
福祉のお仕事就職フェア2021・夏　参加法人（第１部）

第１部　（10：25～12：10）

№ 法人名 種別 事業所名 所在地

1 社会福祉法人こころみる会 障害 指定障害者支援施設こころみ学園 足利市田島町

2 社会福祉法人仁篤会 児童 児童養護施設ネバーランド 鹿沼市下奈良部町

3 社会福祉法人せせらぎ会 障害 せせらぎ 壬生町安塚

4 宇都宮農業協同組合 高齢 JAうつのみや訪問介護サービス 宇都宮市戸祭町

高齢・障害 桜ふれあいの郷 宇都宮市駒生町

児童 宝木保育園 宇都宮市若草

障害者支援施設 鹿沼ハウス 鹿沼市 武子

障害者支援施設 さつきハウス 〃

多機能型事業所 武子希望の家 〃

多機能型事業所 日向希望の家 鹿沼市 酒野谷

今泉ケアセンターそよ風 宇都宮市 中今泉

西川田ケアセンターそよ風 宇都宮市 西川田本町

足利ケアセンターそよ風 足利市 山川町

栃木ケアセンターそよ風 栃木市 沼和田町

佐野ショートステイそよ風 佐野市 天神町

鹿沼ケアセンターそよ風 鹿沼市 西茂呂

小山ケアセンターそよ風 小山市 犬塚

大田原ケアセンターそよ風 大田原市 新富町

くろいそケアセンターそよ風 那須塩原市 豊浦南町

芳賀ケアセンターそよ風 芳賀町 祖母井

野木ケアセンターそよ風 野木町 野木

8 株式会社ヴィーナス 高齢 株式会社　ヴィーナス 栃木市大平町

9 株式会社サンライズ 高齢 ショートステイみぶの杜 下都賀郡壬生町

洗心会　法人本部
小山市 出井

サンフラワー療護園 〃

サンフラワーガーデン
〃

こばと保育園 小山市 雨ヶ谷

こばとキッズ 小山市 出井

間々田保育園 小山市 間々田

若木保育園(令和3年4月1日新規開園) 小山市 若木町

法人本部(CSWおとめ) 小山市 乙女

セルプ花 下都賀郡 野木町

ホーム宙 〃

フロンティアおやま 小山市出井

つるたみ 小山市東黒田

いちばん星 茨城県古河市下大野

たんぽぽ 〃

おおぞら 茨城県古河市新久保

共同生活援助事業 野木町内・壬生町内・
小山市内・古河市内

パステル24 下都賀郡野木町

思川桜 小山市乙女

たのしそう 下都賀郡野木町

四季 下都賀郡壬生町

うつのみやファミリー　駒生 宇都宮市駒生町

デイサービスうつのみやファミリー 〃

メゾンうつのみやファミリー 宇都宮市一ノ沢町

グループホームうつのみやファミリー 宇都宮市岩曽町

障害

5 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

6 社会福祉法人　希望の家

小山市卒島高齢

11 社会福祉法人　洗心会

高齢/
障害

児童

医療法人　さくら会10 介護老人保健施設　さくら野

7
株式会社
ユニマット　リタイアメント・コミュニティ

高齢

株式会社　うつのみやファミリー

障害12 社会福祉法人　パステル

13 高齢
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高齢 地域密着型特別養護老人ホーム みすぎの郷 栃木市岩舟町

ひのきの杜 栃木市岩舟町

障害者支援施設 ひのきの杜共生 栃木市岩舟町

障害者多機能型事業所 すぎのこ 栃木市岩舟町

障害児者多機能型事業所 けやきの家 〃

障害者多機能型事業所 ひまわり 栃木市岩舟町

障害児者多機能型事業所 あすなろ 栃木市皆川町

障害者多機能型事業所 みずほの家 栃木市大平町

障害者支援施設 もくせいの里 栃木市大平町

高齢者・障害児者複合事業所
やまと

栃木市万町

障害者多機能型事業所 愛晃の杜 日光市花石町

放課後等デイサービス事業所 のあの杜 日光市野口

特別養護老人ホーム　 ひまわり 栃木市都賀町

地域密着型特別養護老人ホーム　 蔵の街ひまわり 栃木市城内町

山形ゆずりは 佐野市山形町

吉水ゆずりは 佐野市吉水町

とちのみ学園 佐野市小中町

こなかの森 〃

和泉 佐野市栃本町

どんぐり 佐野市大町

フロム浅沼 佐野市浅沼町

障害者相談支援センター みどり 佐野市浅沼町

相談支援室　わかば 佐野市小中町

こども発達支援センターさの　かりん 佐野市小中町

こども発達支援センターさの　あおぞら 佐野市浅沼町

あそぬま城くるみ保育園 〃

とちのみ堀米保育園 佐野市堀米町

17
社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を
守る会

障害 保健医療・福祉施設あしかがの森 足利市大沼田町

ゆうの家事業所 栃木市大光寺町

さくら荘(GH) 〃

いちごハウス(就労B) 〃

なすびの里 〃

日中一時支援事業ゆうの家 〃

ハートフィールド 宇都宮市 古賀志町

グループホーム　アネーロ 宇都宮市 宝木本町

藹藹会　クオーレ 〃

小規模保育事業　クオーレ 〃

放課後等デイサービスポコアポコ 宇都宮市古賀志町

ハートフルナーサリー 宇都宮市砥上町

20 株式会社ケアネットサービス 高齢 株式会社　ケアネットサービス 宇都宮市兵庫塚

21 株式会社アーバンアーキテック 高齢 ご長寿くらぶ宇都宮・西川田(7月開所予定) 宇都宮市西川田町

法人本部 宇都宮市緑

特別養護老人ホーム　みどり 宇都宮市 緑

特別養護老人ホーム　みどりの樹 　〃

グループホームみどり 　〃

コープデイサービスセンター江曽島 宇都宮市 江曽島

特別養護老人ホーム　かたやなぎ 栃木市 片柳町

14 社会福祉法人　すぎのこ会
障害

15 社会福祉法人　 スイートホーム 高齢

障害社会福祉法人なすびの里18

16 社会福祉法人　 とちのみ会

高齢

障害

児童

高齢社会福祉法人 ふれあいコープ

高齢・障害

22

児童

社会福祉法人　藹藹会19
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ハートランド宇都宮 宇都宮市鶴田町

ハートランド小山 小山市 駅南町

ハートランド・アイリ小山Ⅰ 小山市 城北

ハートランド・アイリ小山Ⅱ 〃

ハートランド・アイリ小山Ⅲ 小山市 東城南

小山喜沢鶴の里 小山市喜沢

24 上都賀厚生農業協同組合連合会 高齢 老人保健施設　かみつが  鹿沼市上殿町

特別養護老人ホーム 義明苑 足利市久保田町

義明苑相生事業所 足利市大橋町

地域密着型特養ホーム 義明苑ふくとみ 足利市福富町

特別養護老人ホーム 義明苑いなほ 〃

栃木ケアーズ 栃木市 箱森町

栃木ケアーズ グループホームほほえみ 〃

栃木ケアーズひらい グループホームほほえみ 栃木市 平井町

栃木ケアーズふきあげ グループホームほほえみ 栃木市 吹上町

栃木ケアーズひらい 小規模多機能型居宅介護つどい 栃木市 平井町

27 特定非営利活動法人 うりずん 障害 児童 うりずん 宇都宮市 徳次郎町

介護老人保健施設 ひまわり荘 下都賀郡 野木町

リハビリテーション花の舎病院 下都賀郡 野木町

高齢 特別養護老人ホームキラリの舎 下都賀郡野木町

児童養護施設 アリスとテレス 下都賀郡 野木町

いちご保育園 〃

りんご保育園 〃

ニチイケアセンター一ノ沢 宇都宮市一ノ沢町

ニチイケアセンター峰 宇都宮市峰

ニチイケアセンター西那須野 那須塩原市下永田

ニチイケアセンター宇都宮 宇都宮市城東

ニチイケアセンターおやま 小山市神鳥谷

ニチイケアセンター城東 小山市城東

ニチイケアセンター栃木 栃木市平柳

ニチイケアセンター佐野 佐野市堀米

ニチイケアセンター足利 足利市田中町

ニチイケアセンターおりひめ 足利市本城

ニチイケアセンター足利東山 足利市助戸東山

ニチイケアセンター上高間木 真岡市上高間木

ニチイケアセンター真岡 真岡市東光寺

ニチイケアセンター鹿沼 鹿沼市上野町

ニチイケアセンター下田町 鹿沼市下田町

ニチイケアセンター大田原 大田原市佐久山

ニチイケアセンター大田原中央 大田原市城山

ニチイケアセンター矢板 矢板市東町

ニチイケアセンター益子 芳賀郡益子町

小山支店 小山市中央町

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

特別養護老人ホーム　瑞寿苑 宇都宮市上桑島町

デイサービスセンターみずほ 　〃

みずほ・雀宮デイセンター 宇都宮市雀宮町

社会福祉法人 東晴会 高齢30

社会福祉法人 延寿会

株式会社 ワイグッドケア23 高齢

高齢株式会社ニチイ学館29

28

医療法人社団　友志会 高齢

児童

25 社会福祉法人 美明会 高齢

26 有限会社 栃木ケアーズ 高齢


