
【 福祉学科 2021年度就職先 ：業種別一覧表】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人社団誠心会 萩原中央病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 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(北九州市以外)

福岡ハートネット病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州市以外)

一般社団法人岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

社会医療法人善仁会 宮崎善仁会病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 宮崎

医療法人社団桐和会 川口さくら病院 一般病院 精神保健福祉士 埼玉

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

医療法人財団小倉蒲生病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

医療法人青葉会 松江青葉病院 精神科病院 精神保健福祉士 島根

医療法人水の木会 下関病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

上尾市 地方公務 一般事務 埼玉

八代市 地方公務 一般事務 熊本

福岡県（県立高等学校／福岡その他） 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人西南女学院 西南女学院中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

学校法人福岡文化学園 博多女子高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人川島学園 福岡舞鶴高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人西大和学園 西大和学園中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 奈良

⾧崎県（県立中学校） 中学校 養護教員（中学校） ⾧崎

小林市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 宮崎

南九州市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 鹿児島

糸島市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

福津市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

筑後市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

下松市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 山口

竹田市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

北九州市（市立小学校） 小学校 その他の教員（小学校） 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

社会福祉法人栄法会 れんげの花保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人熊本YMCA福祉会 熊本ＹＭＣＡ黒川保育園 私立保育所 保育士 熊本

社会福祉法人若松児童ホ―ム 児童養護施設 児童指導員 北九州市

社会福祉法人栄光園 児童養護施設 児童指導員 大分

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 児童指導員 北九州市

社会福祉法人北九州市福祉事業団 北九州市立若松ひまわり学園 障がい児施設 児童指導員 北九州市

株式会社クラ・ゼミ こどもサポート教室「きらり」小倉北校 障がい児施設 児童指導員 北九州市

NPO法人子どもの発達支援を考える会一歩 児童発達支援センター いっぽ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州市以外)

合同会社桜梅桃李 こども成⾧支援センターわだつみ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州市以外)

株式会社 ウェルモ UNICO古賀教室 障がい児施設 支援員 福岡(北九州市以外)

特定非営利活動法人まど 障がい児施設 支援員 大分

社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 八幡西障害者地域活動センター その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人共生の里 夢活動センター城野 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

一般社団法人メンタルさぽーと協会 通所生活訓練施設ルーチャ その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 東京

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 第1ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会 小倉南障害者地域活動センター 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人のぞみの里 障がい者支援施設志摩学園 居住支援事業 支援員 福岡(北九州市以外)

株式会社ゆいまーる 早稲田イーライフ高須 通所・短期入所介護（デイサービスセンター等） 相談員 北九州市

社会福祉法人福音会 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 介護職員 北九州市

株式会社ケア21 たのしい家安佐南 認知症老人グループホーム 介護職員 広島

株式会社 ＩＷＡＳＡＫＩ 業務本部 高齢者複合施設 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

清和中央ホールディングス株式会社 九州支社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

グリーングループ株式会社 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 一般事務 大分

株式会社ダイセキ 九州事業所 廃棄物処理業 一般事務 北九州市

株式会社丸屋 北九州支店 物品賃貸業 営業 北九州市

中央橘設計株式会社 技術サービス業 生産工程従事者 北九州市



【 福祉学科 2021年度就職先 ：職種別一覧表】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

医療法人社団桐和会 川口さくら病院 一般病院 精神保健福祉士 埼玉

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

医療法人財団小倉蒲生病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

医療法人水の木会 下関病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

医療法人青葉会 松江青葉病院 精神科病院 精神保健福祉士 島根

一般社団法人メンタルさぽーと協会 通所生活訓練施設ルーチャ その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 東京

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

医療法人社団誠心会 萩原中央病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

福岡ハートネット病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州市以外)

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(北九州市以外)

一般社団法人岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

社会医療法人善仁会 宮崎善仁会病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 宮崎

株式会社 ウェルモ UNICO古賀教室 障がい児施設 支援員 福岡(北九州市以外)

特定非営利活動法人まど 障がい児施設 支援員 大分

社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 八幡西障害者地域活動センター その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人共生の里 夢活動センター城野 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人共生の里 心の駅北九州 第1ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会 小倉南障害者地域活動センター 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人のぞみの里 障がい者支援施設志摩学園 居住支援事業 支援員 福岡(北九州市以外)

社会福祉法人若松児童ホ―ム 児童養護施設 児童指導員 北九州市

社会福祉法人栄光園 児童養護施設 児童指導員 大分

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 児童指導員 北九州市

社会福祉法人北九州市福祉事業団 北九州市立若松ひまわり学園 障がい児施設 児童指導員 北九州市

株式会社クラ・ゼミ こどもサポート教室「きらり」小倉北校 障がい児施設 児童指導員 北九州市

合同会社桜梅桃李 こども成⾧支援センターわだつみ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州市以外)

NPO法人子どもの発達支援を考える会一歩 児童発達支援センター いっぽ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州市以外)

北九州市（市立保育所） 公立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人栄法会 れんげの花保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人熊本YMCA福祉会 熊本ＹＭＣＡ黒川保育園 私立保育所 保育士 熊本

学校法人西南女学院 西南女学院中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 北九州市

福岡県（県立高等学校／福岡その他） 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人福岡文化学園 博多女子高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人川島学園 福岡舞鶴高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人西大和学園 西大和学園中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 奈良

⾧崎県（県立中学校） 中学校 養護教員（中学校） ⾧崎

小林市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 宮崎

南九州市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 鹿児島

糸島市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

福津市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

筑後市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

下松市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 山口

竹田市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

北九州市（市立小学校） 小学校 その他の教員（小学校） 北九州市

株式会社ゆいまーる 早稲田イーライフ高須 通所・短期入所介護（デイサービスセンター等） 相談員 北九州市

社会福祉法人福音会 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 介護職員 北九州市

株式会社ケア21 たのしい家安佐南 認知症老人グループホーム 介護職員 広島

上尾市 地方公務 一般事務 埼玉

八代市 地方公務 一般事務 熊本

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 ＩＷＡＳＡＫＩ 業務本部 高齢者複合施設 一般事務 北九州市

清和中央ホールディングス株式会社 九州支社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社ダイセキ 九州事業所 廃棄物処理業 一般事務 北九州市

グリーングループ株式会社 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 一般事務 大分

株式会社丸屋 北九州支店 物品賃貸業 営業 北九州市

中央橘設計株式会社 技術サービス業 生産工程従事者 北九州市



【 福祉学科 2021年度就職先 ：就業地別一覧表】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

医療法人社団誠心会 萩原中央病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 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

医療法人財団小倉蒲生病院 精神科病院 精神保健福祉士 北九州市

学校法人西南女学院 西南女学院中学校・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 その他の教員（小学校） 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

社会福祉法人栄法会 れんげの花保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社会福祉法人若松児童ホ―ム 児童養護施設 児童指導員 北九州市

株式会社クラ・ゼミ こどもサポート教室「きらり」小倉北校 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 児童指導員 北九州市

社会福祉法人北九州市福祉事業団 北九州市立若松ひまわり学園 障がい児施設 児童指導員 北九州市

社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 八幡西障害者地域活動センター その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社会福祉法人共生の里 夢活動センター城野 その他の障害者福祉事業 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 第1ホーム 居住支援事業 支援員 北九州市

社会福祉法人北九州あゆみの会 小倉南障害者地域活動センター 居住支援事業 支援員 北九州市

株式会社ゆいまーる 早稲田イーライフ高須 通所・短期入所介護（デイサービスセンター等） 相談員 北九州市

社会福祉法人福音会 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 介護職員 北九州市

株式会社 ＩＷＡＳＡＫＩ 業務本部 高齢者複合施設 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

清和中央ホールディングス株式会社 九州支社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社ダイセキ 九州事業所 廃棄物処理業 一般事務 北九州市

株式会社丸屋 北九州支店 物品賃貸業 営業 北九州市

中央橘設計株式会社 技術サービス業 生産工程従事者 北九州市

福岡ハートネット病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州市以外)

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(北九州市以外)

福岡県（県立高等学校／福岡その他） 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人福岡文化学園 博多女子高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

学校法人川島学園 福岡舞鶴高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州市以外)

糸島市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

福津市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

筑後市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 福岡(北九州市以外)

NPO法人子どもの発達支援を考える会一歩 児童発達支援センター いっぽ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州市以外)

合同会社桜梅桃李 こども成⾧支援センターわだつみ 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州市以外)

株式会社 ウェルモ UNICO古賀教室 障がい児施設 支援員 福岡(北九州市以外)

社会福祉法人のぞみの里 障がい者支援施設志摩学園 居住支援事業 支援員 福岡(北九州市以外)

一般社団法人メンタルさぽーと協会 通所生活訓練施設ルーチャ その他の障害者福祉事業 精神保健福祉士 東京

医療法人社団桐和会 川口さくら病院 一般病院 精神保健福祉士 埼玉

上尾市 地方公務 一般事務 埼玉

学校法人西大和学園 西大和学園中学校・高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 奈良

医療法人青葉会 松江青葉病院 精神科病院 精神保健福祉士 島根

株式会社ケア21 たのしい家安佐南 認知症老人グループホーム 介護職員 広島

一般社団法人岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 山口

医療法人水の木会 下関病院 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 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

下松市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 山口

竹田市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 大分

社会福祉法人栄光園 児童養護施設 児童指導員 大分

特定非営利活動法人まど 障がい児施設 支援員 大分

グリーングループ株式会社 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 一般事務 大分

⾧崎県（県立中学校） 中学校 養護教員（中学校） ⾧崎

八代市 地方公務 一般事務 熊本

社会福祉法人熊本YMCA福祉会 熊本ＹＭＣＡ黒川保育園 私立保育所 保育士 熊本

社会医療法人善仁会 宮崎善仁会病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 宮崎

小林市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 宮崎

南九州市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 鹿児島


