
≪県央エリア：宇都宮≫　参加事業所一覧                               平成２９年１２月１６日（土）開催

ブース
番号 事業所名 勤務地　　（市町） 法人名

清風園（障害者支援施設） さくら市押上

桜ふれあいの郷（障害者支援施設・障害児入所施設） さくら市鍛冶ヶ澤

宇都宮東病院 宇都宮市平出町

介護老人保健施設　宇都宮シルバーホーム 〃

このみ保育園 〃

介護老人保健施設　高根沢シルバーホーム 高根沢町石末

サポートセンターオハナ（障害者児支援施設） 宇都宮市西大寛

キッザスオハナ西大寛（障害者児支援施設） 〃

キッザスオハナ宮原（障害者児支援施設） 宇都宮市宮原

27 栃木県子ども総合科学館（児童館） 宇都宮市西川田町 （公財）とちぎ未来づくり財団

28 ヘルパーステーションキガ 宇都宮市平出町 （株）ヘルパーステーションキガ

特別養護老人ホーム宮の里 宇都宮市田野町

特別養護老人ホーム宮の里かわだ 宇都宮市川田町

特別養護老人ホーム宮の里ふじおか 宇都宮市宝木本町

小規模多機能型居宅介護事業所かんのん 宇都宮市大谷町

介護老人保健施設いこいの郷 宇都宮市岩曽町

南那須介護老人保健施設 那須烏山市鴻野山

特別養護老人ホーム滝の原苑 宇都宮市鶴田町

老人保健施設ファミール滝の原 〃

さわやかすずめのみや（サービス付き高齢者向け住宅） 宇都宮市若松原

さわやかかぬま館（サービス付き高齢者向け住宅） 鹿沼市寺町

他 他

家族の家ひまわり宇都宮豊郷台（サービス付き高齢者向け住宅） 宇都宮市豊郷台

家族の家ひまわりゆいの杜（サービス付き高齢者向け住宅） 宇都宮市ゆいの杜

家族の家ひまわり宇都宮富屋（サービス付き高齢者向け住宅） 宇都宮市下金井町金井

家族の家ひまわり鹿沼（サービス付き高齢者向け住宅） 鹿沼市千渡

他 他

ステーション　愛（訪問介護） 宇都宮元今泉

ケアプラン　あい（居宅介護支援事業所） 〃

特別養護老人ホーム宝寿苑 宇都宮市宝木本町

デイサービスセンター宝寿苑 〃

特別養護老人ホームホームタウンほそや 宇都宮市細谷町

グッドエイジクラブ宇都宮（デイサービス） 〃

36 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） 宇都宮市駒生町 とちぎリハビリテーションセンター

特別養護老人ホームひょうたん村 宇都宮市屋板町

他 他

ハートランド宇都宮（サービス付き高齢者向け住宅） 宇都宮市鶴田町

ハートランド小山（サービス付き高齢者向け住宅） 小山市駅南町

33
(株)三英堂商事

35 （社福）正恵会

34 企業組合　愛

(社福) 千成会37

24 (社福) とちぎ健康福祉協会

（社福）西仁会

（医社）竹山会

32 （株）さわやか倶楽部

（医）北斗会25

26 （株）ホアラウナ

(社福) 長寿栄光会29

30

31

（株）川商アドバンス38



ブース
番号 事業所名 勤務地　　（市町） 法人名

今泉ケアセンターそよ風（デイサービス・グループホーム） 宇都宮市中今泉

西川田ケアセンターそよ風（デイサービス・ショートステイ） 宇都宮市西川田本町

鹿沼ケアセンターそよ風（デイサービス・ショートステイ） 鹿沼市西茂呂

栃木ケアセンターそよ風
（デイサービス・ショートステイ・グループホーム・居宅介護支援事業所）

栃木市沼和田町

他 他

介護老人保健施設・野沢の里 宇都宮市野沢町

野沢の里通所リハビリテーション 〃

障害者視線施設・すぎの芽学園 宇都宮市板戸町

地域密着型特別養護老人ホームなつぼ 宇都宮市中岡本町

特別養護老人ホーム ケアプラザ而今 宇都宮市砥上町

特別養護老人ホーム 而今荘 芳賀町稲毛田

特別養護老人ホーム にこんきつれ荘 さくら市下河戸

地域密着型介護老人福祉施設 而今荘 さくら市喜連川

他 他

ふるさとホーム宇都宮鶴田（サービス付き高齢者向け住宅） 宇都宮市鶴田

ふるさとホーム栃木・栃木藤岡（サービス付き高齢者向け住宅） 栃木市城内町

ふるさとホーム小山（サービス付き高齢者向け住宅） 小山市東城南

ふるさとホーム足利（サービス付き高齢者向け住宅） 足利市福富町

他 他

鹿沼ハウス（障害者支援施設） 鹿沼市武子

さつきハウス（障害者支援施設） 〃

武子希望の家（多機能型事業所） 〃

日向希望の家（多機能型事業所） 鹿沼市酒野谷

他 他

夢の森（障害者支援施設） 日光市大沢町

夢ホーム（障・グループホーム） 日光市森友

特別養護老人ホームはりがや 宇都宮市針ヶ谷町

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 〃

特別養護老人ホームかぬま花の風 鹿沼市緑町

他 他

47 特別養護老人ホームいずみ苑 宇都宮市今泉 （社福）健修会

特別養護老人ホームころぼっくる 宇都宮市岩曽町

特別養護老人ホームフローラりんくる 高根沢町宝積寺

特別養護老人ホームはがの杜 芳賀町東水沼

他 他

ふれんどショートステイ富士見が丘 宇都宮市富士見が丘

ふれんど岡本デイサービスセンター 宇都宮市下岡本町

小規模多機能型施設ふれんどかぬま 鹿沼市貝島町

グループホームふれんど楡木 鹿沼市楡木町

グループホームふれんど八木岡 真岡市八木岡

グループホームふれんどみささかん 芳賀町東水沼

他 他

45 （社福）夢の森福祉会

46 （社福）朝日会

48 （社福）光誠会

49 （株）フレンド

43 （株）ヴァティー

44

42 （社福）蓬愛会

（社福）希望の家

39
（株）ユニマット
　リタイアメント・コミュニティ

（社福）すぎの芽会41

40 （医）一心会



ブース
番号 事業所名 勤務地　　（市町） 法人名

50 介護老人保健施設かみつが 鹿沼市上殿町 上都賀厚生農業協同組合連合会

愛晃の杜（障害者通所施設） 日光市花石町

のあの杜（障害児通所施設） 日光市野口

他 他

特別養護老人ホームハーモニー 鹿沼市村井町

デイサービスセンターリズム 鹿沼市樅山町

デイサービスセンターメロディー 鹿沼市村井町

南押原デイサービスセンター 鹿沼市楡木町

特別養護老人ホームみどり・みどりの樹 宇都宮市緑

コープヘルパーステーション江曽島 宇都宮市江曽島

コープ安心ｹｱシステムみどり（定期巡回型訪問介護・看護） 宇都宮市緑

特別養護老人ホーム瑞寿苑 宇都宮市上桑島町

地域密着型特別養護老人ホーム緑の郷 宇都宮市西刑部町

サンフレンズ宇都宮（サービス付き高齢者向け住宅） 宇都宮市元今泉

サンフレンズ壬生（住宅型有料老人ホーム） 壬生町通町

サンフレンズしずか（住宅型有料老人ホーム） 栃木市岩舟町静

特別養護老人ホーム　おりづる 鹿沼市茂呂

グループホーム　鶴の郷　　 〃

皇海荘（障害者支援施設） 日光市足尾町

特別養護老人ホームすかいの郷 日光市倉ヶ崎新田

他 他

特別養護老人ホーム グリーンホーム 鹿沼市下日向

特別養護老人ホーム オレンジホーム 鹿沼市富岡

小規模多機能型ホーム・グループホーム いずみの里 鹿沼市泉町

他 他

サニーライフ宇都宮元今泉（有料老人ホーム） 宇都宮市元今泉

サニーライフ宇都宮（有料老人ホーム） 宇都宮市今泉町

特別養護老人ホーム高砂荘 宇都宮市平出町

デイサービスセンター高砂壮 〃

ことぶきデイサービスセンター 宇都宮市屋板町

61 ショートステイみぶの杜 壬生町上稲葉 （株）サンライズ

せせらぎ（障害者支援施設） 壬生町安塚

こすもす（障害者支援施設） 壬生町壬生丁

かえで（宿泊型自立訓練・就労継続支援B型） 壬生町安塚

白百合荘（障・グループホーム） 〃

特別養護老人ホーム　いしばし 下野市下古山

特別養護老人ホーム　いしばし苑 下野市上古山

他 他

ニチイケアセンター宇都宮（デイサービス・訪問入浴） 宇都宮市城東

ニチイケアセンター峰（グループホーム） 宇都宮市峰

ニチイケアセンター矢板（小規模多機能型居宅介護） 矢板市東町

障害者支援施設ひばり 宇都宮市竹下町

特別養護老人ホームおおるりの森 〃

ケアハウス　シャトーおおるり 〃

他 他

63 （社福）関記念栃の木会

64 （株）ニチイ学館

65 （社福）晃丘会

62 （社福）せせらぎ会

59 （株）川島コーポレーション

60 （社福）飯田福祉会

51 （社福）すぎのこ会

52 （社福）久寿福祉会

53 （社福）ふれあいコープ

（社福）東晴会54

58

55 （株）シルバーライフネットワーク

56 （社福）もろ栄福祉会

57 （社福）すかい

（社福）緑風会



ブース
番号 事業所名 勤務地　　（市町） 法人名

たかはら学園（障害者支援施設） 矢板市越畑

たかはら育成園（障害者支援施設） 〃

デイセンターたかはら（障害者支援施設） 〃

デイホームえがお 壬生町藤井

ﾃﾞｨサービスセンターおもちゃのまちえがお 壬生町安塚

ショートステイおもちゃのまちえがお 〃

特別養護老人ホーム　まほろばの里 下野市箕輪

地域密着型特別養護老人ホームみのわ 〃

壬生町南地区地域包括支援センター 壬生町壬生甲

真岡ハートヒルズ（障害者入所支援・生活介護） 真岡市西田井

ハート二宮（生活介護・就労継続支援B型） 真岡市久下田

宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ
（生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型）

宇都宮市泉が丘

ハート飛山（生活介護・就労継続支援B型） 宇都宮市竹下町

特別養護老人ホーム田井の里 真岡市西田井

共生家みずほの・かみこもりや
（小規模多機能型施設・グループホーム）

宇都宮市瑞穂・上籠谷町

かみこもりやデイサービスセンター 宇都宮市上籠谷町

かみこもりやショートステイ 〃

みずほホームケアサービス（訪問介護） 宇都宮市瑞穂

※フェア参加申込時点の内容となっております。フェア当日の求人内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

69 （社福）飛山の里福祉会

70 （社福）共生会

66 （社福）たかはら学園

67 （NPO）えがお会

68 （社福）敬和会


