
番号 法人名 事業所名 事業所種別 勤務地

1 社会福祉法人　すかい ・皇海荘
・障害者支援施設
・特定施設入居者生活介護

・日光市

2 社会福祉法人　千成会
・ひょうたん村
・ひょうたん亭
・どんぐり亭

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅支援事業所
・居宅介護支援事業所

・宇都宮市

3 社会福祉法人　光誠会
・フローラりんくる
・ころぼっくる
・はがの里

・特別養護老人ホーム
・宇都宮市・高根沢町
・芳賀町

4 社会福祉法人　緑風会
・グリーンホーム
・オレンジホーム
・いずみの里

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・通所介護

・鹿沼市

5 社会福祉法人　飛山の里福祉会
・宇都宮泉が丘ふれあいプラザ
・真岡ハートヒルズ
・ハート飛山・田井の里

・障害者施設
・特別養護老人ホーム

・宇都宮市
・真岡市

6 社会福祉法人　朝日会
・はりがや・実梨の丘・かぬま花の風
・はりがや花の風

・特別養護老人ホーム
・宇都宮市
・真岡市

7 社会福祉法人　正富福祉会 ・いこいの森西原 ・特別養護老人ホーム ・宇都宮市

8 社会福祉法人　昂希会
・すまいる
・ひだまり
・ひより

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・認知症対応型共同生活介護

・日光市

9 社会福祉法人　すぎなみき会
・すぎなみき学園
・みつみねの郷

・障害者支援施設
・特別養護老人ホーム

・日光市
・栃木市

10 社会福祉法人　希望の家
・鹿沼ハウス　　・武子の家
・さつきハウス　　・日向希望の家

・障害者支援施設
・多機能型事業所（障害）

・鹿沼市

11 社会福祉法人　もろ栄福祉会
・おりづる
・鶴の郷

・特別養護老人ホーム
・短期入手生活介護
・通所介護
・認知症対応型共同生活介護
・認知症対応型通所介護

・鹿沼市

12 社会医療法人　恵正会
・いずみ　・桜野
・桜の郷　　・黒須病院

・介護老人保健施設（病院）
・認知症対応型共同生活介護
・介護付き有料老人ホーム

・さくら市

13 社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会
・桜ふれあいの郷
・清風園

・障害者支援施設 ・さくら市

14 社会福祉法人　すぎのこ会
・もくせいの里　　・ひのきの杜
・ひまわり　　　　 ・みすぎの郷　　　　他

・障害者支援施設
・高齢者、障害児複合型事業所
・特別養護老人ホーム

・日光市
・栃木市

15 社会福祉法人　藹藹会
・ハートフィールド
・クオーレ

・障害者支援施設
・保育所

・宇都宮市

16 社会福祉法人　東晴会

・瑞寿苑
・緑の郷
・みずほ
・瑞穂野

・特別養護老人ホーム
・通所介護
・短期入所生活介護
・訪問介護
・老人介護支援センター

・宇都宮市

17 社会福祉法人　蓬愛会
・ケアプラザ而今
・にこんきつれ荘
・而今荘

・特別養護老人ホーム
・宇都宮市
・さくら市
・芳賀町

18 社会福祉法人　晃丘会

・ケアハウスシャトーおおるり
・ひばり
・つぐみ
・おおるりの森

・特別養護老人ホーム
・通所介護
・軽費老人ホーム
・障害者支援施設

・宇都宮市

19 社会福祉法人　正恵会

・ホームタウンほそや　・ホームタウン宝木
・グループホームタウン上河内
・羽黒レクレーションセンター
・青い鳥

・特別養護老人ホーム
・認知症対応型共同生活介護
・通所介護
・訪問介護・訪問看護

・宇都宮市

20 社会福祉法人　日光福栄会
・きわだの郷　　・ひらがさ喜の里
・喜わだ亭　　・さかた園（仮称）

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・通所介護

・日光市
・鹿沼市
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番号 法人名 事業所名 事業所種別 勤務地

21 社会福祉法人　すぎの芽会
・すぎの芽学園　・デイセンターすぎの芽
・ドリームセンター一条　　・サポートセンターとみや
・きよはら荘  ・なつぼ

・障害者支援施設
・障害福祉サービス事業所
・特別養護老人ホーム

・宇都宮市

22 社会福祉法人　長寿栄光会
・宮の里　・宮の里かわだ　・宮の里ふじおか
・ふじおか　かんのん

・特別養護老人ホーム
・小規模多機能型居宅介護

・宇都宮市

23 社会福祉法人　真純乃郷福祉会
・真純乃園
・おおや
・大地

・障害者支援施設
・福祉サービスセンター（障害）
・共同生活介護(障害）

・宇都宮市

24 社会福祉法人　ふれあいコープ

・みどり　　・みどりの樹
・コープの家双葉2丁目
・コープデイサービスセンター(江曽島、緑3丁目、平松本町、
緑2丁目）
・コープヘルパーステーション江曽島

・特別養護老人ホーム
・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・訪問介護

・宇都宮市

25 ユーファーム　株式会社
・ユーファーム御幸が原
・ユーファームさくら

・障害者支援施設（就労継続支援Ａ
型）

・宇都宮市
・さくら市

26 株式会社　川島コーポレーション ・サニーライフ宇都宮 ・有料老人ホーム ・宇都宮市

27 株式会社　フレンド

・ふれんど小規模多機能施設（鹿沼、羽川、下野、壬生、他）
・グループホームふれんど（間々田、下野、壬生、真岡　他）
・ふれんど小山デイサービスセンター（羽川、しもつけ、
 結城、他）
・ふれんどショートステイしもつけ　　他

・高齢者グループホーム
・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所

・宇都宮市　・小山市
・芳賀町　・壬生町
・栃木市　・真岡市
・下野市  ・佐野市

28 株式会社　ヴァティー
・ふるさとホーム（ゆいの杜、小山、真岡、足利、他）
・ケアステーションあさひ（小山、小山第弐、栃木、栃木薗部
町、栃木藤岡、壬生、上三川　他）

・サービス付高齢者向け住宅
・通所介護

・宇都宮市　・さくら市
・鹿沼市　　・日光市
・小山市　・真岡市
・栃木市　　・壬生町
・上三川町　・足利市
・大田原市

29 株式会社　シルバーライフネットワーク ・サンフレンズ(宇都宮、壬生、しずか）
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅

・宇都宮市
・壬生町
・栃木市

30 株式会社　ホアラウナ
・キッザスオハナ宮原
・ケイキルーム宇都宮中央
・サポートセンターオハナ

・放課後等デイサービス（障害）
・日中一時支援事業（障害）
・訪問介護（障害）

・宇都宮市

31 株式会社　ようきぐらし ・ようきぐらし
・サービス付高齢者向け住宅
・通所介護

・宇都宮市

32 株式会社　ユニマット　リタイアメント・コミュニティ

・小山ケアセンターそよ風（西川田、今泉、鹿沼、栃木、足
利、芳賀、大田原、くろいそ、）
・佐野ショートステイそよ風

・短期入所生活介護
・通所介護
・認知症対応型共同生活介護

・宇都宮市　・鹿沼市
・小山市　　　・栃木市
・足利市　   　・佐野市
・大田原市・那須塩原市

33 株式会社オーエーシー企画
・鶴田ショートステイひばりが丘
・ケアステーション雲雀ヶ丘

・短期入所生活介護
・通所介護
・訪問介護

・宇都宮市

34 株式会社　ほほえみ倶楽部
・ヘルパーステーションほほえみ倶楽部（宇都宮、栃木、下
野、石橋、上三川、）

・訪問介護
・宇都宮市　・小山市
・栃木市　・下野市
・上三川町

35 医療法人　北斗会

・宇都宮東病院
・宇都宮シルバーホーム
・宇都宮東ヘルパーステーション
・高根沢シルバーホーム

・介護老人療養施設（病院）
・介護老人保健施設
・訪問介護

・宇都宮市
・高根沢市

36 上都賀厚生農業協同組合連合会 ・かみつが ・介護老人保健施設 ・鹿沼市

37
社会福祉法人　晴桜会
株式会社　TAKK

・つばきハウス
・さくらハウス

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護（予防あり）
・通所介護（予防あり）
・小規模多機能型居宅介護（予防あ
り）
・認知症対応型生活介護（予防あり）

・那須塩原市

38 社会福祉法人　パステル
・ホーム宙
・セルプ花・つるたみ・ﾌﾛﾝﾃｨｱみやま
・たのしそう・パステル24

・障害者支援施設
・福祉サービス事業所
・障害者グループホーム
・居宅介護支援事業所

・野木町・小山市
・壬生町

39 社会福祉法人　鐘の鳴る丘福祉会 ・咲くら館 ・特別養護老人ホーム ・栃木市

40
社会福祉法人　同愛会
社会福祉法人　あいのかわ福祉会

・須賀共有学園　・ライキ園　・光輝舎
・星の郷　・かねだの里　・四季の風

・障害者支援施設
・特別養護老人ホーム

・大田原市
・塩谷町
・益子町

41 社会福祉法人　関　記念　栃の木会 ・いしばし ・特別養護老人ホーム ・下野市

42 医療法人　小山すぎの木クリニック
・デイケアwaki愛愛
・ＷＡＫＩ愛愛

・通所リハビリテーション
・居宅介護支援事業所

・小山市


