
（１）道外

事業所名 所在地 主な事業内容／職種

(株)エクシオモバイル 東　京 電気通信業

日鉄住金テックスエンジ(株)君津支店 千　葉 製鋼業　電気機械作業員

日鉄住金テックスエンジ(株)鹿島支店 茨　城 製鋼業　電気機械作業員

(株)高田工業所君津支社 千　葉 製鋼業　電気機械作業員

黒崎播磨株式会社 千　葉 製鋼業　電気機械作業員

太平電業(株) 埼　玉 鉄骨構造物建設・オペレーター

大林道路(株) 東　京 舗装工事業

前田道路(株) 東　京 舗装工事業

世紀東急工業株式会社 東　京 土木施工管理

三井住建道路(株) 東　京 土木施工管理

太成ロテック(株) 東　京 施工管理（総合職・全国勤務）

日鉄住金テックスエンジ(株) 千　葉 電気工事業／技術職

JFEスチール(株)東日本製鐵所 千　葉 製鉄全般／オペレータ

日本製鉄(株)　君津製鉄所 千　葉 製鉄全般／オペレータ

日本製鉄(株)　鹿島製鐵所 茨　城 製鉄全般／オペレータ

トヨタ自動車(株) 愛　知 自動車製造／生産技術職

トヨタ自動車(株) 愛　知 自動車製造／専門部

本田技研工業(株)埼玉製作所 埼　玉 四輪車製造

三島光産(株)東京事業部 東　京 製鉄業／圧延設備制御監視員

大塚製薬(株) 徳　島 医薬品製造業

丸善石油化学(株)千葉工場 千　葉 石油化学製品生産技術職

日鉄住金鋼管(株)鹿島製造所 茨　城 鋼管製造オペレーター

いすゞ自動車(株) 神奈川 自動車製造業

(株)ＪＦＥウイング 神奈川 鉄鋼製造

(株)テツゲン君津支店 千　葉 鉄鋼業

新日鐵住金(株)君津製鉄所 千　葉 製鉄業／生産設備運転整備

(株)三ヶ島製作所 埼　玉 製造業

(株)豊田自動織機 愛　知 技能職

山九(株)　君津支店 千　葉 機械設備の整備･据付

東京地下鉄株式会社 東　京 運輸業

(株)巴商会 東　京 高圧ガス・溶接機器販売／営業技能職

(株)サンキュー100満ボルト 福　井 販売

株式会社カクヤス 東　京 販売

(株)アドヴィックス 愛　知 自動車部品製造

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 東　京 NTT東日本通信設備構築、運用保守

就職先事業所一覧（令和３年度から過去５年間）



（２）道内（１）

事業所名 所在地 主な事業内容／職種

阿寒グリーンヒルファーム 阿　寒 農業

北海電気工事(株) 札　幌 電気工事業／電工

日鉄住金テックスエンジ(株)室蘭支店 室　蘭 機械点検整備技術職

(株)日本防災技術センター 札　幌 電気工事業

(株)中山組 札　幌 土木製鋼管理技術者

岩田地崎建設株式会社 札　幌 一般土木建築工事業

岩倉建設株式会社 札　幌 一般土木建築工事業

北海道軌道施設工業株式会社 札　幌 一般土木建築工事業

(株)藤井工務店 札　幌 一般土木建築工事業

札幌ペック(株) 札　幌 塗装工

地崎道路(株)北海道支店 札　幌 機械系技術職

(株)ホクレン協同サービス 斜　里 工員（総合職）

(株)千葉組 札　幌 鳶工

トヨタ自動車北海道(株) 苫小牧 自動車部品製造／生産関係職

(株)日本製鋼所室蘭製作所 室　蘭 鉄素形材製造業

第一鉄鋼(株) 室　蘭 鉄鋼製造

(株)デンソー北海道 千　歳 車載部品製造

アイシン北海道(株) 苫小牧 自動車部品製造

北海道糖業(株) 本　別 製糖製造員

東洋農機(株) 帯　広 農業用機械器具製造販売

シチズン時計マニファクチャリング(株)夕張工場 夕　張 時計部品製造オペレーター

いすゞエンジン製造北海道(株) 苫小牧 自動車エンジン製造

パナソニックスイッチングテクノロジーズ(株) 帯　広 電気機械器具製造業

北海道コカ・コーラボトリング(株) 札　幌 清涼飲料製造業

北海道コカ・コーラプロダクツ(株) 札　幌 自動販売機のメンテナンス

日鉄住金テックスエンジ(株)室蘭支店 室　蘭 鉄鋼業

(株)ダイナックス 千　歳 製造職・ものづくり技能者

日本製鉄(株)　室蘭製鉄所 室　蘭 鉄鋼製造・整備職務

株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ 札　幌 電気機械器具製造業

(株)京都セミコンダクター　恵庭事業所 恵　庭 製造要員

北海道電力(株) 札　幌 電気供給業

北海道ガス(株) 札　幌 電気・熱・ガス供給業

(株)テツゲン　室蘭支店 室　蘭 技術社員

日本貨物鉄道株式会社北海道支社 札　幌 貨物鉄道／運輸業

エム・エス・ケー農業機械株式会社 恵　庭 農業機械修理／整備職

北海道旅客鉄道(株) 札　幌 旅客鉄道業他関連事業

(株)ホクレン協同サービス 札　幌 機械器具設置工事業

佐川急便(株) 札　幌 軽四ドライバー職

ＵＤトラック道東株式会社 帯　広 整備職

日本ニューホランド(株) 札　幌 農業機械販売修理／整備職

(株)北海道クボタ 札　幌 農業機械販売修理

キャタピラーイーストジャパン(株) 札　幌 総合建機・船用エンジン販売修理／整備職



（２）道内（２）

事業所名 所在地 主な事業内容／職種

(株)柳月 帯　広 菓子製造

トヨタＬ＆Ｆ旭川(株) 旭　川 フォークリフト販売修理

(株)北海道日立システムズ 札　幌 機械器具小売業システム運用管理者

北海道エネルギー(株) 札　幌 SS販売・営業

(株)ほくやく 札　幌 医薬品・化粧品等卸売業

旭川トヨタ自動車(株) 旭　川 自動車小売業

旭川トヨタ自動車(株) 旭　川 自動車整備職（通学生）

三菱製鋼室蘭特殊鋼（株） 室蘭製作所 室　蘭 製鋼・製鋼圧延業

永浜クロス(株) 札　幌 品質管理員

(株)もりもと 千　歳 販売職

(株)前川製作所 札　幌 産業用機械設計施工保守

鶴雅リゾート(株) 上　川 旅館・ホテル業

(有) 渡辺理美容店 札　幌 美容補助業務

北海道パワーエンジニアリング(株) 札　幌 火力発電運転・保守

一般財団法人　電気保安協会 札　幌 電気保安確保

花冠商事(株) 札　幌 自動車の車検・点検業務

日通機工(株) 札　幌 自動車整備士

公益財団法人　北海道農業公社 札　幌

(株)NTT東日本－北海道 札　幌 情報通信エンジニア

陸上自衛隊 － 一般曹候補生

航空自衛隊 一般曹候補生

北海道警察 － 警察官

北海道職員 － 総合土木

北海道立学校実習助手 －

北海道開発局 －



（３）管内（１）

事業所名 所在地 主な事業内容／職種

(株)ノールフロマージュ 置　戸 酪農作業員

北見土地改良区 北　見 農業サービス業

渡部農産 北　見 農業

農業 北　見 自営

庭田漁業部 佐呂間 自営

河西建設(株) 北　見 道路舗装工事業

横井電気(株) 北　見 電気工事業／電気工

桑原電工(株) 北　見 電気工事業

北ガスフレアスト北見(株) 北　見 ガス機器配管工事

(株)吉崎工業所 北　見 管・水道・土木工事

松谷建設(株) 留辺蘂 建設業／土木作業員

鐘ヶ江建設(株) 北　見 建設業／土木作業員

三和工業(株) 北　見 土木工事業

(株)電建 北　見 電気工事業

北東電気(株) 北　見 電気工事業

(株)丸田組 網　走 土木施工技術者

(株)早水組 網　走 土木施工技術者

(株)天内工務店 北　見 建築施工管理

水元建設(株) 北　見 土木工事技術員

イガリ建設(株) 北　見 土木工事技術員

(株)つうけん 北　見 電気工事業

桑原冷熱工業（株） 北　見 管工事業

五十嵐建設(株) 北　見 一般土木建築工事業

大幸建設(株) 北　見 一般土木建築工事業

興和建設株式会社 北　見 一般土木建築工事業

(株)西村組 湧　別 土木工事業

村井小泉建設(株) 北　見 一般土木建築工事業

吉井建設(株) 北　見 土木エンジニア

(株)川村工業 北　見 空調設備工事

北成建設(株) 北　見 一般土木建築工事業

(株)北辰工業 北　見 設備工事業

北辰土建(株) 北　見 土木技術者

(株)丸七高橋組 斜　里 土木建築工事技術者見習

(株)宮田建設 北　見 現場技術員

(株)渡辺組 遠　軽 一般土木建築工事業

エスケー電気株式会社 北　見 電気機械器具工事業

丸玉木材(株) 津　別 合板製品製造工

(株)福地工業 北　見 農業用機械製造

京セラ(株)　北海道北見工場 北　見 精密機器部品製造

(株)金印わさびオホーツク工場 網　走 調味料製造業

富士産業(株) 北　見 施設調理員

協同組合オホーツクウッドピア 留辺蘂 構造用集成材加工業



（３）管内（２）

事業所名 所在地 主な事業内容／職種

日本甜菜製糖(株)美幌製糖所 美　幌 製造機器オペレーター保守管理

會澤高圧コンクリート（株） 訓子府 コンクリート製品製造

(株)グリーンズ北見 北　見 農産物食品製造

(株)安田鉄工 北　見 製鋼製鉄業

株式会社星野鉄工所 北　見 製鋼製鉄業

道栄荷役(株) 北　見 肥料製造業フォークリフト運転作業

サンマルコ食品（株）津別工場 津　別 食料品製造

NGKオホーツク(株) 網　走 電気機械器具製造業

日本製薬工業(株) 常　呂 医薬品製造工

志賀甘栄堂 北　見 菓子製造

(株)倉本鉄工所 北　見 一般作業用機械・装置製造業

北都工機株式会社 北　見 一般作業用機械・装置製造業

北海道糖業(株) 北見製糖所 北　見 製糖製造員

株式会社近藤銘木店 北　見 木材・木製品製造業

味の素食品　北海道(株) 訓子府 食品加工工場要員

北海道ガス(株) 北　見 電気・熱・ガス供給業

馬場デンキ 北　見

北海道北見バス(株) 北　見 自動車整備業

日本通運(株)　北見支店 北　見 倉庫内作業･集配業務補助

北見通運(株) 北　見 青果場及び倉庫内業務

株式会社中沢機械店 北　見 農業機械販売修理／整備職

北海道エネルギー(株) 北　見 SS販売・営業

(株)道東アークス 北　見 食料品販売・商品管理

旭陽電機(株) 北　見 電気機器卸売販売

伊藤機械(株) 北　見 機械工具産業機械プラント資材卸

(株)ミズノ硝子建材 北　見 ガラスサッシ建材販売

株式会社ほくやく 北　見 販売・卸売業

(株)サッポロドラッグストア 北　見 日用品接客販売

(株)アルカス 北　見 調理接客販売

桑原電装(株) 北　見 自動車電装品販売修理

東北海道いすゞ自動車(株) 北　見 商品管理部品発送整備業

イト電商事(株) 北　見 電気工事業務

アストモスリテイリング株式会社北海道カンパニー 北　見 ライフコンシェルジュ

北都工機(株) 北　見 自動車整備・機械加工

北ツール(株) 北　見 産業機械器具卸売業

(株)山下金物店 北　見 じゅう器小売業

UDトラックス道東(株) 北　見 物品販売スタッフ

大槻理化学(株) 北　見 技術サービス職

三立機電(株) 北　見 営業業務補助

(株)ヤマダ電機 北　見 販売員・営業職

脇鉄筋工業所 北　見 製鋼製鉄業

(株)カナモト 北　見 重機整備



（３）管内（２）

事業所名 所在地 主な事業内容／職種

(株)スリーエー 北　見 不動産賃貸業／飲食店

水ing(株) 常　呂 専門サービス業

ランドシステム(株) 北　見 土木建築サービス業

ヴィッキー 北　見 飲食業

(株)ライフコーポレーション 北　見 飲食業

北一食品(株) 北　見 飲食業

ヘアメイクファクトリー 北　見 美容アシスタント

NPO法人サラン 北　見 障害者施設支援員

野村興産(株)イトムカ鉱業所 北　見 産業廃棄物処理オペレーター

(株)北海道畜産公社 道東事業所 北見工場 東藻琴 食肉処理・加工業務

(株)エースクリーン 北　見 清掃作業員

白川車輌工業(株) 北　見 自動車整備

得斗工業 北　見

北見市役所 北　見 施設管理技術職

北見消防署 北　見 消防・救急・救命

美幌町役場 美　幌 施設管理技術職

津別町役場 津　別 施設管理技術職

置戸町役場 置　戸 施設管理技術職


