




人にふれ、支え、喜びを分かちあう
そんな仕事始めませんか。

福祉・保育
合同

（託児有り／要予約）就職フェア就職フェア
FUKUSHI-JOB SEARCH

県南
栃 木

服 装自由入退場自由申込・履歴書不要参 加 無 料

高齢者や障害児者の福祉施設、ヘルパーステーションなど、
パート職員から正職員までの様々な求人を予定しています。

2019年

10月５日土
資格や経験のない方の参加も
お待ちしています。

主催・お問合せ

宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ

TEL 028-643-5622栃木県・

午後１時～３時30分（受付は午後３時まで）

■会場

■参加事業所対象エリア

栃木市
栃木文化会館

栃木市、小山市、下野市
足利市、佐野市、壬生町
野木町

栃木市旭町12-16

開催エリアの求人事業所が参加し、採用担当者から仕事
内容や採用条件などを直接聞くことができます。
参加事業所情報は、ホームページで確認するか、当セン
ターへお問い合わせください。

●2020年３月に大学等卒業
　予定者を含む

介護職・生活支援員
ホームヘルパー
ケアマネジャー
看護職、保育士
調理員　ほか福祉施設・事業所との個別相談

当センターの相談員が、資格取得の相談、求人情報の提
供、当センターの利用案内など様々な相談に応じます。

福祉の仕事総合相談

参加対象

とちまるくん ©栃木県

スタンプラリー参加で粗品をゲット!!スタンプラリー参加で粗品をゲット!!

参加事業所情報は、
ホームページでチェック!!
参加事業所情報は、
ホームページでチェック!!

●福祉・介護・保育の仕事に
　　興味・関心のある方
●福祉・介護・保育分野への
　　　就職を希望する方

〈過去の求人例〉
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東武日光線

JR両毛線 至小山駅→

栃木市
栃木文化会館

N

福祉人材・研修センター（福祉人材無料職業紹介所）
栃木県社会福祉協議会社会福祉法人

※雇用保険の求職活動実績の
　対象となります。



NO. 法人名 求人事業所名 事業所市町 種別

蓼沼保育園 上三川町東蓼沼 保育所

上三川保育園 上三川町上三川 保育所

2 福）龍光会 龍泉寺保育園 足利市助戸 保育所

3 トオカツフーズ（株）
トオカツフーズ（株）
足利保育園

足利市寺岡町 認可外

4 学）伊沢教育会 静林保育園 小山市喜沢 保育所

あおば保育園 下野市薬師寺 保育所

わかば保育園 下野市下古山 保育所

薬師寺保育園 下野市薬師寺 保育所

上横田よつば保育園 宇都宮市台新田 保育所

上横田よつば保育園分園
みつば保育園

宇都宮市宮の内 保育所

薬師寺幼稚園 下野市薬師寺
幼保連携型
認定こども園

第二薬師寺幼稚園 下野市祇園
幼保連携型
認定こども園

6 佐野市役所 佐野市公立保育園13園 佐野市内 保育所

公立保育園８園 栃木市内 保育所

認定西方なかよしこども園 栃木市西方町本郷
幼保連携型
認定こども園

8 福）みつばさ 上三川幼児園 上三川町上三川 保育所

9 学）瑞泉学園
認定こども園
足利いずみ幼稚園

足利市五十部町
幼保連携型
認定こども園

ステラ独協前保育園 下都賀郡壬生町 保育所

雀宮保育園ステラ 宇都宮市五代 保育所

11 特非）こひつじ園 こひつじ保育園 小山市城東 保育所

12 学）むつみ学園 むつみ愛泉こども園 下野市柴
幼保連携型
認定こども園

13 学）大塚学園 認定こども園都賀幼稚園 栃木市都賀町家中 幼保連携

きらら保育園栃木大宮 栃木市大宮町
地域型
小規模A

きらら保育園宇都宮針ヶ谷 宇都宮市針谷町
地域型
小規模A

きらら保育園宇都宮さくら 宇都宮市桜
地域型
小規模A

とちのみ堀米保育園 佐野市堀米町 保育所

子ども発達支援センターさの
かりん・おおぞら

佐野市小中町 児童発達支援

いちご保育園 野木町丸林 保育所

りんご保育園 野木町南赤塚 保育所

アリスとテレス 野木町南赤塚 児童養護

１．保育分野

１／６ページ

福）星風会

14
エス・エス・
ピーマーバル(株）

15

1 福）木村育英会

5

福）内木会

学）内木学園

7 栃木市

10

福）とちのみ会
（福祉と同ブース）

16
福）延寿会
（福祉と同ブース）



NO. 法人名 求人事業所名 事業所市町 種別

こばと保育園 小山市雨ケ谷 保育所

こばとキッズ 小山市出井 保育所

間々田保育園 小山市間々田 保育所

認定こども園さくら 栃木市泉川町
幼保連携型
認定こども園

さくら第2保育園 栃木市泉川町 保育所

とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰしもつが 栃木市大平町 認可外

とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰとちのき 栃木市大町 認可外

※１５～１９については、保育・福祉合同のブースとなります。
保育・福祉両方の求人票があります。

２／６ページ

17
福）洗心会
（福祉と同ブース）

18
福）鐘の鳴る丘友の会
（福祉と同ブース）

19
とちぎ
メディカルセンター
（福祉と同ブース）



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

1 栃木市 社会福祉法人　鐘の鳴る丘友の会 特別養護老人ホーム　咲くら館 高齢

2 栃木市 一般財団法人　とちぎメディカルセンター 介護老人保健施設　とちぎの郷 高齢

3 栃木市 社会福祉法人　太陽会
地域密着型特別養護老人ホーム
たいようの家

ほか 株式会社　太陽
サービス付き高齢者向け住宅
サンフレンズ小山
サービス付き高齢者向け住宅
サンリビングたいよう
サービス付き高齢者向け住宅
サンスマイル小山

4 栃木市 有限会社　栃木ケアーズ 栃木ケアーズ

栃木ケアーズ　グループホームほほえみ

栃木ケアーズひらい
グループホームほほえみ
栃木ケアーズひらい
小規模多機能型居宅介護つどい

栃木ケアーズふきあげ
グループホームほほえみ

5 栃木市 社会福祉法人　あゆみ園 さんぽ道

あゆみ園

6 栃木市 社会福祉法人　すぎのこ会
地域密着型特別養護老人ホーム
みすぎの郷

高齢

ほか 障害者支援施設　ひのきの杜 障害

ひのきの杜共生

けやきの家

すぎのこ

ひまわり

もくせいの里

みずほの家

あすなろ

あすひ

やまと

愛晃の杜

のあの杜

7 栃木市 医療法人　木水会 介護老人保健施設　やすらぎの里八州苑 高齢

8 栃木市 社会福祉法人　スイートホーム 特別養護老人ホーム　ひまわり

地域密着型特別養護老人ホーム
蔵の街ひまわり

9 栃木市 有限会社　栃木ケアサポートひまわり 栃木ケアサポートひまわり

サービス付き高齢者向け住宅
栃木ケアサポートひまわり

２．福祉分野

高齢

３／６ページ

高齢

障害

障害
・

児童

高齢

高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

10 栃木市 株式会社　ヴァティー ケアステーションあさひ栃木

ほか ケアステーションあさひ栃木藤岡

ケアステーションあさひ栃木薗部町

ケアステーションあさひ小山

ケアステーションあさひ小山第二

ケアステーションあさひ足利

ふるさとホーム足利渡良瀬川

ケアステーションあさひ佐野高萩

ケアステーションあさひ壬生

ケアステーションあさひ宇都宮鶴田

ケアステーションあさひ宇都宮城南

ケアステーションあさひ雀の宮

ケアステーションあさひゆいの杜

ケアステーションあさひ鹿沼

ケアステーションあさひ日光

ケアステーションあさひ真岡

ケアステーションあさひ大田原

ケアステーションあさひさくら

ケアステーションあさひ上三川

11 栃木市 ＳＯＭＰＯケア　株式会社 SOMPOケア　栃木吹上　訪問介護

ほか SOMPOケア　小山　訪問介護

SOMPOケア　足利　訪問介護

SOMPOケア　足利　デイサービス

SOMPOケア　佐野　訪問介護

SOMPOケア　佐野　訪問入浴

SOMPOケア　宇都宮　訪問介護

SOMPOケア　雀宮　訪問介護

SOMPOケア
宇都宮さつき　デイサービス

SOMPOケア　大田原　訪問入浴

SOMPOケア　矢板　訪問介護

SOMPOケア　矢板　デイサービス

12 栃木市 社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会 スマイルケアいずみ 高齢

児童発達支援センター　キッズホームとちぎ

そのべ児童館

高齢

４／６ページ

児童

高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

13 小山市 社会福祉法人　洗心会
特別養護老人ホーム
サンフラワーグリーンホーム

サンフラワーガーデン

障害者支援施設　サンフラワー療護園 障害

法人本部 その他

14 小山市 社会福祉法人　くすの木会 特別養護老人ホーム　きぬの里

特別養護老人ホーム　きぬの里みやび

15 小山市 株式会社　アーバンアーキテック
サービス付き高齢者向け住宅
ご長寿くらぶ小山城北１

ほか
サービス付き高齢者向け住宅
ご長寿くらぶ小山城北２

サービス付き高齢者向け住宅
ご長寿くらぶ佐野・植上

16 小山市 社会福祉法人　パステル 法人本部

ほか ＣＳＷおとめ

フロンティアおやま

つるたみ

セルプ花

ホーム宙

共同生活援助事業
（小山市・壬生町・野木町）

17 小山市 社会福祉法人　小山清風会 特別養護老人ホーム　しょうし苑

特別養護老人ホーム　しょうし苑星座の森

ケアハウス　グレープホーム

デイサービスセンター　エブリデイ

小山市包括支援センター大谷

18 下野市 社会福祉法人　敬和会 特別養護老人ホーム　まほろばの里

ほか 地域密着型特別養護老人ホーム　みのわ

高齢者グループホーム　あすか

高齢者グループホーム　元気

19 足利市 有限会社　邦史会
居宅介護複合施設うるしばら
有料老人ホーム竹の翠

居宅介護複合施設うるしばら
グループホーム青の蓮

ケアルネッサンスうるしばら
介護付有料老人ホームくれまちす

20 足利市 社会福祉法人　美明会 特別養護老人ホーム　義明苑

特別養護老人ホーム　義明苑いなほ
【2020年4月開所予定】

義明苑相生事業所

地域密着型特別養護老人ホーム
義明苑ふくとみ

21 足利市 株式会社　グランド Grand　F＆M　四季采 高齢

高齢

高齢

高齢

５／６ページ

障害

高齢

高齢

高齢

高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

22 足利市 社会福祉法人　善隣学園 障害者支援施設　ルンビニー園 障害

23 足利市 株式会社　シダー
介護付有料老人ホーム
ラ・ナシカあしかが

ほか あおぞらの里　御幸ヶ原デイサービスセンター

あおぞらの里　御幸ヶ原ケアプランセンター

24 佐野市 社会福祉法人　とちのみ会 山形ゆずりは

吉水ゆずりは

佐野市 社会福祉法人　とちのみ会 とちのみ学園

こなかの森

和泉

どんぐり

フロム浅沼

こども発達支援センター
さの　かりん・おおぞら

児童

25 佐野市 医療法人　社団　亀田医院 デイサービスゆめみ

ショートステイゆめみ

26 佐野市 社会福祉法人　常盤福祉会 特別養護老人ホーム　万葉植野の里

特別養護老人ホーム　万葉堀米の里

特別養護老人ホーム　万葉

居宅介護支援事業所　万葉

27 佐野市 社会福祉法人 桜和会 特別養護老人ホーム　大栗の里 高齢

28 壬生町 株式会社　サンライズ ショートステイみぶの杜 高齢

29 壬生町 社会福祉法人　関記念　栃の木会 介護老人保健施設　みなと荘

ほか 特別養護老人ホーム　しもつけ荘

地域密着型特別養護老人ホーム
しもつけ荘

認知症老人グループホームうらら

特別養護老人ホーム　いしばし

30 野木町 社会福祉法人　延寿会 児童養護施設　アリスとテレス 児童

ほか 医療法人　社団　友志会 介護老人保健施設　ぶどうの舎

地域密着型総合住宅　風わらう舎

介護老人保健施設　ひまわり舎

グループホーム　森の舎

リハビリテーション花の舎病院

31 野木町 特定非営利活動法人　みらい 花れい工房

地域活動支援センターみらい

障害

６／６ページ

高齢

高齢

高齢

障害

高齢

高齢

高齢


