
出身校県名 出身校名 公務員１次試験合格先
北海道 根室 千葉県警察　根室市消防本部

北海道
北海道大谷室
蘭

警視庁　千葉県警察　北海道警察

青森県 弘前学院聖愛
国家一般職 東京都特別区Ⅰ類 国家専門職（国税専門官） 弘前市役所 青森県察（２名）
横浜市消防局　つがる市消防本部

青森県
八戸工業大学
第二

国家総合職（経済区分） 国家専門職（国税専門官） 国家一般職 東京都特別区Ⅰ類 青森
県庁　武蔵野市役所

青森県 浪岡 警視庁　宮城県警察　東京消防庁　青森地域広域事務組合消防本部
岩手県 一関第二 警視庁　皇宮護衛官　栃木県警察
岩手県 遠野 警視庁　仙台市消防局　東京消防庁
岩手県 花巻東 東京都特別区　国税専門官　川崎市役所
岩手県 盛岡中央 警視庁　岩手県警察
岩手県 大槌 自衛隊一般曹候補生　岩手県警察　盛岡地方広域消防組合
宮城県 角田 仙台市消防局
宮城県 気仙沼 国家一般職　東京都特別区　宮城県庁
宮城県 柴田 警視庁　千葉県警警察　宮城県警警察
宮城県 仙台西 仙台市消防局
宮城県 東北 警視庁　陸上自衛隊一般曹候補
宮城県 白石 宮城県警察
秋田県 秋田西 警視庁
秋田県 湯沢 千葉県警察
山形県 羽黒 東京消防庁　川崎市消防局
山形県 山形中央 警視庁　千葉県警察　東京消防庁　山形市消防局
山形県 鶴岡中央 警視庁
山形県 鶴岡東 仙台市消防局　東京消防庁　警視庁
山形県 米沢中央 警視庁　千葉県警察　山形県警察　川崎市消防局
福島県 いわき秀英 警視庁　福島県警察　東京消防庁　いわき市消防本部
福島県 いわき総合 東京消防庁 　郡山地方広域消防組合

福島県 安達
警視庁（３名） 安達地方広域行政組合消防本部（２名） 福島県警（２名） 福島市消防 神奈
川県警　自衛官候補生

福島県
会津若松ザベ
リオ学園

福島県警察

福島県 郡山 警視庁　船橋市消防局
福島県 郡山東 警視庁（２名）　茨城県警察　千葉県警察　郡山地方広域消防組合
福島県 原町 いわき市消防本部
福島県 尚志 警視庁　南会津地方広域消防本部
福島県 湯本 土浦市消防本部　福島県警察
福島県 日本大学東北 警視庁　仙台市消防局　郡山地方広域消防組合
福島県 福島西 千葉県警察　警視庁
茨城県 つくば秀英 警視庁　茨城県警察
茨城県 下館第二 東京消防庁　横浜市消防局　茨城県警察
茨城県 霞ケ浦 警視庁（２名）　千葉市消防局　茨城県警察　千葉県警察
茨城県 岩瀬日本大学 警視庁　自衛隊一般曹候補生
茨城県 佐和 ひたちなか市役所　東京消防庁　千葉市消防局　警視庁（４名）　茨城県警察（２名）
茨城県 鹿島 鹿行広域事務組合消防本部　大洗町役場　茨城県警察
茨城県 鹿島学園 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部
茨城県 守谷 警視庁　千葉県警察
茨城県 勝田 警視庁　茨城県警察
茨城県 常総学院 千葉県警察
茨城県 常磐大学 警視庁（３名）　茨城県警察　埼玉県警察
茨城県 神栖 茨城県警察
茨城県 水海道第二 国家一般職　東京都特別区　茨城県庁　つくば市役所　常総市役所　茨城県警察
茨城県 清真学園 東京都特別区Ⅰ類　川崎市役所　千葉県警察
茨城県 大子清流 鹿島地方事務組合消防本部　警視庁　茨城県警察
茨城県 中央 警視庁　茨城県警察
茨城県 潮来 警視庁
茨城県 土浦工業 つくば市消防本部　警視庁　茨城県警察
茨城県 土浦日本大学 警視庁　千葉県警察　茨城県警察　稲敷広域消防本部
茨城県 日立商業 茨城県警察　日立市消防本部
茨城県 波崎 警視庁（３名）　自衛隊幹部候補生　自衛隊一般曹候補（２名）　千葉県警察　茨城県警（２名）

危機管理システム学科（現・危機管理学科）　卒業生（2016～2020年度）　公務員１次試験合格状況



茨城県 波崎柳川 神栖市役所　銚子市役所　鹿島地方事務組合消防本部
茨城県 鉾田第一 鹿嶋市役所　横浜市消防局　茨城県警察
茨城県 鉾田第二 警視庁　千葉県警察　茨城県警察　鹿嶋市役所
茨城県 麻生 横浜市消防局（２名）　茨城県警察　千葉県警察
茨城県 明秀学園日立 警視庁　茨城県警察
茨城県 竜ケ崎第一 警視庁　千葉県警察　東京消防庁

栃木県
宇都宮短期大
学附属

自衛隊幹部候補生　自衛隊一般曹候補生

栃木県 宇都宮南 警視庁　栃木県警察　東京消防庁
栃木県 今市 栃木県警察     自衛隊一般曹候補生　自衛官候補生
栃木県 佐野東 栃木県警察
栃木県 小山南 宇都宮市消防局　日光市消防本部　小山市消防本部　警視庁
群馬県 桐生南 群馬県庁
群馬県 西邑楽 桐生市消防本部　太田市消防本部

群馬県 前橋東
東京消防庁（２名） 横浜市消防局 警視庁（２名） 千葉県警 群馬県警 前橋市消防局 伊
勢崎市消防本部

群馬県 富岡 警視庁　群馬県警察　前橋市消防局　富岡甘楽市町村圏振興整備組合消防本部
埼玉県 坂戸西 警視庁
埼玉県 深谷商業 警視庁　千葉県警察
埼玉県 聖望学園 警視庁　川口市消防局
千葉県 一宮商業 千葉市消防局
千葉県 下総 警視庁　千葉県警察
千葉県 京葉 警視庁　千葉県警察　市原市消防局
千葉県 九十九里 千葉県警察
千葉県 佐原白楊 警視庁　千葉県警察　香取広域市町村圏事務組合消防本部
千葉県 市原八幡 警視庁　千葉県警察　千葉市消防局
千葉県 小見川 千葉県警察（２名）　香取広域市町村圏事務組合　警視庁
千葉県 松尾 警視庁　千葉県警察

千葉県 成田北
国家総合職（法律区分） 国家専門職（国税専門官） 国家一般職 東京都特別区Ⅰ類 千葉
市役所　成田市役所　千葉県警察

千葉県 千葉工業 警視庁　千葉県警察
千葉県 千葉商業 東京消防庁
千葉県 千葉南 千葉県警察　警視庁

千葉県
千葉日本大学
第一

警視庁　千葉県警察

千葉県 千葉明徳 自衛隊一般曹候補生　警視庁
千葉県 千葉黎明 警視庁　千葉県警察　神奈川県警察　千葉市消防局
千葉県 船橋二和 警視庁　千葉県警察
千葉県 多古 千葉県警察
千葉県 大多喜 警視庁
千葉県 拓殖大学紅陵 市川市役所　柏市役所　一般曹候補生

千葉県 銚子（県立）
国家一般職 千葉市役所 神栖市役所 東庄町役場 警視庁（２名） 千葉県警察（２名）  印
西地区消防組合　銚子市消防本部

千葉県 銚子（市立） 銚子市役所　千葉市消防局　東京消防庁　警視庁
千葉県 銚子商業 千葉県警察（２名）　警視庁（３名）　鹿島地方事務組合消防本部　銚子市消防本部
千葉県 長生 警視庁　千葉県警察　茂原市役所
千葉県 東京学館 警視庁（２名）　千葉県警察
千葉県 東総工業 千葉県警（２名）　警視庁　銚子市消防本部　千葉市消防局　自衛隊一般曹候補生
千葉県 柏（県立） 警視庁　柏市消防局
千葉県 柏日体 警視庁　神奈川県警察　東京消防庁　横浜市消防局
千葉県 富里 千葉県警察　警視庁
千葉県 茂原 千葉県警察　警視庁
千葉県 茂原樟陽 千葉県警察　自衛隊幹部候補生　自衛隊一般曹候補
東京都 科学技術 警視庁
東京都 向丘 警視庁　神奈川県警察　川崎市消防局
東京都 足立学園 松戸市消防局　さいたま市消防局
東京都 日本大学豊山 千葉県警察　警視庁　松戸市消防局
東京都 文京 警視庁　東京消防庁　自衛隊一般曹候補生
東京都 明星 警視庁　東京消防庁　横浜市消防局
神奈川県 横須賀工業 警視庁　茨城県警察　鎌倉市消防本部
神奈川県 三浦学苑 警視庁　千葉県警察
新潟県 佐渡 新潟市消防局（２名）　東京消防庁　長岡市消防本部　つくば市消防本部　警視庁



新潟県 新潟第一 新潟市消防局
新潟県 新潟中央 警視庁　五泉市消防本部
新潟県 村上 警視庁　新潟市消防局
新潟県 東京学館新潟 警視庁　新潟県警察　佐渡市消防本部
新潟県 日本文理 警視庁
山梨県 甲府工業 警視庁　山梨県南アルプス市役所
山梨県 甲府東 警視庁　山梨県警察
山梨県 日川 警視庁　横浜市消防局
山梨県 韮崎 平塚市消防本部
長野県 篠ノ井 長野県警察（２名）　警視庁　千葉県警察　坂城町役場
長野県 上田東 長野県警察（２名）　東京消防庁　横浜市消防局
長野県 大町 警視庁　長野県警察　松本市広域消防局
長野県 長野（市立） 千葉県警察　長野県警察
長野県 飯山北 飯山市役所
長野県 野沢南 警視庁（２名）　長野県警察（２名）　長野市消防局（２名）
静岡県 伊豆中央 警視庁　神奈川県警察
静岡県 駿河総合 静岡県警察
静岡県 沼津城北 警視庁　静岡県警察　駿東伊豆消防本部　富士山南東消防本部
静岡県 静岡農業 警視庁
静岡県 島田樟誠 警視庁　神奈川県警察
静岡県 浜松城北工業 静岡県警察
静岡県 浜松日体 浜松市役所　我孫子市役所　石巻市役所
静岡県 富士宮西 警視庁　東京消防庁　静岡市消防局
静岡県 オイスカ 自衛官候補生
京都府 洛陽工業 警視庁　京都府警察
兵庫県 姫路商業 兵庫県警察
和歌山県 和歌山北 東京消防庁

岡山県
岡山理科大学
附属

千葉県警察　警視庁　川口市消防局

岡山県 吉備高原学園 千葉県警察　警視庁
広島県 祇園北 警視庁
広島県 並木学院 鹿島地方事務組合消防本部
香川県 高松桜井 船橋市役所　我孫子市役所
愛媛県 今治北 警視庁　西条市消防本部
愛媛県 松山北 警視庁　東京消防庁（２名）　仙台市消防局
福岡県 北九州 自衛隊一般曹候補生
沖縄県 沖縄水産 伊江村役場
沖縄県 糸満 警視庁　東京消防庁　川崎市消防局
沖縄県 読谷 警視庁
沖縄県 那覇西 警視庁（３名）　千葉県警察（２名）　沖縄県警察


