
【 福祉学科 2020年度就職先 ：業種別一覧表】
企業名称 業　種 職　種 就業地

社会医療法人製鉄記念八幡病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人 剛友会 諸隈病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 佐賀

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
保健医療サービス

（看護助手・歯科助手等）
山口

医療法人清潮会　三和中央病院 精神科病院 精神保健福祉士 長崎

医療法人山陽会　長門一ノ宮病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

医療法人なかお歯科　戸畑駅前セントラル歯科 医院(歯科)
保健医療サービス

（看護助手・歯科助手等）
北九州市

海上自衛隊 国家公務 保安職業従事者 東京

熊本県 地方公務 一般事務 熊本

福岡市 地方公務 その他の福祉専門職 福岡(以外)

学校法人不知火学園　誠修高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(以外)

学校法人KTC学園　KTCおおぞら高等学院　小倉キャンパス 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

学校法人清教学園中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 大阪

菊池市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 熊本

中津市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 大分

糸島市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(以外)

別府市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

阿久根市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 鹿児島

北九州市（市立特別支援学校） 特別支援学校 その他の教員（特別支援学校） 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

株式会社ネス・コーポレーション　ベリーベア―大森西 私立保育所 保育士 東京

社会福祉法人北九州市小倉社会事業協会　北方なかよし保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人洗心会　岩崎保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人敬愛会 キッズハウスけやき 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人JOY明日への息吹　joyひこばえ 私立保育所 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人福聚会　太郎保育園 私立保育所 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人二葉会　砂山こども園 私立保育所 幼保連携型認定こども園教員 福岡(以外)

社会福祉法人和泉会　認定こども園ときいろ 私立保育所型認定こども園 保育士 福岡(以外)

学校法人浅野学園　尾倉幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

社会福祉法人カリタスの園　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

社会福祉法人長門市社会福祉協議会　俵山湯の家 児童養護施設 児童指導員 山口

株式会社ｉＱ　千歳学園プリモ　徳力校 障がい児施設 児童指導員 北九州市

株式会社絆ホールディングス　きずな学園ＬＥＧＯＮ Ｋｉｄｓ谷町 障がい児施設 児童指導員 大阪

有限会社高城介護サービス こどもデイサービス青い鳥 障がい児施設 児童指導員 大分

ＳＯＡＬＡ合同会社　児童発達支援・放課後デイサービス ｓｏａｌａ小郡南校 障がい児施設 支援員 福岡(以外)

NPO法人子どもの発達・学習を支援するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究所　ばんびーにやはたひがし 障がい児施設 児童指導員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会　児童発達支援センター　北九州市立北方ひまわり学園 障がい児施設 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 障がい児施設 保育士 北九州市

社会福祉法人佐賀整肢学園　佐賀整肢学園からつ医療福祉センター　好学舎 障がい児施設 児童指導員 佐賀

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

社会福祉法人小倉ろうあ福祉協会　小倉みどり園 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会　多機能型事業所北九州第四あゆみ通所施設 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人　北九州市手をつなぐ育成会　インクルきく その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人野の花学園　五灯館大学校基礎課程本校 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人福岡障害者支援センター その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州 その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅下関 吉母ホーム その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 山口

社会福祉法人共生の里　心の駅下関 第1・第2三河ホーム その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 山口

社会福祉法人宰府福祉会　障害者支援施設宰府園 居住支援事業 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州第2 第3 第5ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州第2 第3 第5ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州　山王ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州　香月ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

医療法人北愛会　介護老人保健施設桜丘 介護老人保健施設 介護職員 北九州市

医療法人藤寿会　デイケアセンター藤寿苑稗田 介護老人保健施設 介護職員 山口

社会福祉法人鈴の音会　高齢者福祉施設植木ひかり苑 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(以外)

医療法人かん養生クリニック　グループホームこもれび 認知症老人グループホーム 介護職員 北九州市

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 北九州市

株式会社西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

ユタカ電業株式会社 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 山口

株式会社ヨロズ　大分 輸送用機械器具製造業 一般事務 大分

ソフトバンク株式会社　　北九州市内店舗 機械器具小売（携帯電話） 販売 北九州市

ネッツトヨタ北九州株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 北九州市

株式会社フィード 不動産取引・賃貸・管理業 営業 東京

株式会社グッド・クルー　福岡支社　北九州市内店舗 職業紹介・労働者派遣業 総合職 北九州市

日本中央競馬会　小倉競馬場 娯楽業 一般事務 北九州市



【 福祉学科 2020年度就職先 ：職種別一覧表】
企業名称 業　種 職　種 就業地

福岡市 地方公務 その他の福祉専門職 福岡(以外)

社会医療法人製鉄記念八幡病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人 剛友会 諸隈病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 佐賀

社会福祉法人小倉ろうあ福祉協会　小倉みどり園 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会　多機能型事業所北九州第四あゆみ通所施設 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人　北九州市手をつなぐ育成会　インクルきく その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人野の花学園　五灯館大学校基礎課程本校 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人福岡障害者支援センター その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(以外)

ＳＯＡＬＡ合同会社　児童発達支援・放課後デイサービス ｓｏａｌａ小郡南校 障がい児施設 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人北九州あゆみの会　児童発達支援センター　北九州市立北方ひまわり学園 障がい児施設 支援員 北九州市

社会福祉法人宰府福祉会　障害者支援施設宰府園 居住支援事業 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州第2 第3 第5ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人カリタスの園　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

社会福祉法人長門市社会福祉協議会　俵山湯の家 児童養護施設 児童指導員 山口

株式会社ｉＱ　千歳学園プリモ　徳力校 障がい児施設 児童指導員 北九州市

株式会社絆ホールディングス　きずな学園ＬＥＧＯＮ Ｋｉｄｓ谷町 障がい児施設 児童指導員 大阪

有限会社高城介護サービス こどもデイサービス青い鳥 障がい児施設 児童指導員 大分

NPO法人子どもの発達・学習を支援するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究所　ばんびーにやはたひがし 障がい児施設 児童指導員 北九州市

社会福祉法人佐賀整肢学園　佐賀整肢学園からつ医療福祉センター　好学舎 障がい児施設 児童指導員 佐賀

医療法人清潮会　三和中央病院 精神科病院 精神保健福祉士 長崎

医療法人山陽会　長門一ノ宮病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州 その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅下関 吉母ホーム その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 山口

社会福祉法人共生の里　心の駅下関 第1・第2三河ホーム その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 山口

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州第2 第3 第5ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州　山王ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州　香月ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 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

株式会社ネス・コーポレーション　ベリーベア―大森西 私立保育所 保育士 東京

社会福祉法人北九州市小倉社会事業協会　北方なかよし保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人洗心会　岩崎保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人敬愛会 キッズハウスけやき 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人JOY明日への息吹　joyひこばえ 私立保育所 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人福聚会　太郎保育園 私立保育所 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人和泉会　認定こども園ときいろ 私立保育所型認定こども園 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 障がい児施設 保育士 北九州市

社会福祉法人二葉会　砂山こども園 私立保育所 幼保連携型認定こども園教員 福岡(以外)

学校法人浅野学園　尾倉幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

学校法人不知火学園　誠修高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(以外)

学校法人KTC学園　KTCおおぞら高等学院　小倉キャンパス 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

学校法人清教学園中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 大阪

菊池市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 熊本

中津市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 大分

糸島市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(以外)

別府市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

阿久根市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 鹿児島

北九州市（市立特別支援学校） 特別支援学校 その他の教員（特別支援学校） 北九州市

医療法人北愛会　介護老人保健施設桜丘 介護老人保健施設 介護職員 北九州市

医療法人藤寿会　デイケアセンター藤寿苑稗田 介護老人保健施設 介護職員 山口

社会福祉法人鈴の音会　高齢者福祉施設植木ひかり苑 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(以外)

医療法人かん養生クリニック　グループホームこもれび 認知症老人グループホーム 介護職員 北九州市

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
保健医療サービス

（看護助手・歯科助手等）
山口

医療法人なかお歯科　戸畑駅前セントラル歯科 医院(歯科)
保健医療サービス

（看護助手・歯科助手等）
北九州市

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 北九州市

株式会社グッド・クルー　福岡支社　北九州市内店舗 職業紹介・労働者派遣業 総合職 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

熊本県 地方公務 一般事務 熊本

株式会社西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

ユタカ電業株式会社 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 山口

株式会社ヨロズ　大分 輸送用機械器具製造業 一般事務 大分

日本中央競馬会　小倉競馬場 娯楽業 一般事務 北九州市

ネッツトヨタ北九州株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 北九州市

株式会社フィード 不動産取引・賃貸・管理業 営業 東京

ソフトバンク株式会社　　北九州市内店舗 機械器具小売（携帯電話） 販売 北九州市

海上自衛隊 国家公務 保安職業従事者 東京



【 福祉学科 2020年度就職先 ：就業地別一覧表】
企業名称 業　種 職　種 就業地

社会医療法人製鉄記念八幡病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会福祉法人小倉ろうあ福祉協会　小倉みどり園 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会　多機能型事業所北九州第四あゆみ通所施設 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人　北九州市手をつなぐ育成会　インクルきく その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会　児童発達支援センター　北九州市立北方ひまわり学園 障がい児施設 支援員 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州第2 第3 第5ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人カリタスの園　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

株式会社ｉＱ　千歳学園プリモ　徳力校 障がい児施設 児童指導員 北九州市

NPO法人子どもの発達・学習を支援するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究所　ばんびーにやはたひがし 障がい児施設 児童指導員 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州 その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州第2 第3 第5ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州　山王ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社会福祉法人共生の里　心の駅北九州　香月ホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 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

社会福祉法人北九州市小倉社会事業協会　北方なかよし保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人洗心会　岩崎保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人敬愛会 キッズハウスけやき 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 障がい児施設 保育士 北九州市

学校法人浅野学園　尾倉幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

学校法人KTC学園　KTCおおぞら高等学院　小倉キャンパス 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

北九州市（市立特別支援学校） 特別支援学校 その他の教員（特別支援学校） 北九州市

医療法人北愛会　介護老人保健施設桜丘 介護老人保健施設 介護職員 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 認知症老人グループホーム 介護職員 北九州市

医療法人なかお歯科　戸畑駅前セントラル歯科 医院(歯科)
保健医療サービス

（看護助手・歯科助手等）
北九州市

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 北九州市

株式会社グッド・クルー　福岡支社　北九州市内店舗 職業紹介・労働者派遣業 総合職 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

株式会社西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

日本中央競馬会　小倉競馬場 娯楽業 一般事務 北九州市

ネッツトヨタ北九州株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 北九州市

ソフトバンク株式会社　　北九州市内店舗 機械器具小売（携帯電話） 販売 北九州市

福岡市 地方公務 その他の福祉専門職 福岡(以外)

社会福祉法人野の花学園　五灯館大学校基礎課程本校 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人福岡障害者支援センター その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(以外)

ＳＯＡＬＡ合同会社　児童発達支援・放課後デイサービス ｓｏａｌａ小郡南校 障がい児施設 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人宰府福祉会　障害者支援施設宰府園 居住支援事業 支援員 福岡(以外)

社会福祉法人JOY明日への息吹　joyひこばえ 私立保育所 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人福聚会　太郎保育園 私立保育所 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人和泉会　認定こども園ときいろ 私立保育所型認定こども園 保育士 福岡(以外)

社会福祉法人二葉会　砂山こども園 私立保育所 幼保連携型認定こども園教員 福岡(以外)

学校法人不知火学園　誠修高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(以外)

糸島市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(以外)

社会福祉法人鈴の音会　高齢者福祉施設植木ひかり苑 特別養護老人ホーム 介護職員 福岡(以外)

株式会社ネス・コーポレーション　ベリーベア―大森西 私立保育所 保育士 東京

株式会社フィード 不動産取引・賃貸・管理業 営業 東京

海上自衛隊 国家公務 保安職業従事者 東京

株式会社絆ホールディングス　きずな学園ＬＥＧＯＮ Ｋｉｄｓ谷町 障がい児施設 児童指導員 大阪

学校法人清教学園中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 大阪

社会福祉法人長門市社会福祉協議会　俵山湯の家 児童養護施設 児童指導員 山口

医療法人山陽会　長門一ノ宮病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

社会福祉法人共生の里　心の駅下関 吉母ホーム その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 山口

社会福祉法人共生の里　心の駅下関 第1・第2三河ホーム その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 山口

医療法人藤寿会　デイケアセンター藤寿苑稗田 介護老人保健施設 介護職員 山口

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
保健医療サービス

（看護助手・歯科助手等）
山口

ユタカ電業株式会社 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 山口

有限会社高城介護サービス こどもデイサービス青い鳥 障がい児施設 児童指導員 大分

中津市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 大分

別府市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

株式会社ヨロズ　大分 輸送用機械器具製造業 一般事務 大分

医療法人 剛友会 諸隈病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 佐賀

社会福祉法人佐賀整肢学園　佐賀整肢学園からつ医療福祉センター　好学舎 障がい児施設 児童指導員 佐賀

医療法人清潮会　三和中央病院 精神科病院 精神保健福祉士 長崎

菊池市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 熊本

熊本県 地方公務 一般事務 熊本

阿久根市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 鹿児島


