
「福祉のお仕事就職フェア2018・夏」　参加決定事業所一覧

No 市町名 法人名 求人予定事業所名 種別
1 宇都宮市 社会福祉法人みずほの福祉会 ケアハウスエバーグリーンみずほの 高齢

グループホームエバーグリーンみずほの 高齢

2 宇都宮市 社会福祉法人千成会 特別養護老人ホームひょうたん村 高齢
3 宇都宮市 株式会社川島コーポレーション サニーライフ宇都宮 高齢

宇都宮今泉やわらぎ訪問介護事業所 高齢
4 宇都宮市 医療法人北斗会 宇都宮東病院 その他

宇都宮シルバーホーム 高齢

高根沢シルバーホーム 高齢
5 宇都宮市 社会福祉法人とちぎYMCA福祉会 特別養護老人ホーム　マイホームきよはら 高齢

デイホームきよはら 高齢

コミュニティーケアイースト 高齢

包括支援センター清原 高齢
6 宇都宮市 社会福祉法人共生会 かみこもりやショートステイ 高齢

共生家かみこもりやグループホーム・小多機 高齢

共生家みずほのグループホーム・小多機 高齢

かみこもりやデイサービス 高齢

みずほホームケアサービス 高齢
7 宇都宮市 社会福祉法人東晴会 特別養護老人ホーム瑞寿苑 高齢

特別養護老人ホーム緑の郷 高齢
8 宇都宮市 社会福祉法人みゆきの杜 JOYみゆき 障害

グループホームおりいぶ 障害

グループホームみゆき 障害
9 宇都宮市 社会福祉法人藹藹会 障害者支援施設ハートフィールド 障害

グループホーム　アネーロ 障害
10 宇都宮市 社会福祉法人長寿栄光会 特別養護老人ホーム宮の里 高齢

特別養護老人ホーム宮の里かわだ 高齢

特別養護老人ホーム宮の里ふじおか 高齢

小規模多機能型居宅介護事業所ふじおか 高齢

小規模多機能型居宅介護事業所かんのん 高齢
11 宇都宮市 社会福祉法人西仁会 老人保健施設ファミール滝の原 高齢

特別養護老人ホーム滝の原苑 高齢
12 宇都宮市 社会福祉法人梨一会 特別養護老人ホーム　豊幸の郷石井 高齢

社会福祉法人梨一会　豊幸の郷石井 高齢
13 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 高齢

グループホーム宝寿の里 高齢

デイサービスセンター宝寿苑 高齢

宝寿苑ヘルパーステーション 高齢

グッドエイジクラブ宇都宮 高齢

特別養護老人ホームホームタウンほそや 高齢
14 宇都宮市 社会福祉法人朝日会 特別養護老人ホーム　はりがや 高齢

特別養護老人ホーム　かぬま花の風 高齢

グループホーム小規模多機能　かぬま花の風 高齢

デイサービスセンター　はりがや 高齢
15 宇都宮市 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 障害･児童
16 宇都宮市 社会福祉法人飛山の里福祉会 田井の里 高齢

サポートセンターきりん 障害

真岡ハートヒルズ 障害

ハート二宮 障害

宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 障害

ハート飛山 障害
17 宇都宮市 社会福祉法人ふれあいコープ 特別養護老人ホームみどり 高齢

コープの家双葉2丁目 高齢

コープ安心ケアシステムみどり 高齢

コープグループホーム喜沢 高齢

コープ安心ケアシステム喜沢 高齢

特別養護老人ホームかたやなぎ 高齢
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18 宇都宮市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター　矢板 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　鹿沼 高齢

ニチイケアセンター　真岡 高齢

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　峰 高齢
19 宇都宮市 企業組合　愛 訪問介護　ステーション愛 高齢･障害
20 宇都宮市 社会福祉法人すぎの芽会 すぎの芽学園 障害

デイセンターすぎの芽 障害

サポートセンターとみや 障害

ドリームセンター一条 障害

みずほ福祉支援センター 障害

サポートセンターとみや生活支援センター 障害

地域密着型特別養護老人ホームなつぼ 高齢

きよはら荘 障害
21 宇都宮市 こども発達支援センター 児童

こども療育センター 児童
22 障害者支援施設　こころみ学園 障害

多機能型事業所　あかまつ作業所 障害

共同生活援助事業所　あけぼの荘 障害

23 足利市 社会福祉法人美明会 特別養護老人ホーム義明苑 高齢
24 栃木市 社会福祉法人あゆみ園 あゆみ 障害
25 栃木市 社会福祉法人スイートホーム 特別養護老人ホーム　ひまわり 高齢

地域密着型特別養護老人ホーム　蔵の街ひまわり 高齢
26 栃木市 社会福祉法人すぎのこ会 もくせいの里 障害・児童

愛晃の杜（のあの杜） 障害・児童

ひのきの杜（ひのきの杜共生） 障害

けやきの家 障害・児童

ひまわり 児童

やまと 高齢・障害・児童

みすぎの郷 高齢
27 栃木市 有限会社栃木ケアーズ 栃木ケアーズ　グループホームほほえみ 高齢

栃木ケアーズひらい　グループホームほほえみ 高齢

栃木ケアーズふきあげ　グループホームほほえみ 高齢

栃木ケアーズ　デイサービスまごころ 高齢

栃木ケアーズ　訪問介護 高齢・障害

栃木ケアーズ　福祉用具貸与 高齢

栃木ケアーズひらい　小規模多機能つどい 高齢
28 栃木市 社会福祉法人なすびの里 ゆうの家事業所 障害

あいのいえ 障害
29 栃木市 株式会社ユニマットリタイアメント 今泉ケアセンターそよ風 高齢

・コミュニティ 栃木ケアセンターそよ風 高齢

くろいそケアセンターそよ風 高齢

鹿沼ケアセンターそよ風 高齢

芳賀ケアセンターそよ風 高齢

大田原ケアセンターそよ風 高齢

小山ケアセンターそよ風 高齢
30 栃木市 社会福祉法人鐘の鳴る丘友の会 特別養護老人ホーム咲くら館 高齢
31 佐野市 社会福祉法人とちのみ会 とちのみ学園 障害・児童

こなかの森 障害

和泉・どんぐり 障害

フロム浅沼 障害・児童

山形　ゆずりは 高齢

吉水　ゆずりは 高齢
32 佐野市 社会福祉法人常盤福祉会 特別養護老人ホーム万葉 高齢

特別養護老人ホーム万葉植野の里 高齢

特別養護老人ホーム万葉堀米の里 高齢

社会福祉法人こころみる会足利市

地方独立行政法人栃木県立
リハビリテーションセンター
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33 鹿沼市 社会福祉法人希望の家 鹿沼ハウス 障害

さつきハウス 障害

武子希望の家 障害

日向希望の家 障害
34 鹿沼市 株式会社フレンド ふれんど真岡デイサービスセンター 高齢

ふれんど小規模多機能施設　下野 高齢

ふれんど小規模多機能施設　結城 高齢

ふれんど小規模多機能施設　壬生 高齢

グループホームふれんど間々田 高齢

グループホームふれんど真岡 高齢
35 日光市 社会福祉法人すぎなみき会 すぎなみき学園 障害

みどりのき 障害

みんなのき 障害

晃麓ひかり 障害

みつみねの郷 高齢

梅の実 障害

梅のはな 障害
36 日光市 社会福祉法人真寿会 特別養護老人ホーム　大室さくら苑 高齢
37 日光市 公益社団法人地域医療振興協会 介護老人保健施設にっこう 高齢

日光市民病院 その他
38 日光市 社会福祉法人すかい 皇海荘・第二皇海荘 障害

すかいの郷 高齢
39 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

特別養護老人ホーム今市ホーム 高齢

養護老人ホーム　晃明荘 高齢
40 日光市 社会福祉法人日光福栄会　 特別養護老人ホーム　きわだの郷 高齢

特別養護老人ホーム　ひらがさ喜の郷 高齢

特別養護老人ホーム　喜わだ亭 高齢

特別養護老人ホーム　さかた園 高齢

介護付き有料老人ホーム　ウェルケアひよし 高齢
41 小山市 社会福祉法人明朗会 それいゆ居宅介護支援事業所 高齢

ソレイユ特別養護老人ホーム 高齢
42 小山市 株式会社アーバンアーキテック ご長寿くらぶ　小山城北Ⅰ 高齢

ご長寿くらぶ ご長寿くらぶ　小山城北Ⅱ 高齢

ご長寿くらぶ　宇都宮ビオス 高齢

ご長寿くらぶ　宇都宮下岡本 高齢

ご長寿くらぶ　宇都宮御幸ヶ原 高齢
43 小山市 医療法人小山すぎの木クリニック デイケアWaki愛愛 高齢
44 小山市 社会福祉法人パステル フロンティアおやま 障害

セルプ苑 障害

つるたみ 障害

フロンティアおやま 障害

ホーム宙 障害

パステル24 障害

なかよしランド 児童
45 大田原市 社会福祉法人エルム福祉会 エルムの園 障害

smile 児童

たじまの杜 高齢

障がい者相談支援センターエルム 障害

待降寮 障害

hikari　no　café　蜂巣小珈琲店 障害

ＳＥＬＰ　みなと 障害
46 大田原市 社会福祉法人邦友会 医療型障害児入所施設 療養介護 なす療育園 障害･児童

学校法人国際医療福祉大学 サポートハウス那須 障害

おおたわらマロニエホーム 高齢

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

おおたわら風花苑 高齢

那須こどもの家 児童
47 大田原市 社会福祉法人章佑会 特別養護老人ホームやすらぎの里大田原 高齢

特別養護老人ホームやすらぎの里シエスタ 高齢

デイサービスセンターやすらぎ舎 高齢

ホームヘルプセンターやすらぎ舎 高齢
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48 那須塩原市 社会福祉法人京福会 特別養護老人ホーム　寿山荘 高齢

特別養護老人ホーム　ほのぼの園 高齢

ケアハウスハッピーオーシャン 高齢

特別養護老人ホーム　寿山荘那須 高齢

特別養護老人ホーム　寿山荘ブランチさきたま 高齢

グループホーム　安暮里みしまの家 高齢

グループホーム　ほのぼの 高齢
49 那須塩原市 社会医療法人博愛会 通所リハビリテーション事業所 その他

管間記念病院 その他
50 那須烏山市 社会福祉法人敬愛会 特別養護老人ホーム敬愛荘 高齢

特別養護老人ホームてんまりの杜 高齢

グループホームさらい 高齢

小規模多機能ホームなごみ 高齢

にじいろ保育園 その他
51 下野市 社会福祉法人はくつる会 工房つばさ 障害
52 下野市 社会福祉法人あんず 特別養護老人ホームにらがわの郷 高齢
53 上三川町 有限会社ポプラサポート 小規模多機能型ぽぷら 高齢

グループホームぽぷら 高齢

居宅介護支援ポプラ 高齢

デイサービスポプラ 高齢

ケアセンターさくら 高齢
54 益子町 社会福祉法人同愛会 障害者支援施設ライキ園 障害

社会福祉法人あいのかわ福祉会 光輝舎 障害

星の郷 高齢

四季の風 高齢

かねだの里 高齢

那須共育学園 障害
55 益子町 社会福祉法人益子のぞみの里福祉会 美里学園 障害
56 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
57 壬生町 社会福祉法人せせらぎ会 障害者支援施設　せせらぎ 障害

グループホーム　白百合荘 障害
58 野木町 医療法人社団友志会 介護老人保健施設　ひまわり荘 高齢

社会福祉法人延寿会 介護老人保健施設　けやきの舎 高齢

介護老人保健施設　ぶどうの舎 高齢

介護老人保健施設　夢彩の舎 高齢

地域密着型総合住宅　風わらう舎 高齢

特別養護老人ホーム　虹の舎 高齢

特別養護老人ホーム　春わらう舎 高齢
59 塩谷町 医療法人社団たかはら会　 グループホームおおくぼ 高齢

介護老人保健施設ユニットケアしおや 高齢

サービス付高齢者住宅湯ったりしおや 高齢
60 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

たかはら学園育成園 児童

デイセンターたかはら 児童

kidsたかはら 障害・児童

たけのこ園 障害・児童

4


