
≪全域エリア：宇都宮≫　参加事業所一覧 平成３０年　２月１７日（土）開催

番号 事業所名 事業所種別 勤務地 法人名

1 ・鶴田ショートステイひばりヶ丘 ・短期入所生活介護 ・宇都宮市鶴田町 株式会社ｵｰｴｰｼｰ企画

2

・グループホーム　のずの家
・小規模多機能型居宅介護事業所　のずの里もばら
・小規模多機能型居宅介護事業所　のずの里北若松原
・小規模多機能型居宅介護事業所　のずの里かいどう

・認知症対応型共同生活介護
・小規模多機能型居宅介護

・宇都宮市茂原町
・宇都宮市北若松原
・宇都宮市海道町

株式会社　野沢実業

3
・特別養護老人ホームふくろうの杜
・ショートステイふくろうの杜

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護

・宇都宮市逆面町 社会福祉法人　桜寿会

4 ・ハートフィールド ・障害者支援施設（入所） ・宇都宮市古賀志町 社会福祉法人　藹藹会

5 ・サービス付き高齢者向け住宅　やさしえかぬま ・サービス付き高齢者向け住宅 ・鹿沼市上野町 株式会社　やさしい手　栃木中央

6 ・とちぎリハビリテーションセンター駒生園 ・障害者支援施設（自立訓練） ・宇都宮市駒生町 とちぎﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

7

・特別養護老人ホーム宮の里
・特別養護老人ホーム宮の里かわだ
・特別養護老人ホーム宮の里ふじおか
・小規模多機能型居宅介護事業所かんのん
・小規模多機能型居宅介護事業所ふじおか

・特別養護老人ホーム
・小規模多機能型居宅介護

・宇都宮市田野町
・宇都宮市川田町
・宇都宮市宝木本町
・宇都宮市大谷町

社会福祉法人　長寿栄光会　 

8

・すぎの芽学園
・デイセンターすぎの芽
・サポートセンターとみや
・サポートセンターとみや生活支援センター
・ドリームセンター一条
・みずほ福祉支援センター
・きよはら荘
・地域密着型特別養護老人ホームなつぼ
・デイサービスあじさい

・障害者支援施設（入所、生活介護、就
労継続B型、相談支援事業、共同生活
援助）
・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・通所介護

・宇都宮市板戸町
・宇都宮市徳次郎町
・宇都宮市一条
・宇都宮市下桑島町
・宇都宮市中岡本町

社会福祉法人　すぎの芽会

9

・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真岡
・ニチイケアセンター益子
・ニチイケアセンター矢板
・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鹿沼

・ニチイキッズ元今泉保育園
・ニチイキッズ星が丘通り保育園
・ニチイキッズおやま東城南保育園
・西方病院すこやか保育所
・大野医院キッズルーム
・ニチイ学館　宇都宮校

・訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・居宅介護支援事業
・訪問看護
・福祉用具貸与
・保育所
・ベビーシッター養成校

・宇都宮市城東
・宇都宮市簗瀬町
・宇都宮市峰
・真岡市東光寺
・益子町七井
・矢板市東町
・大田原市佐久山
・大田原市城山
・鹿沼市上野町

・宇都宮市馬場通り
・宇都宮市下戸祭
・宇都宮市元今泉
・小山市東城南
・栃木市西方町金崎
・鹿沼市上田町

株式会社　ニチイ学館宇都宮支店

10

・鹿沼ハウス
・さつきハウス
・武子希望の家
・日向希望の家

・障害者支援施設（多機能型事業所）
・鹿沼市武子
・鹿沼市酒野谷

社会福祉法人　希望の家

11 ・特別養護老人ホーム　湯の里長寿苑 ・特別養護老人ホーム ・足利市大沼田町 社会福祉法人　鹿島会

12

・家族の家ひまわり宇都宮豊郷台
・家族の家ひまわり宇都宮ゆいの杜
・家族の家ひまわり宇都宮富屋
・家族の家ひまわり鹿沼
・家族の家ひまわり日光
・家族の家ひまわり真岡
・家族の家ひまわり小山

・サービス付き高齢者向け住宅
・訪問介護
・通所介護
・居宅介護支援事業

・宇都宮市豊郷台
・宇都宮市ゆいの杜
・宇都宮市下金井町
・鹿沼市千渡
・日光市瀬川
・真岡市荒町
・小山市駅東通り

株式会社　三英堂商事

13

・おおたわら風花苑
・おおたわらマロニエホーム
・おおたわらマロニエデイサービス
・おおたわらマロニエデイケアサービス
・サポートハウス那須
・なす療育園
・那須こどもの家

・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
・通所リハビリテーション
・障害者支援施設（入所、生活介護、短
期入所、療養介護）
・医療型障害児入所施設
・情緒障害児短期治療施設

・大田原市北金丸 社会福祉法人　邦友会



14

・かねだの里
・星の郷
・四季の風
・光輝舎
・ライキ園
・ふにゅう保育園
・おおみや保育園
・那須共育学園
・かねだ保育園
・あさか保育園

・特別養護老人ホーム
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・障害者支援施設（入所、生活介護、相
談支援）
・保育所

・大田原市市野沢
・塩谷町田所土屋
・大田原市城山
・益子町北中
・塩谷町熊ノ木
・塩谷町船生
・塩谷町大宮
・大田原市小滝上ノ山
・大田原市中田原
・大田原市浅香

社会福祉法人　同愛会
社会福祉法人　あいのかわ福祉会

15

・さわやかすずめのみや
・さわやかかぬま館
・さわやかさの館
・さわやかなすしおばら館

・特定施設入所者生活介護

・宇都宮市若松原
・鹿沼市寺町
・佐野市堀米町
・那須塩原市西朝日町

株式会社　さわやか倶楽部

16

・サンフラワー療護園
・サンフラワーガーデン
・サンフラワーグリーンホーム
・こばと保育園
・こばとキッズ
・間々田保育園　　他

・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・障害者支援施設
・保育所　　他

・小山市出井
・小山市雨ヶ谷
・小山市間々田　他

社会福祉法人　洗心会

17
・サービス付き高齢者向け住宅　市貝の里なごみ
・デイサービスセンターなごみ

・サービス付き高齢者向け住宅
・訪問介護
・通所介護
・居宅介護支援事業

・市貝町椎谷 株式会社　大根田

18

・特別養護老人ホーム敬愛荘
・グループホームさらい
・地域密着型特別養護老人ホームてんまりの杜
・小規模多機能ホームなごみ
・那須烏山市地域包括支援センターからすやま
・にじいろ保育園

・特別養護老人ホーム
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域包括支援センター
・保育所

・那須烏山市滝田
・那須烏山市南

社会福祉法人　敬愛会

19

・おおるりの森
・ショートステイおおるりの森
・デイサービスおおるりの森
・ケアハウス　シャトーおおるり
・ひばり
・つぐみ（清原・陽東・石井・竹下）

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・通所介護
・ケアハウス
・障害者支援施設（入所、生活介護、共
同生活援助）

・宇都宮市竹下町
・宇都宮市清原台
・宇都宮市陽東
・宇都宮市石井町

社会福祉法人　晃丘会

20

・特別養護老人ホームおりづる
・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おりづる
・グループホーム鶴の郷
・居宅介護支援事業おりづる

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護
・居宅介護支援事業

・鹿沼市茂呂 社会福祉法人　もろ栄福祉会

21 ・ルンビニー園 障害者支援施設（生活介護） ・足利市樺崎町 社会福祉法人　善隣学園

22

・地域密着型特別養護老人ホーム緑の郷
・特別養護老人ホーム瑞寿苑
・デイサービスセンターみずほ
・みずほ・雀宮デイセンター

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・通所介護

・宇都宮市西刑部町
・宇都宮市上桑島町
・宇都宮市雀宮町

社会福祉法人　東晴会

23
・清風園
・桜ふれあいの郷
・宝木保育園

・障害者支援施設（入所、生活介護、就
労継続B型）
・福祉型障害児入所施設
・保育所

・さくら市押上
・さくら市鍛冶ヶ沢
・宇都宮市若草

社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会

24

・特別養護老人ホームフローラりんくる
・特別養護老人ホームはがの杜
・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ころぼっくる
・デイサービスセンターころぼっくる
・特別養護老人ホームびーね

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・通所介護
・ケアハウス
・認知症対応型共同生活介護
・認知症対応型通所介護

・高根沢町宝積寺
・芳賀町東水沼
・宇都宮市岩曽町
・宇都宮市東簗瀬

社会福祉法人　光誠会

25
・ショートステイおもちゃのまちえがお
・デイサービスセンターおもちゃのまちえがお
・デイホームえがお

・短期入所生活介護
・通所介護

・壬生町安塚拓生
・壬生町藤井

ＮＰＯ法人　えがお会

26

・小規模多機能ホームタウン上河内
・上河内デイサービスセンター
・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
・宝寿苑ヘルパーステーション
・訪問看護ステーション青い鳥
・グッドエイジクラブ宇都宮
・ホームタウンほそや

・特別養護老人ホーム
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・通所介護
・訪問介護、（障）居宅介護
・訪問看護

・宇都宮市下小倉町
・宇都宮市宝木本町
・宇都宮市細谷町

社会福祉法人　正恵会

27 ・とちぎの郷
・介護老人保健施設
・通所リハビリテーション

・栃木市境町 一般財団法人　とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ



28

・もくせいの里
・ひのきの杜
・ひのきの杜共生
・愛晃の杜
・すぎのこ
・けやきの家
・あすなろ
・みずほの家
・ひまわり
・やまと
・地域密着型特別養護老人ホームみずきの郷

・障害者支援施設
・特別養護老人ホーム
・通所介護
・放課後等デイサービス

・栃木市大平町西山田
・栃木市岩舟町曲ヶ島
・栃木市岩舟町鷲巣
・栃木市大皆川町
・栃木市大平町横堀
・栃木市岩舟町静
・栃木市万町
・栃木市岩舟町小野寺
・日光市花石町

社会福祉法人　すぎのこ会

29
・特別養護老人ホーム滝の原苑
・老人保健施設ファミール滝の原

・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設

・宇都宮市鶴田町 社会福祉法人　西仁会　　

30

・特別養護老人ホームみどり
・特別養護老人ホームみどりの樹
・コープ安心ケアシステムみどり
・コープデイサービスセンター江曽島
・コープデイサービスセンター平松本町
・特別養護老人ホームかたやなぎ

・特別養護老人ホーム
・通所介護
・定期巡回、随時対応サービス

・宇都宮市緑
・宇都宮市江曽島
・宇都宮市平松本町
・栃木市片柳町

社会福祉法人　ふれあいコープ

31

・特別養護老人ホーム而今荘
・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事業所　城下庵
・特別養護老人ホームケアプラザ而今
・ケアハウスケアプラザ而今
・特別養護老人ホーム美渉
・ケアハウスアオーラ而今
・養護老人ホームアオーラ而今
・在宅介護支援センター　而今荘
・在宅介護支援センター　にこん
・在宅介護支援センター ケアプラザ而今

・特別養護老人ホーム
・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・ケアハウス
・養護老人ホーム
・居宅介護支援事業

・芳賀町稲毛田
・さくら市下河戸
・さくら市喜連川
・宇都宮市砥上町
・宇都宮市陽東

社会福祉法人　蓬愛会

32

・ホームヘルプサービスはりがや
・特別養護老人ホームはりがや実梨の丘
・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夢希の杜
・特別養護老人ホームはりがや花の風
・デイサービスはりがや
・在宅介護支援センターはりがや
・介護相談センターうつのみや
・特別養護老人ホームかぬま花の風
・小規模多機能型居宅介護かぬま花の風
・認知症グループホームかぬま花の風

・訪問介護
・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・通所介護
・認知症対応型通所介護
・在宅介護支援センター
・居宅介護支援事業
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護

・宇都宮市針ヶ谷町
・宇都宮市元今泉
・鹿沼市緑町

社会福祉法人　朝日会

33
・特別養護老人ホーム　咲くら館
・認定こども園さくら
・さくら第２保育園

・特別養護老人ホーム
・認定こども園
・保育所

・栃木市大平町下皆川
・栃木市泉川町

社会福祉法人　鐘の鳴る丘友の会

34 ・老人保健施設かみつが
・介護老人保健施設
・短期入所療養介護
・通所リハビリテーション

・鹿沼市上殿町 上都賀厚生農業協同組合連合会

35
・老人保健施設　野沢の里
・通所リハビリテーション　野沢の里

・介護老人保健施設
・通所リハビリテーション

・宇都宮市野沢町 医療法人　一心会

36

・共生家かみこもりや小規模多機能型居宅介護
・共生家みずほの小規模多機能型居宅介護、グループ
ホーム
・宇都宮ケアプランニングセンター
・かみこもりやショートステイ

・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・居宅介護支援事業
・短期入所生活介護

・宇都宮市上籠谷町
・宇都宮市瑞穂

社会福祉法人　　共生会

37

・介護老人保健施設　宇都宮シルバーホーム
・宇都宮東ヘルパーステーション
・宇都宮東病院
・グループホーム宇都宮
・宇都宮東介護相談センター
・このみ保育園
・介護老人保健施設　高根沢シルバーホーム

・介護老人保健施設
・通所リハビリテーション
・訪問介護
・介護療養型医療施設
・認知症対応型共同生活介護
・居宅介護支援事業
・保育所

・宇都宮市平出町
・塩谷郡高根沢町

医療法人　北斗会

38

・特別養護老人ホーム田井の里
・真岡ハートヒルズ
・ハート二宮
・ハート飛山
・宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・障害者支援施設（入所、生活介護、就
労継続支援B型、就労移行支援）

・真岡市西田井
・真岡市久下田
・宇都宮市竹下町
・宇都宮市泉が丘

社会福祉法人　飛山の里福祉会

39
・介護老人保健施設　いこいの郷
・南那須介護老人保健施設

・介護老人保健施設
・宇都宮市岩曽町
・那須烏山市鴻野山

医療法人社団　竹山会

40

・サニーライフ宇都宮元今泉
・宇都宮今泉やわらぎ訪問介護事業所（サニーライフ宇都
宮内）
・サニーライフ宇都宮

・有料老人ホーム
・訪問介護
・居宅介護支援事業

・宇都宮市元今泉
・宇都宮市今泉町

株式会社　川島ｺｰﾎﾟレーション
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・特別養護老人ホームすかいの郷
・皇海荘
・第二皇海荘
・すかい寮
・就労支援事業所
・すかい寮きぬ川
・すかいきぬ川

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護
・障害者支援施設（入所、生活介護、就
労継続支援B型、就労移行支援、短期
入所、共同生活援助、日中支援、移動
支援、相談支援事業）

・日光市倉ヶ崎新田
・日光市足尾町
・日光市鬼怒川温泉大原
・日光市小佐越

社会福祉法人　すかい

42
・特別養護老人ホーム　ひょうたん村
・ひょうたん亭

・特別養護老人ホーム
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護

・宇都宮市屋板町 社会福祉法人　千成会

43 ・介護老人福祉施設いずみ苑
・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護

・宇都宮市今泉 社会福祉法人　健修会

44 ・ヘルパーステーションキガ ・訪問介護 ・宇都宮市平出町 株式会社　ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ　ｷｶﾞ

45

・グループホームふれんど八木岡
・ふれんど小規模多機能施設かぬま
・ふれんど岡本デイサービスセンター
・ふれんどグループホームみささかん
・ふれんど真岡デイサービスセンター
・ふれんどプルミエール・アミ岡本
・ふれんどショートステイ富士見が丘
・ふれんど富士見が丘デイサービスセンター
・ふれんどショートステイしもつけ
・グループホームふれんど壬生
・ふれんど南河内デイサービスセンター
・グループホームふれんど西方
・ふれんど田沼デイサービスセンター
・ふれんど岡本居宅介護支援センター
・ふれんど小規模多機能施設楡木

・認知症対応型共同生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・通所介護
・訪問介護
・サービス付き高齢者向け住宅
・短期入所生活介護
・居宅介護支援事業

・真岡市八木岡
・鹿沼市貝島町
・宇都宮市下岡本町
・芳賀町東水沼
・宇都宮市富士見が丘
・下野市薬師寺
・壬生町壬生甲
・栃木市西方町金崎
・佐野市吉水駅前
・鹿沼市楡木町

株式会社　フレンド

46

・栃木ケアセンターそよ風
・今泉ケアセンターそよ風
・西川田ケアセンターそよ風
・くろいそケアセンターそよ風
・鹿沼ケアセンターそよ風
・芳賀ケアセンターそよ風
・大田原ケアセンターそよ風
・足利ケアセンターそよ風
・小山ケアセンターそよ風
・佐野ショートステイそよ風
・野木ケアセンターそよ風

・通所介護
・短期入所生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・居宅介護支援事業

・栃木市沼和田町
・宇都宮市中今泉
・宇都宮市西川田本町
・那須塩原市豊浦南町
・鹿沼市西茂呂
・芳賀町祖母井
・大田原市新富町
・足利市山川町
・小山市犬塚
・佐野市天神町
・野木町野木

株式会社
ﾕﾆﾏｯﾄ　ﾘﾀｲｱﾒﾝﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨ

47

・特別養護老人ホーム喜わだ亭
・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きわだの郷
・特別養護老人ホームさかた園

・特別養護老人ホーム
・日光市木和田島
・日光市平ケ崎
・鹿沼市日吉町

社会福祉法人　日光福栄会

48 ・児童発達支援センターシャローム ・児童発達支援センター ・那須塩原市西大和 学校法人　西那須野学園

49

・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小山
・ケアステーションあさひ鹿沼
・ケアステーションあさひ栃木
・ケアステーションあさひ足利
・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栃木薗部町
・ケアステーションあさひ壬生
・ケアステーションあさひ上三川
・ケアステーションあさひ真岡
・ケアステーションあさひ日光
・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ゆいの杜
・ケアステーションあさひさくら
・ふるさとホーム足利渡良瀬川
・ケアステーションあさひ小山第弐
・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宇都宮城南

・通所介護
・サービス付き高齢者向け住宅

・佐野市高萩町
・小山市東城南
・鹿沼市貝島町
・栃木市城内町
・足利市福富町
・宇都宮市鶴田
・栃木市薗部町
・壬生町中央町
・上三川町しらさぎ
・真岡市下高間木
・日光市七里
・大田原市美原
・宇都宮市ゆいの杜
・さくら市氏家
・栃木市藤岡町藤岡
・宇都宮市城南

株式会社　ヴァティー


