
平成28年度　　　　　　就職先一覧表　平成28年11月30日現在

民間就職　（管内） 地域 職種 民間就職　（県外） 地域 職種
1 株式会社　アーク 一関市 牧場の景観管理 1 株式会社　ＥＮＥＯＳフロンティア 宮城県 ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ販売ｽﾀｯﾌ

2 青柳建設株式会社 一関市 土木作業員 2 株式会社　エヌ・ティ・ティ　エムイー２名 東京都 情報通信エンジニア

3 アズマプレコート株式会社一関工場 一関市 技能職 3 医療法人財団　新生会　大宮共立病院 埼玉県 介護職
4 株式会社　足利工業 一関市 普通作業員 4 株式会社　オオゼキ　　　２名 東京都 チェッカー（レジ）職

5 株式会社　アロン社 一関市 製造及び製造検査 5 株式会社　小島電設 埼玉県 送電線架線電工

6 一関信用金庫　　　　　　２名 一関市 金融業務 6 桐井電設工業株式会社 千葉県 電工
7 いわて平泉農業協同組合 一関市 一般職 7 株式会社　キリウ 栃木県 技能職
8 インテグラン株式会社　岩手工場 一関市 技能職 8 株式会社　札幌かに本家 愛知県 接客・フロント

9 株式会社　一関LIXIL製作所　２名 一関市 生産技能職 9 株式会社　サンベルクスホールディングス２名 東京都 店舗スタッフ

10 SWS東日本株式会社　　３名 一関市 一般職 10 山九株式会社　君津支店 千葉県 生産技術

11 株式会社　オヤマ　　　　３名 一関市 食肉加工・食肉惣菜・冷凍食品製造 11 山九株式会社　鹿島支店 茨城県 保全技能工

12 有限会社　及善会館 一関市 ホールスタッフ 12 敷島製パン株式会社パスコイーストカンパニー 東京都 生産(ﾊﾟﾝ菓子類の製造)

13 株式会社　及友技建 一関市 型枠大工 13 株式会社　瀬里奈 東京都 接客スタッフ

14 共栄フード　株式会社　東北工場 一関市 製造業務 14 株式会社　第一ビルメンテナンス２名 東京都 クリーンスタッフ

15 蔵ホテル一関　有限会社　教成館 一関市 ホテル業(全般) 15 株式会社　トリドール　東京本部　丸亀製麺２名 東京都 接客・調理スタッフ

16 株式会社ケーエムエフ 一関市 製造職 16 東京地下鉄　株式会社 東京都 技術職種(車両)

17 佐藤金属工業　株式会社　一関工場 一関市 現業係 17 トヨタ自動車東日本　株式会社 宮城県 生産関係職

18 社会福祉法人　千厩寿慶会 一関市 介護職 18 新日鐵住金株式会社　鹿島製鐵所 茨城県 生産設備のオペレータ

19 株式会社　シグマ製作所　花泉工場 一関市 鋳物技能職又は機械加工オペレーター 19 株式会社　八葉水産 宮城県 製造
20 千住スプリンクラー株式会社　岩手事業所 一関市 技能工 20 株式会社　ハンサム 東京都 理容アシスタント

21 株式会社　千厩マランツ 一関市 技能職 21 東日本電気エンジニアリング　株式会社 東京都 技術職
22 株式会社　大東ニット 一関市 製造職 22 日野自動車　株式会社　２名 東京都 生産技能職

23 株式会社大昌電子　岩手工場　６名 一関市 電気機械器具製造 23 本田技研工業株式会社　埼玉製作所２名 埼玉県 輸送用機械器具製造(四輪車の製造)

24 株式会社　千葉建設 一関市 技能職・技術職 24 丸一鋼管　株式会社 千葉県 生産機械オペレータ

25 千葉産業ガス住設部 一関市 自営 25 社会福祉法人　埼玉医療福祉会　丸木記念福祉メディカルセンター 埼玉県 ｹｱﾜｰｶｰ(介護員)

26 株式会社　トスネット北東北　一関営業所 一関市 警備士 26 山崎製パン株式会社　２名 東京都 生産関係職

27 東北オカヤ　株式会社 一関市 技能職 27 株式会社　ユアテック 宮城県 電気技術者

28 特定非営利活動法人　なごみ 一関市 介護員 28 株式会社　ロピア　　　２名 神奈川県 販売
29 株式会社　日ピス岩手　３名 一関市 技能職(加工工・検査工) 29 ワールドエンタプライズ　株式会社 千葉県 航空会社機内食関連業務＜成田空港＞

30 日本端子株式会社　花泉工場 一関市 現業職（製造） 30 水戸屋開発株式会社ホテルニュー水戸屋 宮城県 サービス係

31 株式会社伸原工業所　東北工場 一関市 板金工 31 株式会社　にしけい 東京都 空港保安検査員

32 株式会社　日野屋本店 一関市 ガソリンスタンドスタッフ 32
33 東山フェルト株式会社　東山工場２名 一関市 製造職 33
34 株式会社　富士通ゼネラルエレクトロニクス 一関市 製造職 34
35 社会福祉法人　ふじの実会 一関市 生活支援員 35
36 社会福祉法人　室根孝養会 一関市 介護職員 36
37 社会福祉法人　つくし会　特別養護老人ホーム　明生園 一関市 介護員 37
38 社会福祉法人　室蓬会 一関市 介護職員 38
39 株式会社サクシーディング 一関市 加工作業者 39
40 40

合計 53 合計 40

民間就職　（県内） 地域 職種 公務員 地域 職種
1 (株)みちのくジャパン 北上市 販売（店舗運営スタッフ） 1 自衛官候補生　　　　２名 自衛官
2 水沢信用金庫 奥州市 営業職　事務職 2
3 東日本旅客鉄道　株式会社 盛岡市 プロフェッショナル採用 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
合計 3 合計 2
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