
【 福祉学科 2018年度就職先 ：業種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

株式会社麻生　飯塚病院 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

医療法人ふらて会　西野病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人帰厳会　みえ病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 大分

一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

医療法人愛整会　北斗病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 愛知

労働者健康安全機構　九州労災病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社福）農協共済　別府リハビリテーションセンター 一般病院 医療ソーシャルワーカー 大分

社福）恩賜財団済生会 熊本病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 熊本

社福）北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 一般病院 児童指導員 北九州市

特定医療法人社団天臣会　松尾病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

医療法人成晴会　堤病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人社団温故会　直方中村病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人上野病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人社団翠会　八幡厚生病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

公益財団法人慈愛会　谷山病院 精神科病院 精神保健福祉士 鹿児島

医療法人公盡会　出水病院 精神科病院 精神保健福祉士 鹿児島

医療法人社団葵会　稗田病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

医療法人財団緑雲会　多摩病院 精神科病院 精神保健福祉士 東京

学校法人　明治学園中学高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

学校法人宇部学園　慶進高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 山口

北九州市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 北九州市

久留米市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州外)

水上村（村立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

岩国市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 山口

北九州市（市立保育所） 公立保育所 保育士 北九州市

水巻町（町立保育所） 公立保育所 保育士 福岡(北九州外)

株式会社ニチイ学館　天神保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

株式会社さくらさくみらい 私立保育所 保育士 東京

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）ャイルドハウス会　くるみ保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）紅葉会　ちどり保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）清風会　香住ヶ丘保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）聖会　第２アイランドシティコスモス保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社会福祉法人福祉楽団 私立保育所 保育士 千葉

学校法人清麿学園　認定こども園清和幼稚園 私立幼稚園型認定こども園 幼稚園教諭 北九州市

社会福祉法人福岡育児院 児童養護施設 児童指導員 福岡(北九州外)

社福）別府光の園　児童養護施設光の園 児童養護施設 児童指導員 大分

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

株式会社シリウス　たいむクラブ 障がい児施設 児童指導員 北九州市

社福）JOY明日への息吹  こども発達支援施設ｊoyひこばえ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州外)

社福）ねむの木福祉会（障がい児部門） 障がい児施設 児童指導員 島根



【 福祉学科 2018年度就職先 ：業種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

社福）北九州市福祉事業団　北九州市立到津ひまわり学園 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）北九州障害者福祉事業協会 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社福）北九州市発達障害者支援センターつばさ その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

一般社団法人えのき舎 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会 その他の障害者福祉事業 一般事務 北九州市

北九州YMCA　富野バプテスト教会内のびのびクラブ富野 その他の児童施設 その他の福祉専門職 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

社福）共生の里　心の駅北九州　香月ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業 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水巻松快園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

社福）東筑紫会　特別養護老人ホーム智美園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

社福）福音会 高齢者複合施設ふれあいの里とばた 特別養護老人ホーム 相談員 北九州市

社福）福祉松快園　介護老人保健施設友和松快園 介護老人保健施設 相談員 福岡(北九州外)

医療法人かん養生クリニック　グループホームこもれび その他の老人福祉・介護事業 介護職員 北九州市

一般社団法人福岡市医師会　福岡市地域包括支援センター その他の老人福祉・介護事業 相談員 福岡(北九州外)

社福）北九州市手をつなぐ育成会　障害者サポートセンター西部 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 相談員 北九州市

一般社団法人北九州成年後見センター その他の社会保険・社会福祉・介護事業 一般事務 北九州市

株式会社メディカル・プラネット　西日本支店 職業紹介・労働者派遣業 病院事務 北九州市

株式会社十八銀行 銀行 総合職 長崎

株式会社ロジコム  北九州営業所 車両による運送業 一般事務 福岡(北九州外)

株式会社深江工作所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

日本製鉄株式会社　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

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

株式会社井筒屋 百貨店・スーパー 一般事務 北九州市



【 福祉学科 2018年度就職先 ：職種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

北九州YMCA　富野バプテスト教会内のびのびクラブ富野 その他の児童施設 その他の福祉専門職 北九州市

株式会社麻生　飯塚病院 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

医療法人ふらて会　西野病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人帰厳会　みえ病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 大分

一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

医療法人愛整会　北斗病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 愛知

労働者健康安全機構　九州労災病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社福）農協共済　別府リハビリテーションセンター 一般病院 医療ソーシャルワーカー 大分

社福）恩賜財団済生会 熊本病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 熊本

社福）福祉松快園　特別養護老人ホーム水巻松快園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

社福）東筑紫会　特別養護老人ホーム智美園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

医療法人かん養生クリニック　グループホームこもれび その他の老人福祉・介護事業 介護職員 北九州市

社福）共生の里　心の駅北九州　香月ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社福）北九州障害者福祉事業協会 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社福）北九州市発達障害者支援センターつばさ その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

一般社団法人えのき舎 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

株式会社シリウス　たいむクラブ 障がい児施設 児童指導員 北九州市

社福）JOY明日への息吹  こども発達支援施設ｊoyひこばえ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州外)

社福）ねむの木福祉会（障がい児部門） 障がい児施設 児童指導員 島根

社会福祉法人福岡育児院 児童養護施設 児童指導員 福岡(北九州外)

社福）別府光の園　児童養護施設光の園 児童養護施設 児童指導員 大分

社福）北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 一般病院 児童指導員 北九州市

特定医療法人社団天臣会　松尾病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

医療法人成晴会　堤病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人社団温故会　直方中村病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人上野病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人社団翠会　八幡厚生病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

公益財団法人慈愛会　谷山病院 精神科病院 精神保健福祉士 鹿児島

医療法人公盡会　出水病院 精神科病院 精神保健福祉士 鹿児島

医療法人社団葵会　稗田病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

医療法人財団緑雲会　多摩病院 精神科病院 精神保健福祉士 東京

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社福）福音会 高齢者複合施設ふれあいの里とばた 特別養護老人ホーム 相談員 北九州市

社福）福祉松快園　介護老人保健施設友和松快園 介護老人保健施設 相談員 福岡(北九州外)

一般社団法人福岡市医師会　福岡市地域包括支援センター その他の老人福祉・介護事業 相談員 福岡(北九州外)

社福）北九州市手をつなぐ育成会　障害者サポートセンター西部 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 相談員 北九州市

株式会社メディカル・プラネット　西日本支店 職業紹介・労働者派遣業 病院事務 北九州市

社福）北九州市福祉事業団　北九州市立到津ひまわり学園 障がい児施設 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

株式会社ニチイ学館　天神保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

株式会社さくらさくみらい 私立保育所 保育士 東京



【 福祉学科 2018年度就職先 ：職種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

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）ャイルドハウス会　くるみ保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）紅葉会　ちどり保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）清風会　香住ヶ丘保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）聖会　第２アイランドシティコスモス保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社会福祉法人福祉楽団 私立保育所 保育士 千葉

北九州市（市立保育所） 公立保育所 保育士 北九州市

水巻町（町立保育所） 公立保育所 保育士 福岡(北九州外)

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

学校法人清麿学園　認定こども園清和幼稚園 私立幼稚園型認定こども園 幼稚園教諭 北九州市

学校法人　明治学園中学高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

学校法人宇部学園　慶進高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 山口

北九州市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 北九州市

久留米市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州外)

水上村（村立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

岩国市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 山口

株式会社十八銀行 銀行 総合職 長崎

公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会 その他の障害者福祉事業 一般事務 北九州市

一般社団法人北九州成年後見センター その他の社会保険・社会福祉・介護事業 一般事務 北九州市

株式会社井筒屋 百貨店・スーパー 一般事務 北九州市

株式会社深江工作所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

日本製鉄株式会社　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

株式会社ロジコム  北九州営業所 車両による運送業 一般事務 福岡(北九州外)

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



【 福祉学科 2018年度就職先 ：就業地別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

北九州YMCA　富野バプテスト教会内のびのびクラブ富野 その他の児童施設 その他の福祉専門職 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

医療法人ふらて会　西野病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

労働者健康安全機構　九州労災病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人かん養生クリニック　グループホームこもれび その他の老人福祉・介護事業 介護職員 北九州市

社福）共生の里　心の駅北九州　香月ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社福）北九州障害者福祉事業協会 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社福）北九州市発達障害者支援センターつばさ その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

株式会社シリウス　たいむクラブ 障がい児施設 児童指導員 北九州市

社福）北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 一般病院 児童指導員 北九州市

特定医療法人社団天臣会　松尾病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

医療法人社団翠会　八幡厚生病院 精神科病院 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 精神保健福祉士 北九州市

社福）福音会 高齢者複合施設ふれあいの里とばた 特別養護老人ホーム 相談員 北九州市

社福）北九州市手をつなぐ育成会　障害者サポートセンター西部 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 相談員 北九州市

株式会社メディカル・プラネット　西日本支店 職業紹介・労働者派遣業 病院事務 北九州市

社福）北九州市福祉事業団　北九州市立到津ひまわり学園 障がい児施設 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 私立保育所 保育士 北九州市

北九州市（市立保育所） 公立保育所 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

学校法人清麿学園　認定こども園清和幼稚園 私立幼稚園型認定こども園 幼稚園教諭 北九州市

学校法人　明治学園中学高等学校 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

公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会 その他の障害者福祉事業 一般事務 北九州市

一般社団法人北九州成年後見センター その他の社会保険・社会福祉・介護事業 一般事務 北九州市

株式会社井筒屋 百貨店・スーパー 一般事務 北九州市

株式会社深江工作所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

日本製鉄株式会社　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

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

社福）福祉松快園　特別養護老人ホーム水巻松快園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

社福）東筑紫会　特別養護老人ホーム智美園 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(北九州外)

一般社団法人えのき舎 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

社福）JOY明日への息吹  こども発達支援施設ｊoyひこばえ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州外)

社会福祉法人福岡育児院 児童養護施設 児童指導員 福岡(北九州外)

社福）福祉松快園　介護老人保健施設友和松快園 介護老人保健施設 相談員 福岡(北九州外)

一般社団法人福岡市医師会　福岡市地域包括支援センター その他の老人福祉・介護事業 相談員 福岡(北九州外)

社福）ャイルドハウス会　くるみ保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）紅葉会　ちどり保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）清風会　香住ヶ丘保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

社福）聖会　第２アイランドシティコスモス保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

水巻町（町立保育所） 公立保育所 保育士 福岡(北九州外)



【 福祉学科 2018年度就職先 ：就業地別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

久留米市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州外)

株式会社麻生　飯塚病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州外)

医療法人成晴会　堤病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人社団温故会　直方中村病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

医療法人上野病院 精神科病院 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

株式会社ニチイ学館　天神保育園 私立保育所 保育士 福岡(北九州外)

株式会社ロジコム  北九州営業所 車両による運送業 一般事務 福岡(北九州外)

医療法人財団緑雲会　多摩病院 精神科病院 精神保健福祉士 東京

株式会社さくらさくみらい 私立保育所 保育士 東京

社会福祉法人福祉楽団 私立保育所 保育士 千葉

医療法人愛整会　北斗病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 愛知

社福）ねむの木福祉会（障がい児部門） 障がい児施設 児童指導員 島根

一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

医療法人社団葵会　稗田病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

学校法人宇部学園　慶進高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 山口

岩国市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 山口

医療法人帰厳会　みえ病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 大分

社福）農協共済　別府リハビリテーションセンター 一般病院 医療ソーシャルワーカー 大分

社福）別府光の園　児童養護施設光の園 児童養護施設 児童指導員 大分

株式会社十八銀行 銀行 総合職 長崎

社福）恩賜財団済生会 熊本病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 熊本

水上村（村立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

公益財団法人慈愛会　谷山病院 精神科病院 精神保健福祉士 鹿児島

医療法人公盡会　出水病院 精神科病院 精神保健福祉士 鹿児島


