
   過去のインターンシップの受け入れ事業所（H27～29） 

 

番号 就業場所（所在地） 人数 (２７年) 人数（２８年） 人数（２９年） 仕事内容 

1 アイザック      〔魚津市〕   男子１名 紙製品製造・検査 

2 相ノ木保育所     〔上市町〕 女子１名   保育補助 

3 アスナロ小出       〔富山市〕  女子１名  農業補助 

4 アルペンリハヴィレッジ〔富山市〕 男子１名   介護補助 

5 石原園芸         〔滑川市〕  女子１名  農業補助 

6 大山中央保育所    〔富山市〕 女子１名   保育補助 

7 音杉保育所      〔上市町〕 女子２名   保育補助 

8 加積保育園      〔魚津市〕   女子１名 保育補助 

9 かがやき保育所    〔立山町〕 女子２名   保育補助 

10 上市消防署       〔上市町〕  男子２名 男子２名 公務補助 

11 かみいち総合病院     〔上市町〕 女子２名  女子６名 医療補助・事務 

12 上市図書館      〔上市町〕  女子３名  図書館業務・公務補助 

13 上市保育園       〔上市町〕 女子１名 女子２名  保育補助 

14 上市町役場          〔上市町〕 女子１名 男子２名 男子２名女子１名 公務補助 

15 上口保育園      〔魚津市〕    女子１名 保育補助 

16 キッズベアー     〔魚津市〕   女子１名 保育補助 

17 県庁         〔富山市〕   男子１名 公務補助 

18 (㈱)コージン         〔上市町〕  男子１名女子２名  機械部品製造・検査 

19 新庄保育所      〔富山市〕 女子２名   保育補助 

20 しまむら魚津店    〔魚津市〕 女子１名   衣料品販売・接客 

21 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら    〔上市町〕 女子２名  女子２名 衣料品販売・接客 

22 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら  〔滑川市〕  女子２名  衣料品販売・接客 

23 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら   〔富山市〕   女子２名 衣料品販売・接客 

24 シマヤ        〔立山町〕   男子１名 店舗運営・販売補助 

25 常楽園        〔上市町〕   女子２名 介護補助 

26 スポーツデポ     〔富山市〕   女子２名 スポーツ用品販売・接客 

27 スーパースポーツゼビオ〔富山市〕  男子１名  スポーツ用品販売・接客 

28 太陽スポーツ魚津店  〔富山市〕 男子１名   スポーツ用品販売・接客 

29 高原保育所      〔立山町〕  男子１名女子１名  保育補助 

30 立山製菓       〔立山町〕   男子２名 菓子製造・販売 

31 立山農園       〔立山町〕  男子１名  農業補助  

32 つるぎ恋月      〔上市町〕  女子３名 女子４名 接客等 

33 富山第一ホテル    〔富山市〕  女子２名 女子２名 接客等 



 

34 富山陽成社      〔富山市〕   女子２名 紙製品製造・検査 

35 なごみ苑       〔滑川市〕  男子１名  介護補助 

36 滑川博物館      〔滑川市〕 女子１名 女子２名 女子２名 公務補助  

37 虹の会 かけはし   〔富山市〕  女子１名  介護補助 

38 美容院 アトリエ   〔上市町〕   男子１名 美容補助 

39 花金         〔富山市〕 女子１名   花卉販売補助 

40 ファミリーＭ富山東町 〔富山市〕 女子１名   販売。店舗運営補助 

41 藤の木こども園    〔富山市〕   男子１名女子１名 保育補助 

42 プラント３ 滑川店  〔滑川市〕  女子２名  店舗運営・販売補助 

43 ヘアーフィール    〔滑川市〕  男子１名  美容補助 

44 ヘアーブティック ワン 〔富山市〕 女子１名 女子１名  美容補助 

45 ペットショップマーチ 〔滑川市〕 男子１名 男子１名女子１名 男子１名女子１名 店舗運営・販売補助  

46 堀川保育園      〔富山市〕   女子１名 保育補助 

47 ボン・リブラン    〔富山市〕  女子２名  菓子製造・販売 

48 松若保育所      〔富山市〕 女子１名   保育補助 

49 三日市保育所     〔上市町〕  女子１名  保育補助 

50 やなぎはら保育園   〔滑川市〕   女子１名 保育補助 

51 弓庄保育園      〔上市町〕   女子１名 保育補助 

52 米田モータース    〔上市町〕   男子１名 自動車整備・補助 

53 リッチェル      〔富山市〕  男子１名女子１名  プラスチック用品製造 

54 リブラン やかもち蔵 〔富山市〕   男子１名女子１名 菓子製造・販売 

55 ロキテクノ      〔上市町〕 男子１名女子１名   機械部品製造・検査 

56 若杉愛児保育園    〔上市町〕   女子２名 保育補助 


