
「保育のお仕事就職フェア2018・夏」決定事業所一覧（申込順）

NO. 法人名 事業所市町 求人予定事業所名 種別

1 社会福祉法人　延寿会 野木町丸林 いちご保育園 保育所

野木町南赤塚 りんご保育園 保育所

野木町南赤塚 児童養護施設アリスとテレス 児童養護施設

2 社会福祉法人　栃の子福祉会 宇都宮市上桑島町 瑞穂野保育園 保育所

3 学校法人　黒磯幼稚園 那須塩原市住吉町 認定こども園　黒磯幼稚園 幼保・認定こども園

4 社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会 宇都宮市若草 宝木保育園 保育所

5 学校法人つきえ学園 那須塩原市黒磯 虹ヶ丘認定こども園 幼保・認定こども園

6 トチナビ有限会社 さくら市桜野 ちびっこランドさくら園 地域型・小規模A型

那須烏山市南和久 ゆうゆうらんど那須烏山園 地域型・小規模A型

高根沢町光陽台 ゆうゆうらんど高根沢園 地域型・小規模A型

7 エス・エス・ピーマーバル株式会社 宇都宮市針ヶ谷町 きらら保育園宇都宮針ヶ谷 地域型・小規模A型

宇都宮市桜 きらら保育園宇都宮さくら 地域型・小規模A型

栃木市大宮町 きらら保育園栃木大宮 地域型・小規模A型

8 学校法人萌丘学園 真岡市熊倉町 萌丘幼稚園認定こども園 幼保・認定こども園

9 社会福祉法人　あいのかわ福祉会 大田原市中田原 かねだ保育園 保育所

10 社会福祉法人　久祐会 宇都宮市野高谷町 清原保育園 保育所

宇都宮市東峰町 東峰保育園 保育所

11 社会福祉法人　東栄会 宇都宮市江曽島町 江曽島保育園 保育所

12 鹿沼市 鹿沼市万町 こじか保育園 公立・保育所

鹿沼市口粟野 粟野保育園 公立・保育所

鹿沼市坂田山 西保育園 公立・保育所

鹿沼市西沢 なんま保育園 公立・保育所

鹿沼市磯町 南保育園 公立・保育所

鹿沼市上永野 永野保育園 公立・保育所

鹿沼市武子 にっこり保育園 公立・保育所

鹿沼市上日向 ひなた保育園 公立・保育所

鹿沼市板荷 板荷児童館 公立・児童館

鹿沼市住吉町 あおば園 公立・児童発達支援

13 さくら市 さくら市草川 あおぞら保育園 公立・保育所

さくら市松山 たいよう保育園 公立・保育所

さくら市喜連川 わくわく保育園 公立・保育所

14 那須烏山市 那須烏山市桶 七合保育園 公立・保育所

那須烏山市野上 すくすく保育園 公立・保育所

那須烏山市岩子 にこにこ保育園 公立・保育所

15 社会福祉法人　源会 宇都宮市西川田 グリーンナーサリー 保育所

16 社会福祉法人　彩 鹿沼市上石川 大地の恵みのなーさりぃ 保育所

17 社会福祉法人　木村育英会 上三川町上三川 上三川保育園 保育所

上三川町東蓼沼 蓼沼保育園 保育所

18 社会福祉法人　豊心会 小山市駅南町 すみれ保育園 保育所

小山市駅南町 すみれチャイルド 保育所

小山市三峯 すみれ乳児院 乳児院
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「保育のお仕事就職フェア2018・夏」決定事業所一覧（申込順）

NO. 法人名 事業所市町 求人予定事業所名 種別

19 社会福祉法人　藹藹会 宇都宮市宝木本町 小規模保育事業　クォーレ 地域型・小規模B型

20 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 宇都宮市竹林町 うつのみやなでしこ保育園 地域型・事業所内

宇都宮市竹林町 おはな保育園 病児保育

21 社会福祉法人センスオブワンダー 宇都宮市下岡本町 つながるほいくえん釜井台 保育所

宇都宮市御幸ヶ原町 つながるほいくえん御幸が原 保育所

22 学校法人やまざき学園 宇都宮市下岡本町 幼保連携型認定こども園　釜井台幼稚園（仮） 幼保・認定こども園

23 社会福祉法人がんばり福祉会 矢板市石関 こどもの森保育園 保育所

矢板市石関 こどもの森こころ保育園 保育所

24 社会福祉法人幸倫会 宇都宮市陽西町 陽西保育園 保育所

宇都宮市陽西町 ようさいリトル 地域型・小規模A型

25 社会福祉法人平松愛児会 宇都宮市平松本町 平松保育園 保育所

宇都宮市西刑部 平松分園ココロミ保育園 保育所

上三川町西汗 ふざかしおひさま保育園 保育所

上三川町西汗 ゆいのわ保育園 保育所

26 社会福祉法人内木会 宇都宮市台新田 上横田よつば保育園 保育所

宇都宮市宮の内 上横田よつば分園 保育所

下野市薬師寺 あおば保育園 保育所

下野市下古山 わかば保育園 保育所

27 社会福祉法人明成会 宇都宮市岩曽町 しらとり保育園 保育所

宇都宮市竹林町 ひばり保育園 保育所

宇都宮市今泉町 しらとり第二保育園 地域型・小規模A型

宇都宮市中今泉 ひばり第二保育園 地域型・小規模A型

28 株式会社ニチイ学館　宇都宮支店 宇都宮市下戸祭 ニチイキッズ星が丘通り保育園 企業主導型

小山市東城南 ニチイキッズ小山東城南保育園 企業主導型

29 社会福祉法人和康会 那須塩原市豊浦 友里かご保育園 保育所

30 学校法人如意輪学園おおみや幼稚園ひがしのもり保育会 栃木市大宮町 認定こども園　おおみや幼児教育センター 幼保・認定こども園

31 社会福祉法人田原福祉会 宇都宮市上田原町 ゆりかご保育園 保育所

宇都宮市上田原町 ゆりかごきっずなーさりーすくーる 保育所

32 学校法人岩本学園 宇都宮市西原町 認定みどりこども園 幼保・認定こども園

33 学校法人みふみ学院 宇都宮市富士見ヶ丘 みふみ認定こども園 幼保・認定こども園

34 那珂川町 那珂川町馬頭 なかのこ認定こども園 公立・幼保

那珂川町和見 ひばり認定こども園 公立・幼保

那珂川町小川 わかあゆ認定こども園 公立・幼保

35 社会福祉法人那須若葉会 那須塩原市埼玉 ひばりヶ丘保育園 保育所

那須塩原市鍋掛 とようら保育園 保育所

36 学校法人小野瀬学園 小山市犬塚 にこにこ保育園 保育所

37 社会福祉法人同愛会 塩谷町大宮 おおみや保育園 保育所

塩谷町船生 ふにゅう保育園 保育所
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「保育のお仕事就職フェア2018・夏」決定事業所一覧（申込順）

NO. 法人名 事業所市町 求人予定事業所名 種別

38 社会福祉法人とちぎYMCA福祉会 宇都宮市陽東 ようとう保育園 保育所

39 学校法人平出むつみ幼稚園 宇都宮市平出町 認定こども園平出むつみ幼稚園 幼保・認定こども園

40 社会福祉法人鐘の鳴る丘友の会 栃木市泉川 認定こども園さくら 幼保・認定こども園

栃木市泉川 さくら第2保育園 保育所

41 社会福祉法人青葉学園福祉会 宇都宮市ゆいの杜 ゆいの杜保育園 保育所

宇都宮市下河原 不動前保育園 保育所

宇都宮市細谷町 西が岡保育園 保育所

市貝町赤羽 赤羽保育園 保育所

42 社会福祉法人大門福祉会 宇都宮市徳次郎町 徳次郎保育園 保育所

43 栃木市 栃木市今泉町 いまいずみ保育園 公立・保育所

栃木市入舟町 くらのまち保育園 公立・保育所

栃木市大塚町 おおつか保育園 公立・保育所

栃木市箱森町 はこのもり保育園 公立・保育所

栃木市大平町富田 大平西保育園 公立・保育所

栃木市大平町西水代 大平南第1保育園 公立・保育所

栃木市大平町榎本 大平南第2保育園 公立・保育所

栃木市赤麻 藤岡はーとらんど保育園 公立・保育所

栃木市原宿 都賀よつば保育園 公立・保育所

栃木市岩舟町静 いわふね保育園 公立・保育所

栃木市西方町本郷 認定西方なかよしこども園 公立・幼保

44 学校法人三法学園 宇都宮市幕田町 認定こども園あつみ幼稚園 幼保・認定こども園

45 社会福祉法人聖会 宇都宮市今泉 バンビーニとよさと 保育所

宇都宮市関堀 バンビーニゆめ 保育所

46 学校法人飯野学園 宇都宮市兵庫塚 さかえ認定こども園 幼保・認定こども園

47 社会福祉法人つきかげ福祉会 日光市芹沼 芹沼保育園 保育所

日光市今市 杉の子保育園 保育所

日光市藤原 清流保育園 保育所

日光市内 H31年4月より新設園開設予定

48 社会福祉法人渚会 宇都宮市下川俣町 希望保育園 保育所

49 宇都宮市 宇都宮市 公立10園（予定・限定される可能性あり） 公立・保育所

50 社会福祉法人邦友会 那須塩原市井口 国際医療福祉大学　西那須野キッズハウス 幼保・認定こども園

51 社会福祉法人まこと福祉会 鹿沼市茂呂 茂呂保育園 保育所

52 社会福祉法人鶴西会 宇都宮市鶴田町 つるた保育園 保育所

53 社会福祉法人 杠 栃木市城内町 けやき保育園 保育所

54 社会福祉法人　敬愛会 那須烏山市滝田 にじいろ保育園 地域型・事業所内
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