平成29年度

石狩管内道立高等学校におけるインターンシップに御協力いただいた事業所

※各学校が、ウェブに掲載することを承諾いただいた事業所について掲載しています。

学 校

名

札幌東高校（全日制）

札幌西高校（全日制）

札幌南高校（全日制）

札幌北高校（全日制）

札幌啓成高校

札幌北陵高校

札幌丘珠高校

事

業 所

名

国立病院機構 北海道医療センター
札幌ひばりが丘病院
札幌整形循環器病院
北海道勤労者医療協会
北海道大野病院
札幌東徳州会病院
札幌医科大学附属病院
北海道大学
札幌医科大学
旭川医科大学
東京大学
札幌医科大学病院
勤医協中央病院
札幌山の手病院
北海道銀行
北海道新聞
札幌テレビ
リクルートマーケティングパートナーズ
岩本・佐藤法律事務所
カシオ計算機
三井生命
早稲田大学
札幌地方検察庁
岩本・佐藤法律事務所
勤医協中央病院
天使病院
手稲渓仁会病院
サウンドディレクションネクストウエーブ合同会社
札幌パークホテル
北海道大学遺伝子病制御研究所（RNA生体）
北海道医療大学病院
産業技術総合研究所北海道センター
札幌方面北警察署
日本気象協会北海道支社
国際協力機構 JICA北海道
さっぽろ法律事務所
北海道文化放送
札幌医科大学附属病院
中村記念病院
愛育病院
勤医協中央病院
柏葉脳神経外科病院
札幌徳州会病院
新日鐵住金室蘭製鉄所
北海道大学理学研究院
酪農学園大学
ＪＡＸＡ宇宙航空研究開発機構
医療法人北志会 札幌ライラック病院
社会福祉法人大藤福祉会 屯田大藤保育園
医療法人喬成会 花川病院
札幌臨床検査センター
医療法人社団ピエタ会 石狩病院
北海道警察本部警務課
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院
札幌東徳洲会病院

札幌丘珠高校

札幌白石高校

札幌西陵高校

札幌東陵高校

札幌東豊高校

札幌厚別高校

中村記念南病院
北光記念病院
札幌あかしや幼稚園
あゆみ第二幼稚園
光星はとポッポ保育園
モエレはとポッポ保育園
元町にこにこ保育園
さっぽろ東ナーシング
医療法人社団 北樹会病院
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院
医療法人徳州会 札幌徳州会病院
国立大学法人 小樽商科大学
国立大学法人 北海道教育大学
北海道札幌方面西警察署
勤医協札幌西区病院
心臓血管センター北海道大野病院
勤医協中央病院
スーパーデポ東雁来店
東苗穂十二条郵便局
北海道警察
札幌地方検察庁
生活協同組合コープさっぽろ 新道店
ＤＣＭホーマック株式会社 東雁来店
ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ札幌太平店
有限会社札幌花ふじ
株式会社 ペットランド 札幌ファクトリー店
株式会社 ペットランド 平岡店
社会福祉法人東苗穂福祉会 本町保育園
社会福祉法人愛和福祉会 愛和新穂保育園
社会福祉法人東苗穂福祉会 中沼保育園
学校法人後藤学園 あゆみ幼稚園
学校法人後藤学園 あゆみ第２幼稚園
有限会社アクティブケア みのり伏古
ＮＰＯ法人自立支援センター 歩歩路
有限会社おいらーく うらら伏古
ホテル ユキタ
トヨタカローラ札幌株式会社 ジョイック東苗穂
トヨタカローラ札幌株式会社 ジョイック美香保
札幌ビューティックアカデミー
理美容室ロビン
ヘアースペース クラージュ 琴似店
学校法人高陽学園 百合が原幼稚園
株式会社 京王プラザホテル札幌
株式会社 新星苑
「サッポロビール園」
北一食品株式会社 回転寿しトリトン 伏古店
学校法人ふしこ学園 ふしこ幼稚園
丘珠郵便局
札幌東区役所
北海道警察本部・北海道札幌方面東警察署
防衛省 自衛隊札幌地方協力本部（真駒内駐屯地）・航空自衛隊（千歳基地）
社会福祉法人小野幌福祉会 新さっぽろとまと保育園
ホテルエミシア札幌
札幌芸術の森
（公）札幌市芸術文化財団コンサートホール事業部
ツルハドラッグ厚別西店
札幌東税務署
札幌方面厚別警察署
ワンダードッグ
石狩教育局
北海道札幌養護学校
第2あつべつ幼稚園

札幌厚別高校

札幌真栄高校

札幌あすかぜ高校

東苗穂病院
勤医協札幌病院
恵祐会札幌病院
社会福祉法人 ノテ福祉会
医療法人徳洲会 札幌南徳洲会病院
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院
社会医療法人 札幌清田病院
スイートデコレーション はっさむ店
社会福祉法人札幌みどり福祉会 あかつき山口保育園
学校法人近代学園幼保連携型認定こども園 発寒にこりんこども園
社会福祉法人太陽育生会 星置ピノキオ認定こども園
学校法人角谷学園 富丘つくし幼稚園
学校法人三浦学園 さわらび幼稚園
社会福祉法人発寒保育会 発寒たんぽぽ保育園
学校法人養和学園 前田幼稚園
学校法人聖主学園 山王幼稚園
新発寒たんぽぽ保育園
医療法人 福和会 ケアハウス・スカイラーク
ディサービスセンター ていね大空
医療法人北武会 介護老人保健施設ほくと
わたなべ歯科
くめ歯科クリニック
ペットハウス テン・テン本店
ペットハウス テン・テン アリオ札幌店
ペットランド 手稲前田店
ペットランド プラスファクトリー店
学校法人高橋学園 エス・ワン動物専門学校
Piccolo動物病院
ポックル動物病院
(株)芭里絵 アローズ 札幌ステラプレイス店
(株)芭里絵 アローズアヴェダ 札幌パルコ店
(株)芭里絵 フレンズ・ドゥーブル 手稲店
(株)芭里絵 モッズ・ヘア 宮の沢店
(株)芭里絵 エル・フレンズ 宮の沢店
(株)芭里絵 モッズ・ヘア 琴似店
(株)芭里絵 アローズ イーアス札幌店
(株)かま栄 札幌エスタ店
(株)日信
札幌プリンスホテル
札幌ビューホテル大通公園
札幌第一ホテル
札幌サンプラザホテル
ホテルライフォート札幌
札幌国際観光株式会社 センチュリーロイヤルホテル
札幌日産自動車（株）西店
北海道エネルギー（株）手稲星置
（株）柳月札幌店
（株）柳月新琴似店
（株）柳月月寒店
（株）マツオ 松尾ジンギスカン札幌駅前店
札幌市西区役所
医療法人秀友会 札幌秀友会病院
医療法人北武会 北都病院
札幌市手稲区役所
社会医療法人延山会 西成病院
医療法人喬成会 花川病院
株式会社 札幌アール・シー鋼業
（株）ケイシイシイ ルタオパトス店
（株）cake&café collet
洋菓子セディー
（株）紀伊國屋書店 札幌本店

札幌あすかぜ高校

札幌稲雲高校

札幌国際情報高校

札幌東商業高校

青山商事株式会社札幌 手稲前田店
社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会 小樽病院
医療法人社団ピエタ会 石狩病院
手稲消防署
札幌方面 手稲警察署
勤医協札幌西病院
自衛隊札幌病院
札幌医科大学附属病院
北海道脳神経外科記念病院
北海道立子ども総合医療療育センター
大野記念病院
札幌市手稲区子育て支援センター ちあふる手稲
札幌高等裁判所
手稲区役所
株式会社 ダイヤ書房
札幌プリンスホテル
ホテルライフォート札幌
日本航空専門学校
北海道新聞社
国際協力機構（JICA）
三響楽器株式会社
名鉄観光サービス（株）札幌支店
あしたば薬局北25条店
介護老人保健施設そとこと
株式会社 柳月 新琴似店
いしづか歯科医院
医療法人社団わたなべクリニック
北成病院
勤医協札幌西区病院
札幌観光ブライダル製菓専門学校
株式会社ラルズ ラルズストア大麻駅前店
株式会社ラルズ ビッグハウス野幌店
株式会社ラルズ ビッグハウス白石店
株式会社ラルズ スーパーアークス菊水店
株式会社ラルズ ビッグハウスイースト店
株式会社柳月 札幌店
株式会社柳月 新琴似店
株式会社柳月 月寒店
特別養護老人ホーム かりぷ・あつべつ
公立学校共済組合札幌宿泊所 ホテルライフォート札幌
株式会社ホスピタリティ オペレーションズ札幌 ホテルエミシア札幌
学校法人やすらぎ学園 厚別幼稚園
学校法人やすらぎ学園 第２あつべつ幼稚園
株式会社アークホテルシステム
株式会社ニトリ 厚別店
株式会社ツルハ ツルハドラッグ厚別東２条店
株式会社ツルハ ツルハドラッグ大谷地店
小平税理士事務所
永井俊一税理士事務所
Studio TAYLER
イオン北海道株式会社 イオン新さっぽろ店
日本郵便株式会社 厚別郵便局
イトーヨーカドー アリオ札幌店
株式会社東光ストア 大谷地店
株式会社東光ストア 平岡店
株式会社東光ストア 真栄店
イオン北海道株式会社 イオン札幌元町店
株式会社札幌副都心開発公社
北海道日興通信株式会社
株式会社近畿日本ツーリスト北海道
社会福祉法人札幌みどり福祉会 あかつき山口保育園

札幌東商業高校

札幌工業高校（全日制）

株式会社カナリヤ本店
学校法人大藤学園 もみじ台幼稚園
学校法人大藤学園 認定こども園 新さっぽろ幼稚園・保育園
学校法人大藤学園 本郷幼稚園
学校法人大藤学園 北都幼稚園
学校法人大藤学園 あいの里大藤幼稚園
北星学園大学 図書館
学校法人札幌大学
北星学園 生活協同組合
北翔大学 図書館
札幌東税務署
株式会社東急百貨店 さっぽろ東急百貨店
北海道立教育研究所
北海道教育庁石狩教育局
株式会社ダンテック
社会福祉法人清恵会 特別養護老人ホーム 三陽
スーパースポーツゼビオ 新さっぽろ店
株式会社もりもと 新千歳空港店
小樽洋菓子舗ルタオ パトス店
アキュレートステップ(株) 厚別おおやち整骨院
(株)Ｃｏｎｅｒｕ
(株)一寸房
札幌国際観光株式会社 センチュリーロイヤルホテル
株式会社日本旅行北海道
札幌ビューホテル 大通公園
ホテルモントレ エーデルホフ札幌
株式会社ヨシモト イオン札幌発寒店
株式会社ヨシモト イオン札幌平岡店
株式会社小笠原商店 空港店
ＧＨＳ株式会社 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
株式会社碧雲堂 ホテル＆リゾート
北海道警察本部 警務課採用センター
株式会社トヨタレンタリース新札幌
株式会社ツルハホールディングス
株式会社柳月 札幌店
株式会社もりもと
株式会社東光ストア
株式会社ヨシモト
株式会社東急百貨店 さっぽろ東急百貨店
株式会社ケイシイシイ 千歳本社
株式会社ラルズ
株式会社アークス
株式会社竹中工務店 北海道支店
株式会社土屋アーキテクノ
株式会社アルファー造形
株式会社伊藤組土建
岩田地崎建設株式会社
株式会社オーエーテック
株式会社オリエンタル建設
株式会社画工房
柏倉建設株式会社
札幌市役所（都市局建築部建築工事課）
札幌土建工業 株式会社
佐藤工業株式会社札幌支店
株式会社砂子組
株式会社セキサン
大成建設株式会社札幌支店
大平洋建業株式会社
株式会社タカフジ
株式会社ドーコン
株式会社巴コーポレーション 札幌工場

札幌工業高校（全日制）

株式会社ナガワ
ナブコシステム株式会社 札幌支店
株式会社日本建設札幌支店
株式会社ＮＥＯ積算事務所
株式会社光工業
株式会社福本構造設計
株式会社藤井工務店
株式会社協和日成札幌支店
北海道建設部
株式会社北海道日建設計
株式会社松村組札幌支店
丸彦渡辺建設株式会社
宮坂建設工業株式会社 札幌支店
山﨑建設工業株式会社
岩倉建設株式会社
札建工業株式会社
株式会社鈴木東建
株式会社田中組
株式会社玉川組
荒井建設株式会社札幌支店
勇建設株式会社
板谷土建株式会社
恵庭建設株式会社
中井聖建設株式会社
堀松建設工業株式会社札幌支店
株式会社 中山組
株式会社 山田組
協和八光建設 株式会社
一二三北路 株式会社
株式会社 ハイデックス・和島
株式会社 構研エンジニアリング
株式会社 北舗
空知総合振興局 札幌建設管理部
江別市役所
札建工業 株式会社
札幌市管工事業協同組合
札幌市厚別区土木部部維持管理課
札幌市手稲区土木部部維持管理課
札幌市水道局
札幌市清田区土木部部維持管理課
札幌市西区土木部部維持管理課
札幌市中央区土木部維持管理課
札幌市東区土木部部維持管理課
札幌市白石区土木部部維持管理課
札幌市豊平区土木部維持管理課
札幌市北区土木部部維持管理課
新太平洋建設 株式会社
杉原建設株式会社
石狩市役所
大東工業 株式会社
地崎道路株式会社 北海道支店
日吉建設株式会社
豊松吉工業株式会社
国土交通省北海道開発局 （札幌開発建設部）
北土建設 株式会社
和光技研 株式会社和光技研 宮の森分室
會澤高圧コンクリ-ト 株式会社
北海道カーオイル（株）
寿機械（株）
(有)S・H・Rカンパニー（ｶｰｼｮｯﾌﾟ ANIES）
（株）エイトップ（88ＧＡＲＡＧＥ）

札幌工業高校（全日制）

野幌高校

(有)カーショップケーワン
ササキクリーンサービス
（株）マルマンモーターズ
（株）ＬＩＸＩＬ ＶＩＶＡ スーパービバホーム手稲富丘店
（有）ア・ノ研究社
（有）下段（しもだん）モータース
大昭石油（株)八軒給油所
(株）タカキタ
（株）マック設備計画
日詰工業（株）
鶴巻工業（株）
(株)協和機械製作所
札幌高級鋳物（株）
ボディリペアショップＫｅｎ．ｔ
（株）テクニカルオート
シンセメック株式会社
三菱ふそうトラック・バス(株)北海道ふそう
及川鉄工株式会社
トヨタカローラ札幌株式会社
旭イノベックス 株式会社
丸ト青果株式会社
北海道タツヲ電気 株式会社
弘和電気株式会社
興和電設株式会社
有限会社 白旗電機商会
株式会社 きんでん 北海道支社
株式会社 アトラン
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 地質研究所
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 環境科学研究ｾﾝﾀｰ
株式会社 アサヒ特販
日比谷総合設備株式会社北海道支店
北札幌電設株式会社
北海道企業局 発電課
株式会社 タクシンエンジニア
山本電設株式会社
コロナセントラルサービス 株式会社
北盛電設株式会社
一般財団法人北海道電気保安協会
大同電設(株)
株式会社 ドウデン
日本航空専門学校 千歳キャンパス
親栄電気工事株式会社
株式会社 北信工
北電力設備工事株式会社
(株) A D
橋本電気工事株式会社
札幌交通機械株式会社
(株)三和通建
株式会社 北海道ジーエス・ユアササービス
株式会社 でんこう
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 工業試験場
株式会社 つうけんアクティブ
日道電建株式会社
日本電気計器検定所北海道支社
北海電気工事株式会社
北斗防災設備株式会社
株式会社 ダイヘン千歳工場
(株)三英社製作所 北海道事業所
株式会社 金澤電気
医療法人渓和会江別病院
医療法人東札幌病院

野幌高校

大麻高校

当別高校

恵庭南高校（全日制）

トップワーク株式会社 江別物流センター
株式会社菊水
株式会社平清警備
社会福祉法人北海道友愛福祉会 友愛ナーシングホーム
株式会社アサヒロジ
北海道テレコムコンサルタント株式会社
株式会社セノン千歳支社
共通運送株式会社
王子エフテックス株式会社 江別工場
防衛省 自衛隊札幌地方協力本部 江別地域事務所
江別市役所
江別市消防署
札幌医科大学附属病院
北海道大学病院
まーくうえい
安藤石油販売株式会社
北海道旅客鉄道株式会社石狩当別駅
株式会社 当別熱源
辻野建設工業株式会社
株式会社 田西会館
藤澤製菓株式会社
株式会社サッポロドラッグストアー当別店
山田産商株式会社
当別町役場
万葉倶楽部株式会社 万葉の湯
有限会社 下段モータース
レストランAri
宮永石油株式会社
有限会社ツルノ商事そば福住
株式会社ふとみ総合施設 公楽苑
当別町商工会
社会医療法人康和会札幌しらかば台篠路病院
北海道医療大学病院
ＪＡ北いしかり選果場
有限会社きやじ
中田農場
森本農場
田中農場
当別夢の国幼稚園
ふとみ保育所
共生型コミュニティ農園レストラン ぺこぺこの畑
自然食カフェ おひさま
ＤＣＭホーマック（株）富士店
ＤＣＭホーマック（株）恵庭店
（株）豊月 フードD千歳食彩館
（株）マツオ 松尾ジンギスカン 新千歳空港店
(株)ラルズ スーパーアークス大曲店
(株)ラルズ スーパーアークス長都店
(株)ラルズ ラルズマート島松店
(株)ラルズ ラルズマート恵み野店
（社）恵庭観光協会 花ロードえにわ
マックスバリュ北海道(株) マックスバリュ北広島
マックスバリュ北海道（株） マックスバリュ恵庭店
(有)三栄商事 ショップ酒蔵シャディサラダ館
（株）東急百貨店 新千歳空港売店
（株）山ト小笠原商店
（株）いちえ北海道 ＩＣＨＩＥ Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｓｗｅｅｔｓ
（株）ケイシイシイ 小樽洋菓子舗ルタオ
（株）もりもと 恵み野店
（株）もりもと 新千歳空港店
（株）柳月 三方六studio店

恵庭南高校（全日制）

ＧＨＳ（株）千歳ホテル事業所 ANAクラウンプラザホテル千歳
えにわステーションホテル
株式会社 碧雲堂ホテル＆リゾート
（有）エストイゾラ ピッツェリア・エ・トラットリア チェルボ ジジ
髪明館ささき
美容プラージュ千歳店
（有）ブルームーン
理容室 ヘアーロード
医療法人社団豊友会 千歳豊友会病院
医療法人社団慶心会 介護付き有料老人ホーム ラ・デュース恵み野
社会福祉法人 いちはつの会 デイサービスセンター恵庭ふくろうの森
すまいる（株） デイサービス すまいるの家
医療法人社団 恵庭南病院
医療法人社団恵和会 宮の森病院
医療法人社団北楡会 すずらん歯科クリニック
まきば歯科
みと歯科クリニック
北海道ハイテクノロジー専門学校
学校法人 鶴岡学園 北海道文教大学
恵庭市立すみれ保育園
学校法人リズム学園 恵庭幼稚園
学校法人アソカ学園 島松幼稚園
認定こども園 えほんの森
ダイホク工業 株式会社
フジッコ（株） 北海道工場
（株）玉川組
（株）松島組
札幌トヨペット（株）恵庭店
北海道旅客鉄道（株） 恵庭駅
セントラルスポーツクラブ（株） セントラルフィットネスクラブ恵み野
（株）あいコミ 地域ＦＭ放送 ｅ－ｎｉｗａ
（株）ジョイフルエーケー大曲店 ペットワールド
（株）ペットランド ペットランド ＤＣＭホーマック恵庭店
自衛隊札幌地方協力本部 恵庭地域事務所
札幌方面千歳警察署
恵庭市消防本部
北海道庁

恵庭北高校

北広島西高校

石狩翔陽高校

環境生活部文化・スポーツ局スポーツ振興課オリンピック・パラリンピック連携室

恵庭市役所 子ども未来部子ども家庭課
恵庭市役所
すみれ保育園
恵庭市消防署
三和シャッター工業株式会社札幌工場
株式会社もりもと
北広島市役所
北広島市図書館
厚別区役所
清田区役所
北海道警察 札幌方面厚別警察署
社会福祉法人 愛和福祉会 南郷保育園
社会福祉法人 愛和福祉会 もみじ台北保育園
社会福祉法人 北海道リハビリー
株式会社 川金コアテック 札幌工場
株式会社 紀伊國屋書店 札幌本店
株式会社 はしもと ごまそば遊鶴大谷地店
株式会社 ヤマダ電機 テックランド清田店
マキシド・ルパ
ワタナベ美容室
石狩市役所
日本郵便株式会社 石狩花川南１条郵便局
日本郵便株式会社 石狩花川南５条郵便局
日本郵便株式会社 石狩市役所前郵便局

石狩翔陽高校

札幌北高校（定時制）

札幌月寒高校（定時制）

江別高校（定時制）

日本郵便株式会社 石狩花川南８条郵便局
日本郵便株式会社 石狩南高校前郵便局
トップワーク株式会社（共通商事株式会社）
ＤＣＭホーマック花川店
ジョイフルエーケー屯田店
株式会社柳月 新琴似店
株式会社柳月 札幌店
えるむの森認定こども園
石狩仲よし認定こども園
緑苑台子どもの家保育園
社会福祉法人石狩市社会福祉協議会石狩北老人デイサービスセンター
株式会社札幌シャトレーゼガトーキングダム札幌
北海道第一ホテルサッポロ
誠仁会 北大通り
フラワーショップ四季
フレッシュベーカリーノア
札幌サンプラザ
株式会社 柳月 月寒店
田中石油 株式会社
日本郵政 月寒郵便局
お食事処 膳楽
有限会社 阿部生花店
豊平区保育・子育て支援センター（ちあふる・とよひら）
社会福祉法人ノテ福祉会 特別養護老人ホーム「幸栄の里」
社会福祉法人ノテ福祉会 介護付有料老人ホーム「天」
株式会社 はしもと「遊鶴」
自衛隊真駒内駐屯地
北海道警察
ツルハドラッグ上江別店
北海道情報大学図書館
江別市立病院

