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鹿 沼

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19日土
資格や経験のない方の参加も
お待ちしています。

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。

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

鹿沼商工会議所

鹿沼市、日光市、栃木市
壬生町

（アザレアホール）

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。

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!!

●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、調理員
　　　　　 ほか

〈過去の求人例〉

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

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

中高年や
主婦も
　活躍中

とちまるくん ©栃木県
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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。



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

1 鹿沼市 株式会社　ケアネットサービス ケアねっと宇都宮　鹿沼サテライトオフィス　訪問介護

宇都宮市 ケアねっと宇都宮　訪問介護

2 鹿沼市 社会福祉法人　緑風会 特別養護老人ホーム　グリーンホーム

特別養護老人ホーム　オレンジホーム

地域密着型特別養護老人ホーム　オレンジホーム

小規模多機能型・グループホーム　いずみの里

3 鹿沼市 社会福祉法人　朝日会 特別養護老人ホーム　かぬま花の風

宇都宮市 認知症グループホーム／小規模多機能型居宅介護　かぬま花の風

特別養護老人ホーム　はりがや

特別養護老人ホーム　はりがや花の風

ホームヘルプサービスはりがや

デイサービスはりがや

はりがや健康教室

さつき健康教室

憩いの家”よってきな”

デイサービスセンターつるた

デイサービスセンター五代

認知症対応型通所”ひなたぼっこ”

リハートひらまつ

4 鹿沼市 社会福祉法人　久寿福祉会 特別養護老人ホーム　ハーモニー

デイサービスセンター　メロディー

5 鹿沼市 社会福祉法人　日光福栄会 特別養護老人ホーム　さかた園

日光市 特別養護老人ホーム　さかた園(デイサービス)

介護付高齢者ホーム　ウェルケアひよし

特別養護老人ホーム　喜わだ亭

特別養護老人ホーム　きわだの郷

特別養護老人ホーム　ひらがさ喜の里

特別養護老人ホーム　ひらがさ喜の里(デイサービス)

高齢

福祉のお仕事就職フェア2019・県西エリア(鹿沼市10/19(土)開催）参加予定事業所一覧

2019.10.7現在

高齢

高齢

高齢

高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

6 鹿沼市 社会福祉法人　希望の家 鹿沼ハウス

さつきハウス

武子希望の家

日向希望の家

7 鹿沼市 株式会社　ユニマット 鹿沼ケアセンターそよ風

栃木市 リタイアメント・コミュニティ 栃木ケアセンターそよ風

ほか 今泉ケアセンターそよ風

西川田ケアセンターそよ風

足利ケアセンターそよ風

佐野ショートステイそよ風

小山ケアセンターそよ風

大田原ケアセンターそよ風

くろいそケアセンターそよ風

芳賀ケアセンターそよ風

野木ケアセンターそよ風

8 鹿沼市 上都賀厚生農業協同組合連合会 老人保健施設かみつが 高齢

9 鹿沼市 株式会社　ニチイ学館 【宇都宮支店】

栃木市 ニチイケアセンター鹿沼

ほか ニチイケアセンター下田町

ニチイケアセンター宇都宮

ニチイケアセンター峰

ニチイケアセンター一ノ沢

ニチイケアセンター真岡

ニチイケアセンター上高間木

ニチイケアセンター大田原

ニチイケアセンター大田原中央

ニチイケアセンター矢板

ニチイケアセンター西那須野

ニチイケアセンター益子

ニチイ学館　宇都宮校

障害

高齢

高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

ニチイキッズ元今泉保育園

ニチイキッズ佐野新都市保育園

ニチイキッズおやま東城南保育園

【小山支店】

ニチイケアセンター栃木

ニチイケアセンター足利

ニチイケアセンターおりひめ

ニチイケアセンター足利東山

ニチイケアセンター佐野

ニチイケアセンターおやま

ニチイケアセンター城東

ニチイ学館　小山支店

10 鹿沼市 ハッピーライフケア　株式会社 グローバルキッズメソッド鹿沼店

宇都宮市 グローバルキッズメソッド岩曽店

ほか グローバルキッズメソッド小山店

グローバルキッズメソッド真岡店

グローバルキッズメソッドさくら店

11 鹿沼市 社会福祉法人　もろ栄福祉会 特別養護老人ホーム　おりづる

グループホーム　鶴の郷

デイサービスセンターおりづる

認知症対応型老人デイサービスセンター鶴の郷

12 鹿沼市 株式会社　さわやか倶楽部 さわやかかぬま館

宇都宮市 さわやかすずめのみや

ほか さわやかさの館

さわやかなすしおばら館

13 鹿沼市 株式会社　フレンド ふれんど小規模多機能施設かぬま

栃木市 ふれんど小規模多機能施設楡木

壬生町 グループホームふれんど西方

ほか グループホームふれんど壬生

グループホームふれんど東雲

高齢

児童

障害・児童

高齢

高齢

高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

グループホームふれんど八木岡

ふれんど真岡居宅介護支援センター

14 日光市 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

栃木市 障害者支援施設　ひのきの杜 障害

愛晃の杜

のあの杜

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

15 日光市 社会福祉法人　大恵会 特別養護老人ホーム　ひかりの里 高齢

16 日光市 社会福祉法人　すぎなみき会 特別養護老人ホーム　みつみねの郷

栃木市 小規模多機能みつみねの郷

すぎなみき学園 障害

17 日光市 特定非営利活動法人　より道 生活介護事業所　友喜

ホームより道

共同生活援助より道

18 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

とちぎメディカルセンターしもつが

とちぎメディカルセンターとちのき

19 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

20 栃木市 社会福祉法人　ふれあいコープ 特別養護老人ホーム　かたやなぎ

宇都宮市 特別養護老人ホーム　みどり

ほか 特別養護老人ホーム　みどりの樹

高齢

障害・児童

高齢

児童

高齢

高齢

障害



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

コープ安心ケアシステムみどり

法人本部

コープ福祉介護センター小山

21 栃木市 ＳＯＭＰＯケア　株式会社 SOMPOケア　栃木吹上　訪問介護

宇都宮市 SOMPOケア　宇都宮　訪問介護

ほか 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　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　小山　訪問介護

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

22 壬生町 社会福祉法人　せせらぎ会 せせらぎ 障害

23 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

24 宇都宮市 社会福祉法人　光誠会 特別養護老人ホーム　びーね

ほか 特別養護老人ホーム　ころぼっくる

地域密着型特別養護老人ホーム　科の木

特別養護老人ホーム　はがの杜

特別養護老人ホーム　フローラりんくる

25 宇都宮市 コンテック　株式会社 まごころの家　宇都宮砥上

まごころの家　宇都宮砥上北原

26 宇都宮市 社会福祉法人　藹藹会 ハートフィールド

グループホーム　アネーロ

ハートフルナーサリー 児童

27 宇都宮市 社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会 清風園

ほか 桜ふれあいの郷

宝木保育園 児童

高齢

障害

高齢

高齢

障害

高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

28 宇都宮市 社会福祉法人　蓬愛会 特別養護老人ホーム　ケアプラザ而今

ほか 特別養護老人ホーム　美渉

ケアハウス　ケアプラザ而今

ケアハウス　アオーラ而今

養護老人ホーム　アオーラ而今

特別養護老人ホーム　にこんきつれ荘

特別養護老人ホーム　而今桜

小規模多機能型居宅介護支援事業　城下庵

特別養護老人ホーム　而今荘

29 宇都宮市 医療法人　一心会 介護老人保健施設　野沢の里 高齢

30 宇都宮市 社会福祉法人　正恵会 特別養護老人ホーム　宝寿苑

デイサービスセンター宝寿苑

グループホーム宝寿の里

宝寿苑ヘルパーステーション

グッドエイジクラブ宇都宮

小規模多機能ホームタウン上河内

31 矢板市 株式会社　ＴＬＣ 片岡ケアステージとちの木

那須烏山市 烏山ケアステージとちの木

高齢

高齢

高齢


