
【 福祉学科 2017年度就職先 ：業種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

医療法人医和基会　戸畑総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州外)

医療法人敬天会　東和病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

地域医療機能推進機構　下関医療センター 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

公益財団法人健和会 一般病院 一般事務 北九州市

小倉地区医療協会　三萩野病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人社団天翠会　松井病院 一般病院 病院事務 北九州市

社会医療法人大成会　福岡記念病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州外)

医療法人恵光会　原病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州外)

医療法人ひらまつ病院 一般病院 保健医療サービス（看護助手・歯科助手等） 佐賀

医療法人清陵会　南ヶ丘病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

医療法人恵愛会　福間病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人同仁会　乙金病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人牧和会　牧病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人社団輔仁会　田崎病院 精神科病院 精神保健福祉士 沖縄

医療法人若草会　小郡まきはら病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

医療法人社団心翠会　自由が丘ファミリークリニック 精神科病院 精神保健福祉士 東京

仰星学園高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

折尾愛真高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

北九州市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 北九州市

長崎市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 長崎

山鹿市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

宇佐市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

都城市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 宮崎

ライクアカデミー㈱　にじいろ保育園北加瀬 私立保育所 保育士 神奈川

社福）江松会　花園保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）北九州市福祉事業団 私立保育所 保育士 北九州市

社福）喜久茂会　ふたば保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）美澄会　野ばら保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）一光福祉会　水城青稜保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

株式会社ミズ　おへそ保育園 私立保育所 保育士 佐賀

社福）焼野保育園 私立保育所 保育士 山口

高見幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

東海大学付属かもめ幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 熊本

幼保連携認定こども園みんなの森こども園 私立幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園教員 大分

社福）カトリック社会事業協会  児童養護施設聖小崎ホ―ム 児童養護施設 児童指導員 北九州市

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 児童指導員 北九州市

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 保育士 北九州市

社福）山の子会　行橋みらい学園 障がい児施設 支援員 福岡(北九州外)

㈱クラ・ゼミ　こどもサポート教室「きらり」新小幡校 障がい児施設 児童指導員 愛知

社福）北九州市福祉事業団　北九州市立若松ひまわり学園 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）鳳雲会　北九州乳児院 その他の児童施設 保育士 北九州市

山口県立萩総合支援学校 特別支援学校 支援員 山口

社福）あすなろ学園　門司障害者地域活動センター その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 支援員 北九州市

社福）明日へ向かって その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 支援員 福岡(北九州外)

社福）福岡障害者支援センタ― その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 児童指導員 福岡(北九州外)

株式会社まつい　障害者福祉サービスクレド その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 精神保健福祉士 北九州市

一般社団法人あきの会　虹の家 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 介護職員 福岡(北九州外)

社福）みぎわ会　グループホーム泉荘 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 支援員 福岡(北九州外)

社福）共生の里　第1ホーム 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 支援員 福岡(北九州外)

社福）共生の里　そよかぜホーム 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 精神保健福祉士 北九州市

社福）福祉松快園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

北九州市障害者相談支援事業協会　北九州市障害者基幹相談支援センター その他の社会保険・社会福祉・介護事業 相談員 北九州市

玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体　北九州市立ユースステーション 社会教育（青少年教育施設等） 一般事務 北九州市

山九保険サービス株式会社　九州保険センター 保険 一般事務 北九州市

新日鉄住金エンジニアリング㈱  戸畑事業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

新日鐵住金株式会社　八幡製鐵所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

リックス株式会社　北九州営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

株式会社古川商店 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

岩谷産業株式会社　北九州営業部 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社東武住販 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 山口

キングラン九州株式会社　福岡支店 物品賃貸業 営業 福岡(北九州外)

㈱フタタ　スーツセレクトアミュプラザおおいた 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 大分

メルボメンズウェアー㈱　麻布テーラーSQUARE福岡店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州外)



【 福祉学科 2017年度就職先 ：業種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

株式会社エスプール　九州支店 職業紹介・労働者派遣業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 福岡(北九州外)

坂口建設株式会社 その他建設 一般事務 鹿児島

九鉄工業株式会社　福岡本社 その他建設 一般事務 福岡(北九州外)

エイセブプラス株式会社 専門サービス業（その他） 一般事務 愛知

株式会社NOVA　熊本下通り校 その他の教育、学習支援業 総合職 熊本

株式会社グロリアース　北九州支店 その他の事業サービス（ビルメンテナンス・警備業等） 一般事務 北九州市



【 福祉学科 2017年度就職先 ：職種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

医療法人医和基会　戸畑総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州外)

医療法人敬天会　東和病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

地域医療機能推進機構　下関医療センター 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

一般社団法人あきの会　虹の家 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 介護職員 福岡(北九州外)

社福）福祉松快園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

社福）山の子会　行橋みらい学園 障がい児施設 支援員 福岡(北九州外)

山口県立萩総合支援学校 特別支援学校 支援員 山口

社福）あすなろ学園　門司障害者地域活動センター その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 支援員 北九州市

社福）明日へ向かって その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 支援員 福岡(北九州外)

社福）みぎわ会　グループホーム泉荘 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 支援員 福岡(北九州外)

社福）共生の里　第1ホーム 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 支援員 福岡(北九州外)

社福）カトリック社会事業協会  児童養護施設聖小崎ホ―ム 児童養護施設 児童指導員 北九州市

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 児童指導員 北九州市

㈱クラ・ゼミ　こどもサポート教室「きらり」新小幡校 障がい児施設 児童指導員 愛知

社福）福岡障害者支援センタ― その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 児童指導員 福岡(北九州外)

医療法人清陵会　南ヶ丘病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

医療法人恵愛会　福間病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人同仁会　乙金病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人牧和会　牧病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人社団輔仁会　田崎病院 精神科病院 精神保健福祉士 沖縄

医療法人若草会　小郡まきはら病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

医療法人社団心翠会　自由が丘ファミリークリニック 精神科病院 精神保健福祉士 東京

株式会社まつい　障害者福祉サービスクレド その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 精神保健福祉士 北九州市

社福）共生の里　そよかぜホーム 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 精神保健福祉士 北九州市

医療法人ひらまつ病院 一般病院 保健医療サービス（看護助手・歯科助手等） 佐賀

北九州市障害者相談支援事業協会　北九州市障害者基幹相談支援センター その他の社会保険・社会福祉・介護事業 相談員 北九州市

小倉地区医療協会　三萩野病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人社団天翠会　松井病院 一般病院 病院事務 北九州市

社会医療法人大成会　福岡記念病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州外)

医療法人恵光会　原病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州外)

ライクアカデミー㈱　にじいろ保育園北加瀬 私立保育所 保育士 神奈川

社福）江松会　花園保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）北九州市福祉事業団 私立保育所 保育士 北九州市

社福）喜久茂会　ふたば保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）美澄会　野ばら保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）一光福祉会　水城青稜保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

株式会社ミズ　おへそ保育園 私立保育所 保育士 佐賀

社福）焼野保育園 私立保育所 保育士 山口

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 保育士 北九州市

社福）北九州市福祉事業団　北九州市立若松ひまわり学園 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）鳳雲会　北九州乳児院 その他の児童施設 保育士 北九州市

高見幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

東海大学付属かもめ幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 熊本

幼保連携認定こども園みんなの森こども園 私立幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園教員 大分

仰星学園高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

折尾愛真高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

北九州市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 北九州市

長崎市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 長崎

山鹿市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

宇佐市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

都城市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 宮崎

株式会社NOVA　熊本下通り校 その他の教育、学習支援業 総合職 熊本

公益財団法人健和会 一般病院 一般事務 北九州市

玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体　北九州市立ユースステーション 社会教育（青少年教育施設等） 一般事務 北九州市

山九保険サービス株式会社　九州保険センター 保険 一般事務 北九州市

新日鉄住金エンジニアリング㈱  戸畑事業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

新日鐵住金株式会社　八幡製鐵所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

リックス株式会社　北九州営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

株式会社古川商店 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

岩谷産業株式会社　北九州営業部 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社東武住販 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 山口

坂口建設株式会社 その他建設 一般事務 鹿児島

九鉄工業株式会社　福岡本社 その他建設 一般事務 福岡(北九州外)



【 福祉学科 2017年度就職先 ：職種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

エイセブプラス株式会社 専門サービス業（その他） 一般事務 愛知

株式会社グロリアース　北九州支店 その他の事業サービス（ビルメンテナンス・警備業等） 一般事務 北九州市

キングラン九州株式会社　福岡支店 物品賃貸業 営業 福岡(北九州外)

㈱フタタ　スーツセレクトアミュプラザおおいた 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 大分

メルボメンズウェアー㈱　麻布テーラーSQUARE福岡店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州外)

株式会社エスプール　九州支店 職業紹介・労働者派遣業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 福岡(北九州外)



【 福祉学科 2017年度就職先 ：就業地別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

医療法人医和基会　戸畑総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人敬天会　東和病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社福）あすなろ学園　門司障害者地域活動センター その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 支援員 北九州市

社福）カトリック社会事業協会  児童養護施設聖小崎ホ―ム 児童養護施設 児童指導員 北九州市

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 児童指導員 北九州市

医療法人清陵会　南ヶ丘病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

株式会社まつい　障害者福祉サービスクレド その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 精神保健福祉士 北九州市

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 精神保健福祉士 北九州市

北九州市障害者相談支援事業協会　北九州市障害者基幹相談支援センター その他の社会保険・社会福祉・介護事業 相談員 北九州市

小倉地区医療協会　三萩野病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人社団天翠会　松井病院 一般病院 病院事務 北九州市

社福）江松会　花園保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）北九州市福祉事業団 私立保育所 保育士 北九州市

社福）喜久茂会　ふたば保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 保育士 北九州市

社福）北九州市福祉事業団　北九州市立若松ひまわり学園 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）鳳雲会　北九州乳児院 その他の児童施設 保育士 北九州市

高見幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

仰星学園高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

折尾愛真高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

北九州市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 北九州市

公益財団法人健和会 一般病院 一般事務 北九州市

玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体　北九州市立ユースステーション 社会教育（青少年教育施設等） 一般事務 北九州市

山九保険サービス株式会社　九州保険センター 保険 一般事務 北九州市

新日鉄住金エンジニアリング㈱  戸畑事業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

新日鐵住金株式会社　八幡製鐵所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

リックス株式会社　北九州営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

株式会社古川商店 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

岩谷産業株式会社　北九州営業部 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社グロリアース　北九州支店 その他の事業サービス（ビルメンテナンス・警備業等） 一般事務 北九州市

社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州外)

一般社団法人あきの会　虹の家 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 介護職員 福岡(北九州外)

社福）福祉松快園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

社福）山の子会　行橋みらい学園 障がい児施設 支援員 福岡(北九州外)

社福）明日へ向かって その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 支援員 福岡(北九州外)

社福）みぎわ会　グループホーム泉荘 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 支援員 福岡(北九州外)

社福）共生の里　第1ホーム 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 支援員 福岡(北九州外)

社福）福岡障害者支援センタ― その他の障害者福祉事業（旧障がい者通所施設等） 児童指導員 福岡(北九州外)

医療法人恵愛会　福間病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人同仁会　乙金病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人牧和会　牧病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

社福）共生の里　そよかぜホーム 居住支援事業（旧障がい者入所施設） 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

社会医療法人大成会　福岡記念病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州外)

医療法人恵光会　原病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州外)

社福）美澄会　野ばら保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）一光福祉会　水城青稜保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

九鉄工業株式会社　福岡本社 その他建設 一般事務 福岡(北九州外)

キングラン九州株式会社　福岡支店 物品賃貸業 営業 福岡(北九州外)

メルボメンズウェアー㈱　麻布テーラーSQUARE福岡店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州外)

株式会社エスプール　九州支店 職業紹介・労働者派遣業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 福岡(北九州外)

医療法人社団心翠会　自由が丘ファミリークリニック 精神科病院 精神保健福祉士 東京

ライクアカデミー㈱　にじいろ保育園北加瀬 私立保育所 保育士 神奈川

㈱クラ・ゼミ　こどもサポート教室「きらり」新小幡校 障がい児施設 児童指導員 愛知

エイセブプラス株式会社 専門サービス業（その他） 一般事務 愛知

地域医療機能推進機構　下関医療センター 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

山口県立萩総合支援学校 特別支援学校 支援員 山口

医療法人若草会　小郡まきはら病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

社福）焼野保育園 私立保育所 保育士 山口

株式会社東武住販 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 山口

幼保連携認定こども園みんなの森こども園 私立幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園教員 大分

宇佐市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

㈱フタタ　スーツセレクトアミュプラザおおいた 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 大分

医療法人ひらまつ病院 一般病院 保健医療サービス（看護助手・歯科助手等） 佐賀

株式会社ミズ　おへそ保育園 私立保育所 保育士 佐賀

長崎市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 長崎



【 福祉学科 2017年度就職先 ：就業地別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

東海大学付属かもめ幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 熊本

山鹿市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

株式会社NOVA　熊本下通り校 その他の教育、学習支援業 総合職 熊本

都城市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 宮崎

坂口建設株式会社 その他建設 一般事務 鹿児島

医療法人社団輔仁会　田崎病院 精神科病院 精神保健福祉士 沖縄


