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№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

1 矢板市 社会福祉法人　厚生会 特別養護老人ホーム　八汐苑 高齢

2 矢板市 社会福祉法人　たかはら学園 たかはら学園 障害・児童

たかはら育成園 障害・児童

デイセンターたかはら 障害・児童

Ｋｉｄｓたかはら 障害・児童

メゾンたかはら 障害・児童

ハニーハイツたかはら 障害・児童

ワークスたかはら 障害・児童

たけのこ園 障害・児童

3 矢板市 株式会社　ニチイ学館 【宇都宮支店】

大田原市 ニチイケアセンター矢板 高齢

ほか ニチイケアセンター大田原 高齢

ニチイケアセンター大田原中央 高齢

ニチイケアセンター西那須野 高齢

ニチイケアセンター宇都宮 高齢

ニチイケアセンター峰 高齢

ニチイケアセンター一ノ沢 高齢

ニチイケアセンター鹿沼 高齢

ニチイケアセンター下田町 高齢

ニチイケアセンター真岡 高齢

ニチイケアセンター上高間木 高齢

ニチイケアセンター益子 高齢

ニチイ学館　宇都宮校 高齢
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№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

3 矢板市 株式会社　ニチイ学館 【小山支店】

大田原市 ニチイケアセンター足利 高齢

ほか ニチイケアセンターおりひめ 高齢

ニチイケアセンター足利東山 高齢

ニチイケアセンター栃木 高齢

ニチイケアセンター佐野 高齢

ニチイケアセンターおやま 高齢

ニチイケアセンター城東 高齢

ニチイ学館　小山支店 高齢

4 矢板市 ＳＯＭＰＯケア　株式会社 SOMPOケア　矢板　訪問介護 高齢

大田原市 SOMPOケア　矢板　デイサービス 高齢

ほか SOMPOケア　大田原　訪問入浴 高齢

SOMPOケア　宇都宮　訪問介護 高齢

SOMPOケア　雀宮　訪問介護 高齢・障害

SOMPOケア　宇都宮さつき　デイサービス 高齢

SOMPOケア　足利　訪問介護 高齢

SOMPOケア　足利　デイサービス 高齢

SOMPOケア　栃木吹上　訪問介護 高齢

SOMPOケア　佐野　訪問介護 高齢

SOMPOケア　佐野　訪問入浴 高齢

SOMPOケア　小山　訪問介護 高齢・障害

5 矢板市 株式会社　ＴＬＣ 片岡ケアステージとちの木 高齢

那須烏山市 烏山ケアステージとちの木 高齢

6 矢板市 一般社団法人　ＦｉｖｅＬｅａｆ ＣＯＣＯサポートセンターゆず 児童



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

7 塩谷町 医療法人社団　たかはら会 介護老人保健施設　ユニットケアしおや 高齢

グループホームおおくぼ 高齢

通所介護事業所　湯ったりしおや 高齢

8 塩谷町 社会福祉法人　同愛会 特別養護老人ホーム　星の郷 高齢

大田原市 特別養護老人ホーム　四季の風 高齢

ほか 特別養護老人ホーム　かねだの里 高齢

なかがわ苑（令和2年4月開所） 高齢・障害

ライキ園 障害

コミュニティサポートセンターひかり 障害

光輝舎 障害

社会福祉法人　あいのかわ福祉会 那須共育学園 障害

あゆも 障害

ワークス共育 障害

9 大田原市 特定非営利活動法人　バリアフリー総研 希望の里甲州屋 障害

那須塩原市 希望の里みはら 障害

希望の杜みはら 障害

希望の里みどり 障害

希望の杜さんわ 障害

希望の里にしなすの 障害

10 大田原市 社会福祉法人　邦友会 特別養護老人ホーム　おおたわら風花苑 高齢

那須塩原市 おおたわらマロニエデイサービス 高齢

おおたわらマロニエデイケアサービス 高齢

おおたわらマロニエホーム 高齢

特別養護老人ホーム　栃の実荘 高齢

サポートハウス那須 障害



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

10 大田原市 社会福祉法人　邦友会 なす療育園 障害・児童

那須塩原市 那須こどもの家 児童

学校法人　国際医療福祉大学 介護老人保健施設　マロニエ苑 高齢

11 那須塩原市 社会福祉法人　晴桜会 特別養護老人ホーム　つばきハウス 高齢

株式会社　ＴＡＫＫ さくらハウス 高齢

12 さくら市 社会医療法人　恵生会 介護老人保健施設　いずみ 高齢

グループホーム桜野 高齢

介護付有料老人ホーム　桜の郷 高齢

13 さくら市 社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会 清風園 障害

桜ふれあいの郷 障害・児童

14 さくら市 社会福祉法人　蓬愛会 特別養護老人ホーム　にこんきつれ荘 高齢

宇都宮市 特別養護老人ホーム　而今桜 高齢

ほか 小規模多機能型居宅介護支援事業　城下庵 高齢

特別養護老人ホーム　ケアプラザ而今 高齢

特別養護老人ホーム　美渉 高齢

ケアハウス　ケアプラザ而今 高齢

ケアハウス　アオーラ而今 高齢

養護老人ホーム　アオーラ而今 高齢

特別養護老人ホーム　而今荘 高齢

15 高根沢町 医療法人　北斗会 宇都宮東ヘルパーステーション 高齢

宇都宮市 宇都宮東病院 高齢

介護老人保健施設　宇都宮シルバーホーム 高齢

介護老人保健施設　高根沢シルバーホーム 高齢



№ 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別

16 高根沢町 社会福祉法人　光誠会 特別養護老人ホーム　フローラりんくる 高齢

宇都宮市 特別養護老人ホーム　びーね 高齢

ほか 特別養護老人ホーム　ころぼっくる 高齢

地域密着型特別養護老人ホーム　科の木 高齢

特別養護老人ホーム　はがの杜 高齢

17 高根沢町 株式会社　ツクイ ツクイ高根沢営業所 高齢

宇都宮市 ツクイ戸祭営業所 高齢

ツクイ宇都宮東営業所 高齢

18 那須烏山市 社会福祉法人　正州会 特別養護老人ホーム　愛和苑 高齢

ユニット型特別養護老人ホーム　愛和苑 高齢

特別養護老人ホーム　あいぜん 高齢

認知症対応型通所介護事業所　えがお蔵舞 高齢

グループホームふげん 高齢

19 那珂川町 社会福祉法人　鶯和会 特別養護老人ホーム　和見の里山 高齢



　保育　参加求人事業所一覧（ブース順）
　　　　　　　　　　　　　　※1～19 福祉ブースです

NO. 法人名 求人事業所名 事業所市町 種別 備考

福）あいのかわ福祉会 かねだ保育園 大田原市 保育所

おおみや保育園 塩谷町 保育所

ふにゅう保育園 塩谷町 保育所

ゆうゆうランド高根沢園 高根沢町
地域型
小規模A

ゆうゆうランド那須烏山園 那須烏山町
地域型
小規模A

ゆうゆうランドさくら園 さくら市
地域型
小規模A

ちびっこランドさくら園 さくら市 地域型
小規模A

23 福）陽向 陽だまり保育園 高根沢町 保育所

24 学）つきえ学園 虹ヶ丘認定こども園 那須塩原市 幼保連携型
認定こども園

なかのこ認定こども園 那珂川町

ひばり認定こども園 那珂川町

わかあゆ認定こども園 那珂川町

認定こども園黒羽幼稚園 大田原市 幼保連携型
認定こども園

くろばね保育園 大田原市 保育所

にじいろ保育園 高根沢町 保育所

のびのび保育園 高根沢町 保育所

にこにこ保育園 那須烏山市岩子

すくすく保育園 那須烏山市野上

ひばりヶ丘保育園

とようら保育園

20
福）同愛会

25 那珂川町
幼保連携型

認定こども園

21 学）国際医療福祉大学 国際医療福祉病院 院内保育室 矢板市
無認可
託児所

28 那須烏山市 保育所

26 学）仁平学園

27 高根沢町

30 福）寿光会 矢板保育園 矢板市 保育所

29 学）明星館幼稚園 いなむら保育園 那須塩原市 保育所

31 福）那須若葉会 那須塩原市 保育所

32 那須町 那須町公立保育園（7か所） 那須町 保育所

34 学）すみれ幼稚園 認定こども園すみれ幼稚園 矢板市 幼保連携型
認定こども園

トチナビ(有）22
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NO. 法人名 求人事業所名 事業所市町 種別 備考

こどもの森保育園 矢板市

こどもの森こころ保育園 矢板市

こどもの森YOU保育園 さくら市

あおぞら保育園 さくら市

たいよう保育園 さくら市

わくわく保育園 さくら市

あったか保育園 那須塩原市 保育所

36 さくら市 保育所

36 福）がんばり福祉会 保育所

35 学）すぎのこ学園
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