酪農学園大学 農食環境学群食と健康学類 江別市

株式会社　岸本組 土木技術者補佐 美唄市

株式会社　三笠振興公社 配管・土木作業員 三笠市 ⑦短期大学（7名）

株式会社　小鍛冶組 総合職 札幌市 拓殖大学北海道短期大学（2名） 農業ビジネス学科環境農学コース 深川市

株式会社　北海道クボタ（2名） 技術 札幌市 拓殖大学北海道短期大学 保育学科身体表現コース 深川市

株式会社　和田工業 鳶・土工 岩見沢市 北海道武蔵女子短期大学 経済学科 札幌市

株式会社　國上工務店 鉄筋技能士 札幌市 北星学園大学短期大学部 生活創造学科 札幌市

株式会社北陽　三笠工場 試験係 三笠市 北翔大学 短期大学こども学科 江別市

及川産業　株式会社 総合技術職 岩見沢市 國學院大學北海道短期大学 総合教養学科 滝川市

及川産業　株式会社（2名） 重機オペレーター 岩見沢市

宮永建設　株式会社 現場技術員 当別町 ⑧大学校（3名）

栗山土地改良区 技術事務 栗山町 北海道立農業大学校（2名） 稲作経営専攻コース 本別町

恵庭土地改良区 農業用水・取水施設の維持管理など 恵庭市 北海道立農業大学校 畑作園芸経営学科 本別町

佐藤食品工業株式会社　北海道工場 食品製造工 岩見沢市

嵯峨秀栄測量設計　株式会社 エンジニア（設計） 岩見沢市 ⑨専門学校（66名）

水ing　株式会社　北海道支店 浄化センター運転管理 岩見沢市 せいとく介護こども福祉専門学校 こども福祉科　保育士・幼稚園教諭コース 札幌市

積水化学北海道　株式会社 プラスチック製品製造員 岩見沢市 せいとく介護ごども福祉専門学校 介護福祉科 札幌市

相互開発　株式会社 技術員 岩見沢市 タキイ研究農場付属園芸専門学校 滋賀県

草野作工　株式会社（2名） 土木技術員 江別市 愛犬美容看護専門学校 トリマー科 札幌市

地崎道路　株式会社　北海道支店 空港施設維持管理職 千歳市 浦河赤十字看護専門学校 看護科 浦河町

東日本高速道路　株式会社 技術系総合職 東京都 岩見沢市医師会附属看護高等専修学校（2名） 准看護科 岩見沢市

道央食肉センター　株式会社 食肉加工員 岩見沢市 岩見沢市立高等看護学院 看護科 岩見沢市

日本ニューホランド　株式会社 総合職 札幌市 吉田学園公務員法科専門学校 公務員学科 札幌市

武部建設　株式会社 建築大工 岩見沢市 吉田学園動物看護専門学校 トリマー学科 札幌市

冒険研究所 イベントの補助 神奈川県 吉田学園動物看護専門学校 トリマー学科 札幌市

北海土地改良区（4名） 土木技術職 岩見沢市 駒沢看護専門学校（3名） 看護科 岩見沢市

北海道セキスイハイム工業　株式会社 住宅ユニット製造 岩見沢市 経専医療事務薬業専門学校 医療事務学科 札幌市

北海道丸大食品　株式会社 生産技術職・エンジニア職 岩見沢市 経専医療事務薬業専門学校 薬業学科 札幌市

北海道旅客鉄道　株式会社 鉄道フィールド職 札幌市 経専音楽芸術専門学校 音楽・放送芸術科 札幌市

北有建設　株式会社 重機オペレーター 美唄市 経専調理製菓専門学校 調理師専攻 札幌市

堀川林業　株式会社 林業現場管理者候補 三笠市 経専調理製菓専門学校（2名） 製菓パティシエ科 札幌市

本田農機工業　株式会社 組立工・塗装工・裁断板金工 岩見沢市 経専北海道どうぶつ専門学校 ペットプロデュース学科 札幌市

有限会社　石田農園 造林用苗木・樹木の生産管理作業及び造園作業員 長沼町 経専北海道保育専門学校（2名） こども学科（保育士・幼稚園教諭コース） 札幌市

経専北海道保育専門学校 こども学科（保育士・幼稚園教諭コース） 札幌市

光塩学園調理製菓専門学校 調理科 札幌市

光塩学園調理製菓専門学校 製菓技術専攻科 札幌市

札幌ＹＭＣＡ英語・コミュニケーション専門学校 コミュニケーション学科 札幌市

③民間企業（女子43名） 札幌どうぶつ専門学校 動物看護学科 札幌市

イオン北海道　株式会社 総合職 札幌市 札幌ベルエポック製菓調理ウエディング専門学校 製菓・調理師科 札幌市

いわみざわ農業協同組合（3名） 一般事務職および専門職 岩見沢市 札幌工科専門学校（2名） 環境土木工学科 札幌市

エームサービスジャパン　株式会社　北海道中央労災病院事業所 調理スタッフ 岩見沢市 札幌情報未来専門学校（2名） ＩＴシステムエンジニア学科 札幌市

ニプロ　株式会社　再生医療研究開発センター 再生医療品等製品の製造、品質管理 札幌市 三幸学園　札幌こども専門学校 保育科 札幌市

ホクレン農業協同組合連合会　岩見沢支所 地域総合職 岩見沢市 三幸学園　札幌スポーツアンドメディカル専門学校 スポーツトレーナー科 札幌市

マルカワ食品　株式会社 食品製造員 札幌市 三幸学園　札幌医療秘書福祉専門学校（2名） 医療秘書科 札幌市

医療法人社団　札幌道都病院 医療業務補助 札幌市 専門学校北海道自動車整備大学校（3名） 一級自動車整備学科 札幌市

株式会社　ＣＢＣ 会計補助業務員 岩見沢市 専門学校北海道自動車整備大学校 二級自動車整備学科 札幌市

株式会社　ＬＩＸＩＬ物流 輸送計画管理・製品管理 東京都 帯広畜産大学（2名） 別科（酪農専修） 帯広市

株式会社　アウルビル 不動産業　事務職 札幌市 大原法律公務員専門学校札幌校 文化教養専門課程法律行政２年制学科消防官コース 札幌市

株式会社　いわせき 総合職 岩見沢市 北海道安達学園　札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校 マンガデザイン学科コミックイラスト専攻 札幌市

株式会社　オーク 物件管理事務員 岩見沢市 北海道安達学園　札幌観光ブライダル・製菓専門学校 製菓学科製菓専攻 札幌市

株式会社　すぎうらベーカリー パン・菓子の製造、販売業務 美唄市 北海道安達学園　専門学校札幌デザイナー学院 総合デザイン学科イラスト・キャラクター専攻 札幌市

株式会社　ピスタ　a-nine　イオン岩見沢店 ネイリスト 岩見沢市 北海道安達学園　専門学校札幌ビジュアルアーツ 音響学科ギター専攻 札幌市

株式会社　ホクレン油機サービス 一般事務 岩見沢市 北海道安達学園専門学校札幌ビジュアルアーツ 音響学科ヴォーカル専攻 札幌市

株式会社　ホンダカーズ滝川 カスタマースタッフ 滝川市 北海道安達学園北海道どうぶつ・医療専門学校（2名） ペット学科トリマー専攻 札幌市

株式会社　ワイルドボー　ヴィヴェール エステティシャン 札幌市 北海道介護福祉学校（5名） 栗山町

株式会社　砂子組 土木工事施工管理技術者 奈井江町 北海道芸術デザイン専門学校 産業デザイン学科 札幌市

株式会社　三ッ星レストランシステム　札幌支社 店舗運営管理 札幌市 北海道情報専門学校 ITシステム科（2年課程） 札幌市

株式会社　第一寶亭留 フロント・予約スタッフ 札幌市 北海道中央調理技術専門学校 調理師科（一年制） 札幌市

株式会社　田端本堂カンパニー 土木技術員 三笠市 北海道農業協同組合学校 江別市

株式会社　北海道LIXIL製作所 生産管理職など 岩見沢市 北海道美容専門学校（3名） 美容科 札幌市

株式会社　北立 総務経理 岩見沢市 北海道美容理容専門学校 理容科 札幌市

株式会社　柳月 販売職 音更町 北海道理容美容専門学校（2名） 理容科 札幌市

株式会社ケイシイシイ 菓子製造 千歳市 北海道理容美容専門学校 美容科 札幌市

京浜精密工業株式会社北海道工場 技能職 岩見沢市

空知商工信用組合（2名） 金融事務 美唄市

山大産業　株式会社 店舗販売スタッフ 苫小牧市 AO 39名

社会福祉法人北海道友愛福祉会　江別盲老人養護老人ホーム恵明園 介護福祉士 江別市 指定校推薦 36名

深川油脂工業株式会社 一般事務 深川市 公募制推薦 19名

倉田運送 運送業 岩見沢市 自己推薦 2名

地崎道路　株式会社　北海道支店 空港施設維持管理職 千歳市 特別推薦 1名

日本郵便　株式会社　北海道支社 郵便局員 札幌市 総合型選抜 7名

美唄市農業協同組合 総合職 美唄市 一般 1名

北海道セキスイハイム工業 一般事務 岩見沢市

北燃商事　株式会社（2名） 一般事務員 岩見沢市 ※大学・短大・大学校・専門学校全てを含む

矢崎加工　株式会社　北海道支店 営業サポート事務 美唄市

有限会社　リアン 介護職員 岩見沢市

有限会社　三敬商事 調理員 岩見沢市

④公務員（男子27名・女子1名）

技術北海道(2名）

農業土木(6名）

林野庁(5名） 林業(5名）

防衛省　北海道防衛局 技術職

農業Ｂ(2名)

農業土木(２名）

林業Ｂ(４名）

美唄市役所 土木技術

小樽市役所 土木技術職

深川市役所 土木技術職

苫小牧市役所 土木技術職

深川市役所 土木技術職

倶知安町役場 一般事務職及び専門職

⑤自衛隊（女子１名）

陸上自衛隊 自衛官候補生

令和２年度　進路先一覧　

国土交通省　北海道開発局(8名）

北海道庁(8名）


