




「福祉のお仕事就職フェア2019・夏」参加法人一覧（予定）

会場 ブース番号 法人名 住  所（担当者連絡先） 求人予定事業所名 施設の種類 プレゼン参加

1 社会福祉法人緑風会 鹿沼市富岡492-2 特別養護老人ホームグリーンホーム 高齢

特別養護老人ホームオレンジホーム 高齢

2 社会福祉法人久寿福祉会 鹿沼市村井町146-6 特別養護老人ホームハーモニー 高齢 〇　１

特別養護老人ホームヘルパーステーション 高齢

おしはらの里 高齢

3 社会福祉法人優心会 鹿沼市下永野236-5 シンフォニーあわの 障害

かのん 高齢

和音 高齢

めぐり 高齢

ハミング 高齢

4 社会福祉法人希望の家 鹿沼市武子1566 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

5 医療法人矢尾板記念会 日光市木和田島3008-8 介護老人保健施設今市Lケアセンター 高齢

介護老人保健施設見龍堂メディケアユニッツ 高齢

5 社会福祉法人日光福栄会　 日光市木和田島3008-11 特別養護老人ホーム　きわだの郷 高齢 ○　２

　 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

6 社会福祉法人大恵会 宇都宮市陽南3丁目3-10 特別養護老人ホームひかりの里 高齢 ○　３

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

共同生活援助事業所ホーム38 障害

7 社会福祉法人すかい 日光市足尾町2084 皇海荘 障害 ○　４

すかいの郷 高齢

8 社会福祉法人すぎなみき会 日光市板橋178-29 すぎなみき学園 障害 ○　５

みどりのき 障害

晃麓ひかり 障害

みつみねの郷 高齢

梅の実 障害

9 社会福祉法人熊晴会 日光市塩野室町1504-2 特別養護老人ホームさんらいず 高齢 ○　６

10 株式会社アーバンアーキテック 茨城県ひたちなか市勝田泉町4-17 ご長寿くらぶ宇都宮・ビオス 高齢 ○　７

ご長寿くらぶ宇都宮・岡本 高齢

ご長寿くらぶ宇都宮・御幸ヶ原 高齢

ご長寿くらぶ小山城北Ⅰ 高齢

ご長寿くらぶ小山城北Ⅱ 高齢

11 社会福祉法人こころみる会 足利市田島町616 こころみ学園 障害 〇　８

あかまつ作業所 障害

12 社会福祉法人とちのみ会 佐野市小中町1280 とちのみ学園 障害 〇　９

こども発達支援センター 児童

ゆずりは 高齢

こなかの森・和泉・どんぐり 障害

フロム浅沼 障害・児童

13 社会福祉法人せせらぎ会 下都賀郡壬生町安塚2032 せせらぎ 障害 〇　１０

白百合荘 障害

14 医療法人社団友志会 下都賀郡野木町友沼5320-2 介護老人保健施設　ひまわり荘 高齢

社会福祉法人延寿会 特別養護老人ホーム虹の舎 高齢

15 医療法人小山すぎの木クリニック 小山市中久喜1116 デイケアWaki愛愛 高齢 〇　１１

１階
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「福祉のお仕事就職フェア2019・夏」参加法人一覧（予定）

会場 ブース番号 法人名 住  所（担当者連絡先） 求人予定事業所名 施設の種類 プレゼン参加

16 社会福祉法人パステル 小山市乙女625-2 ＣＳＷおやま 障害 〇　１２

セルプ花 障害

ホーム宙 障害

なかよしランド 障害・児童

17 社会福祉法人スイートホーム 栃木市都賀町原宿1424-1 特別養護老人ホーム　ひまわり 高齢 〇　１３

地域密着型特別養護老人ホーム　蔵の街ひまわり 高齢

18 社会福祉法人鐘の鳴る丘友の会 栃木市大平町下皆川字川向916 特別養護老人ホーム咲くら館 高齢 〇　１４

19 社会福祉法人すぎのこ会 栃木市万町27-9 もくせいの里、あすひ、あすなろ、けやきの家 障害・児童 〇　１５

みすぎの郷 高齢・障害

すぎのこ、みずほの家、ひのきの杜、ひのきの杜共生 障害

ひまわり、のあの杜 児童

やまと 高齢・障害・児童

20 社会福祉法人あゆみ園 栃木市皆川城内町333-2 生活介護あゆみ 障害 〇　１６

生活介護すてっぷ 障害

共同生活援助ホームみどり 障害

居宅介護さんぽ道 障害

21 社会福祉法人たかはら学園 矢板市越畑226 たかはら学園 障害・児童 〇　１７

たかはら育成園 障害

デイセンターたかはら 障害

22 社会福祉法人愛美会 さくら市氏家3260-3 特別養護老人ホームつきみの里 高齢 〇　１８

特別養護老人ホームつきみの杜 高齢

23 株式会社照和 塩谷郡高根沢町大字石末2859-1 かなうホーム照和 高齢 〇　１９

24 社会福祉法人敬愛会 那須烏山市滝田1867-3 特別養護老人ホーム敬愛荘 高齢 〇　２０

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

リエゾンコミュニティラボ 高齢・障害

25 社会福祉法人慈生会 那須郡那須町大字豊原乙1189 マ・メゾン光星 障害

26 社会福祉法人晴桜会 那須塩原市木綿畑529-2 特別養護老人ホームつばきハウス 高齢

26 株式会社ＴＡＫＫ 那須塩原市高林1931-1 さくらハウス 高齢

27 社会医療法人博愛会 那須塩原市大黒町2-5 通所リハビリテーション事業所 その他 〇　２１

菅間記念病院 その他

ぴんぴんアカデミー その他

28 那須塩原市西大和6-15 児童発達支援センターシャローム 児童 〇　２２

29 一般社団法人心桜福祉会 那須塩原市共墾社149-2 サポートステーション心桜 障害 〇　２３

ブルーミングキッズこはる 児童

30 社会福祉法人窓の陽 東京都荒川区西尾久7-50-6 ふるさとホーム那須 障害 〇　２４

那須愛恵苑 障害

ふるさとセンター那須 障害

31 社会福祉法人安寧 大田原市久野又804 特別養護老人ホーム山百合荘 高齢 〇　２５

32 社会福祉法人エルム福祉会 大田原市中田原381-1 エルムの園 障害

smile 障害・児童

たじまの杜 高齢

障がい者相談支援センターエルム その他

学校法人西那須野学園児童発達
支援センター　シャローム
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会場 ブース番号 法人名 住  所（担当者連絡先） 求人予定事業所名 施設の種類 プレゼン参加

33 社会福祉法人邦友会 大田原市北金丸2600番地7 医療型障害児入所施設 療養介護 なす療育園 障害･児童 〇　２６

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

国際医療福祉大学金丸こども園 児童

33 学校法人国際医療福祉大学 那須塩原市井口533-4 介護老人保健施設　マロニエ苑 高齢 〇　２７

にしなすの総合在宅ケアセンター 高齢

34 社会福祉法人章佑会 大田原市北大和久1-3 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

35 社会福祉法人蓬愛会 宇都宮市砥上町54-1 特別養護老人ホームケアプラザ而今 高齢 〇　２８

特別養護老人ホーム而今荘 高齢

特別養護老人ホームにこんきつれ荘 高齢

アオーラ而今 高齢

特別養護老人ホーム美渉 高齢

36 社会福祉法人同愛会 ライキ園 障害 〇　２９

光輝舎 障害

四季の風 高齢

星の郷 高齢

かねだの里 高齢

おおみや保育園 児童

ふにゅう保育園 児童

36 社会福祉法人あいのかわ福祉会 芳賀郡益子町北中1113-1 那須共育学園 障害 〇　３０

かねだ保育園 児童

37 社会福祉法人百寿会 宇都宮市長岡町163-5 ケアハウスジョイナス長岡 高齢 〇　３１

第２ジョイナス長岡 高齢

38 社会福祉法人光誠会 宇都宮市東簗瀬一丁目29-1 ケアハウスフローラ 高齢 〇　３２

特別養護老人ホームフローラりんくる 高齢

特別養護老人ホームはがの杜 高齢

特別養護老人ホームころぼっくる 高齢

特別養護老人ホームびーね 高齢

39 社会福祉法人ふれあいコープ 宇都宮市緑5-13-6 特別養護老人ホームみどり 高齢 〇　３３

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

40 医療法人北斗会 宇都宮市平出町368-8 宇都宮東病院 高齢 〇　３４

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

宇都宮東ヘルパーステーション 高齢

グループホーム宇都宮 高齢

宇都宮東介護相談センター 高齢

このみ保育園 児童

41 社会福祉法人正富福祉会 宇都宮市西原町13－1 特別養護老人ホームいこいの森西原 高齢 〇　３５

デイサービスガッテン！ 高齢

42 社会福祉法人奈坪ヶ丘福祉会 宇都宮市中岡本町3749-37 デイサービスセンター奈坪ヶ丘 高齢

ケアハウス奈坪ヶ丘 高齢

在宅介護支援センター奈坪 高齢

地域包括支援センター奈坪 高齢・その他

１階

３階
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会場 ブース番号 法人名 住  所（担当者連絡先） 求人予定事業所名 施設の種類 プレゼン参加

43 株式会社川島コーポレーション 宇都宮市今泉町395 サニーライフ宇都宮 高齢 〇　３６

宇都宮今泉やわらぎ訪問介護事業所 高齢

44 社会福祉法人正恵会 宇都宮市宝木本町1768 特別養護老人ホーム宝寿苑 高齢 〇　３７

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

ヘルパーステーション宝寿苑 高齢

グッドエイジクラブ宇都宮 高齢

45 ケアパートナー株式会社 宇都宮市簗瀬町2563-5 ケアパートナー宇都宮南 高齢 〇　３８

ケアパートナー宇都宮ヘルパーステーション 高齢

46 社会福祉法人東晴会 宇都宮市上桑島町1476-2 特別養護老人ホーム瑞寿苑 高齢 〇　３９

特別養護老人ホーム緑の郷 高齢

地域包括支援センター瑞穂野 高齢

47 社会福祉法人みずほの福祉会 宇都宮市上桑島町1339-2 ケアハウスエバーグリーンみずほの 高齢 〇　４０

グループホームエバーグリーンみずほの 高齢

48 社会福祉法人千成会 宇都宮市屋板町126-11 特別養護老人ホームひょうたん村 高齢 〇　４１

小規模多機能型居宅介護　ひょうたん亭 高齢

49 社会福祉法人飛山の里福祉会 宇都宮市竹下町1199-1 田井の里 高齢

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

50 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 宇都宮市駒生町3337-1 母子生活支援施設わかくさ 児童 〇　４２

宝木保育園 児童

桜ふれあいの郷 障害

清風園 障害

とちぎ健康づくりセンター・栃木生きがいづくりセンター その他

51 社会福祉法人晃丘会 宇都宮市竹下町435-344 障害者支援施設ひばり 障害 〇　４３

特別養護老人ホームおおるりの森 高齢

ケアハウスシャトーおおるり 高齢

52 コンテック株式会社 宇都宮市砥上町337-2 まごころの家宇都宮砥上 高齢 〇　４４

まごころの家宇都宮砥上北原 高齢

53 社会福祉法人朝日会 宇都宮市針ヶ谷町655番地 特別養護老人ホームはりがや 高齢 〇　４５

特別養護老人ホーム実梨の丘 高齢

特別養護老人ホーム花の風 高齢

特別養護老人ホーム夢希の杜 高齢

特別養護老人ホームかぬま花の風 高齢

54 株式会社野澤實業 宇都宮市瑞穂3-7-9 小規模多機能型居宅介護事業所のずの里もばら 高齢 〇　４６

小規模多機能型居宅介護事業所のずの里かいどう 高齢

小規模多機能型居宅事業所のずの里北若松原 高齢

認知症対応型共同生活介護事業所ぐるープほームのずの家 高齢

55 宇都宮市駒生町3337-1 こども発達支援センター 児童 〇　４７

こども療育センター 児童

障害者自立訓練センター（駒生園） 障害

56 株式会社ケアネットサービス 宇都宮市下荒針町3581-17 ケアねっと宇都宮 高齢・障害

ケアねっとデイサービスセンター 高齢

57 株式会社サニーハート 宇都宮市竹林町606 訪問介護事業所サニーハート 高齢・障害 〇　４８

サニーハート岩曽 障害

サニーハート竹林 障害・児童

サニーハート宝木 児童

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

３階
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58 社会福祉法人長寿栄光会 宇都宮市田野町666-2 特別養護老人ホーム宮の里 高齢 〇　４９

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

デイサービスセンター宮の里 高齢

59 社会福祉法人とちぎYMCA福祉会 宇都宮市鐺山町1983 特別養護老人ホーム　マイホームきよはら 高齢 〇　５０

地域密着型特別養護老人ホームマイホームきよはら 高齢

定期巡回コミュニティーケアイースト 高齢

60 医療法人社団豊和会 宇都宮市陽東1-12-14 グループホームなのはな陽東 高齢 〇　５１

多機能ホーム菜の花 高齢

３階
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