
2021年度　主な就職先一覧

業 種 名 称

農業、林業 農業

漁業 贄浦大敷株式会社

安武建設株式会社

株式会社オンテックス

株式会社シノケングループ

株式会社シューワライフサポート

株式会社タナカヤ

京都電工株式会社

日塗株式会社

化学工業、石油・石炭製品製造業 石川ペイント株式会社

マルホ発條工業株式会社

株式会社広瀬製作所

郷インテックス株式会社

大栄工機株式会社

株式会社ジェニック

株式会社ツー・ナイン・ジャパン

株式会社永田製作所

菅原精機株式会社

日本熱源システム株式会社

電子部品・デバイス・電子回路製造業 ワボウ電子株式会社

ウッドオフィス株式会社

サービス＆セキュリティ株式会社

トナミシステムソリューションズ株式会社

株式会社Trial Vision

株式会社新日本海新聞社

テクノ重設

岡山スイキュウ株式会社

株式会社引越社（アリさんマークの引越社）

株式会社丸和運輸機関

関西トランスシティサービス株式会社

四国旅客鉄道株式会社（ＪＲ四国）

滋賀協同物流株式会社

日立自動車交通株式会社

シンコー株式会社

パナソニック電材京都株式会社

株式会社Super Energie Connection

株式会社サニックス

株式会社スズキ自販京都

株式会社ナッセ

株式会社ベストーネ

丸文株式会社

堺ヤクルト販売株式会社

渡辺パイプ株式会社

ＭＸモバイリング株式会社

かつらぎ瓦斯器具株式会社

ネッツトヨタゾナ神戸株式会社

ファミリーマート城陽久世店

株式会社Brown

株式会社エーツー

株式会社キリン堂（キリン堂ホールディングス）

株式会社コスモス薬品

株式会社コスモネット

株式会社サンフェステ

株式会社セントラル・フルーツ

株式会社ドン・キホーテ

株式会社ファーレン滋賀

建設業

鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業

はん用・生産用・業務用機械器具製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業

小売業



2021年度　主な就職先一覧

業　　　種 名　　　　称

株式会社ふぁみげん

株式会社マツモト

株式会社ヤナセ

株式会社ヤマダデンキ

株式会社リカーマウンテン

株式会社リバティ

株式会社銀閣寺大西

株式会社平安

株式会社平安堂

京都スバル自動車株式会社

京都トヨペット株式会社

大黒天物産株式会社

有限会社櫻井モータース商会

金融業 フォーシーズ株式会社

ハウスドゥグループ

株式会社グラート

株式会社トライアウト

共同エンジニアリング株式会社

テレアースグループ

株式会社BooStar

株式会社エイチアンドアールコーポレーション

株式会社フーズネット

株式会社レアル

株式会社叙々苑

株式会社西村屋

株式会社渡月亭

株式会社S.K.M.コンサルタント

株式会社リバウンド

株式会社南西楽園リゾート

有限会社ネイチャートレール

学校法人花園学園 洛西花園幼稚園

学校法人光幼稚園 認定こども園光幼保園

学校法人広野学園 広野幼稚園

学校法人山椿学園 秋桜高等学校

学校法人村田学園 桜ヶ丘幼稚園

学校法人東洋学園 長尾谷高等学校

学校法人二葉学園 ふたば幼稚園

社会福祉法人松井ケ丘福祉会 認定こども園松井ケ丘保育園

社会福祉法人南山城学園

社会福祉法人舞鶴学園 タンポポこども園

東近江市

滋賀県教育委員会

大津市教育委員会

京都府教育委員会

京都市教育委員会

千葉県教育委員会

奈良県教育委員会

沖縄県教育委員会

株式会社LITALICO

株式会社ウィルウェイ

株式会社ニュードライバー教習所

医療法人一山十会 クリニーク大阪心斎橋

医療法人財団康生会 武田病院

医療法人社団恵仁会 なぎ辻病院

医療法人社団行陵会 京都大原記念病院

医療法人大寿会

学校教育

不動産取引・賃貸・管理業

その他の専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

小売業

その他の教育、学習支援業

医療業、保健衛生
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医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院

医療法人徳洲会 出雲徳洲会病院

医療法人友仁会 友仁山崎病院

一般財団法人川越病院

一般財団法人療道協会 西山病院

社会福祉法人恩賜財団済生会 大阪府済生会茨木病院

船曳歯科医院

米沢歯科医院

洛和会ヘルスケアシステム

スポーツひろばプレイス

医療法人トキワ会 介護老人保健施設リーベン嵯峨野

医療法人杏林会 リハビリパーク清水

一般社団法人スマイルゲート

学校法人松風学園 ひこねさくら保育園

株式会社THEMSY

株式会社Ｔｎ Ｏｈａｎａこども園

株式会社エクセレントケアシステム

株式会社ニチイ学館 ニチイキッズ洛西口保育園

株式会社ニチイ学館 広畑あおぞら保育園

合同会社OHANA

合同会社カレージハブ 元氣の里青空

社会福祉法人ウエル清光会

社会福祉法人えのき会

社会福祉法人ｶﾄﾘｯｸ京都司教区ｶﾘﾀｽ会 高齢者総合福祉施設神の園

社会福祉法人ｶﾄﾘｯｸ京都司教区ｶﾘﾀｽ会 児童養護施設京都聖嬰会

社会福祉法人ｶﾄﾘｯｸ京都司教区ｶﾘﾀｽ会 東九条のぞみの園

社会福祉法人どんぐり会 どんぐり保育園

社会福祉法人なかよし福祉会

社会福祉法人のぞみ福祉会

社会福祉法人フジの会

社会福祉法人みずなぎ学園

社会福祉法人やまもも福祉会

社会福祉法人ゆたか会

社会福祉法人宇治福祉園

社会福祉法人永山会 特別養護老人ホームしがそせい苑

社会福祉法人花ノ木 花ノ木医療福祉センター

社会福祉法人華頂会 福寿荘

社会福祉法人海の子学園

社会福祉法人蒲生野会

社会福祉法人京都育成の会

社会福祉法人京都光彩の会

社会福祉法人京都市社会福祉協議会

社会福祉法人京都社会事業財団

社会福祉法人京都福祉サービス協会

社会福祉法人栗隈福祉会 くりくま保育園

社会福祉法人慶生会

社会福祉法人湖南会 知的障害者更生施設蛍の里

社会福祉法人向島保育園

社会福祉法人向陵会

社会福祉法人宏量福祉会 野菊荘

社会福祉法人幸寿会

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

社会福祉法人七野会 老人福祉総合施設原谷こぶしの里

社会福祉法人曙福祉会 第二あけぼの保育園

社会福祉法人正親福祉会 せいしん幼児園

社会福祉法人清和園

医療業、保健衛生

社会保険・社会福祉・介護事業
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社会福祉法人西京極保育福祉会 西京極保育園

社会福祉法人青葉学園 児童養護施設青葉学園

社会福祉法人川福会

社会福祉法人善立寺保育園

社会福祉法人足羽福祉会

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団

社会福祉法人大照学園

社会福祉法人大宅福祉会 大宅児童館

社会福祉法人桃林会 とりかい白鷺園

社会福祉法人同和園

社会福祉法人博光福祉会 琴音つばさ保育園

社会福祉法人八起会

社会福祉法人琵琶湖愛輪会

社会福祉法人伏見にちりん福祉会

社会福祉法人福光会 子どもの園

社会福祉法人物集女福祉会

社会福祉法人平安徳義会

社会福祉法人堀川健康会 介護老人保健施設じゅんぷう

社会福祉法人嵐山寮

社会福祉法人緑風会 介護老人保健施設マリアンヌ

放課後等デイサービス わいわいプラス園部教室

有限会社ライフ・アシスト

京都丹の国農業協同組合

甲賀農業協同組合

僧堂掛塔（国泰寺）

僧堂掛搭（円覚寺）

僧堂掛搭（虎渓山永保寺）

僧堂掛搭（祥福寺）

僧堂掛搭（正眼寺）

僧堂掛搭（大徳寺）

僧堂掛搭（天龍寺）

僧堂掛搭（徳源寺）

僧堂掛搭（萬寿寺）

大阪天満宮

ＵＴエイム株式会社

フジアルテ株式会社

ライクスタッフィング株式会社

株式会社ウイルテック

株式会社スムース

株式会社ベルクリック

株式会社マーキュリー

株式会社ワールドインテック

公益財団法人京都市生涯学習振興財団

西日本高速道路ファシリティーズ株式会社

双葉メンテナンス工業株式会社

日研トータルソーシング株式会社

日総工産株式会社

有限会社浜中町酪農ヘルパー組合

法務省 矯正局 名古屋刑務所

防衛省 陸上自衛隊

滋賀県警察本部

京都府警察本部

相楽中部消防組合

国家公務

地方公務

複合サービス事業

宗教

その他のサービス業

社会保険・社会福祉・介護事業


