
社会福祉法人利用者負担減免実施事業者 （R3.10現在)

経営主体 事業所名 郵便番号 市町村 住所 電話番号 FAX番号 サービス種類

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

短期入所生活介護

介護老人福祉施設

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

特別養護老人ﾎｰﾑ　宝寿苑 介護老人福祉施設

宝寿苑　ｼｮｰﾄｽﾃｲ 短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

訪問介護

訪問型サービス相当

特別養護老人ﾎｰﾑ　ホームタウンほそや 320-0075 細谷町４９５－１ 028-627-1177 028-627-2323 介護老人福祉施設

通所介護

通所型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

訪問介護

訪問型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

小規模多機能ホームタウン上河内 321-0403 下小倉町1234－1 028-612-2163 028-612-2164 小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

訪問介護

訪問型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

028-610-6605 訪問介護

訪問型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

1 美のりの里
社会福祉法人　美のりの里

のん美里ﾎｰﾑながおか
320-0004

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　「梅の里」

宝寿苑　ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

2 信徳会 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　まつばら 320-0041

上河内デイサービスセンター

321-0403

宇都宮市 長岡町167－5 028-622-7007 028-622-7016

028-622-3763 028-622-3793

028-610-7071 028-636-5639

宇都宮市 松原1－4－10

3 梅林会

特別養護老人ﾎｰﾑ　梅の里

320-0044 宇都宮市 南一の沢町2－23

028-610-3522

4 正恵会

320-0075

宇都宮市

宝木本町1768

028-665-0520

028-665-0370ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　宝寿苑

028-665-6999

グッドエイジクラブ宇都宮 320-0074 細谷町４９０－１ 028-688-0612 028-688-0613

下小倉町1313-26

028-674-2139

028-674-8813

上河内ヘルパーステーション 028-674-8815

羽黒レクリエーションセンター 321-0414 中里町１４３４ 028-674-8866 -

5 宝生会

特別養護老人ﾎｰﾑ　敬祥苑

320-0075 宇都宮市 宝木本町2141 028-665-5633 028-665-5635

敬祥苑　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

6 宇都宮市社会福祉協議会

宇都宮市社会福祉協議会 320-0806

宇都宮市

中央1－1－15 028-666-5555

宇都宮市社会福祉協議会河内事業所 329-1102 白沢町385宇都宮市河内総合福祉センター 028-673-8453 028-673-1029
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社会福祉法人利用者負担減免実施事業者 （R3.10現在)

経営主体 事業所名 郵便番号 市町村 住所 電話番号 FAX番号 サービス種類

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

訪問介護

訪問型サービス相当

特別養護老人ホーム美渉 28-649-1165 地域密着型介護老人福祉施設

特別養護老人ホームカルぺ而今 砥上町54－2 028-612-7320 028-612-7310 介護老人福祉施設

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム　而今荘 321-3303 芳賀郡 芳賀町稲毛田1887-4 028-677-2811 介護老人福祉施設

通所介護

通所型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

特別養護老人ﾎｰﾑ　はりがや 介護老人福祉施設

老人短期入所　はりがや 短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

訪問介護

訪問型サービス相当

特別養護老人ホーム　はりがや花の風 介護老人福祉施設

老人短期入所　はりがや花の風 短期入所生活介護

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

特別養護老人ホーム　はりがや夢希の杜 321-0147 針ヶ谷町６５４番地１ 028-688-1556 介護老人福祉施設

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームはりがや実梨の丘 介護老人福祉施設

老人短期入所　寿梨庵 短期入所生活介護

デイサービスセンター　ひなたぼっこ 認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

老人短期入所　はりがや夢希の杜 321-0147 針ヶ谷町６５４番地１

デイサービスセンター五代 321-0135 五代2-9-8

憩いの家“よってきな”

さつき健康教室

はりがや健康教室

321-0147 さつき１－１０－１８ 028-688-1556

321-0147 針ヶ谷町646 028-688-1556

7 蓬愛会

特別養護老人ﾎｰﾑ　ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ而今

砥上町54－1

028-649-2940

028-648-2788

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ　ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ而今 028-649-2941

特別養護老人ホーム　にこんきつれ荘 329-1402 さくら市 下河戸1942-2 028-685-3195 028-685-3197

8 江曽島明愛会 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　えそしま 321-0102 宇都宮市 江曽島町1218－2 028-645-7005 028-645-7006

9 高泉会 デイサービスセンター　すずめ 321-0134 宇都宮市

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ　はりがや

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　はりがや

高砂町9－8

321-0141 さつき1-10-18 028-655-7750

028-688-3255

028-688-1556

028-655-1549 028-655-1448

321-0147 針ヶ谷町646 028-688-1680

028-688-3375

028-688-1556

321-0147 針ケ谷町655

028-688-1555

028-610-7620

321-0147 針ヶ谷町1001-1 028-653-5251 028-653-5236

デイサービスセンターつるた 320-0851 鶴田町2701-1

平松本町８０９－１１

320-0856 宇都宮市

028-688-1555 028-688-1556

10 朝日会

デイサービスセンター　リハートひらまつ 321-0147

宇都宮市
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社会福祉法人利用者負担減免実施事業者 （R3.10現在)

経営主体 事業所名 郵便番号 市町村 住所 電話番号 FAX番号 サービス種類

ショートステイ　元気の里 短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

訪問介護

訪問型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

特別養護老人ﾎｰﾑ　宮の里 介護老人福祉施設

通所介護

通所型サービス相当

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム宮の里ふじおか 028-612-2722 地域密着型介護老人福祉施設

小規模多機能型居宅介護支援事業所
ふじおか

028-666-1811 小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護支援事業所
かんのん

321-0345 大谷町1254-1 028-652-8800 小規模多機能型居宅介護

特別養護老人ﾎｰﾑ　高砂荘 028-663-2520 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム　高砂荘新館 028-663-5506 介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

特別養護老人ﾎｰﾑ　豊幸の郷石井 028-683-3312 介護老人福祉施設

028-683-3311 短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

028-683-3311 訪問介護

028-683-3312 訪問型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

訪問介護

11 南都会 321-0157 宇都宮市

幕田町1456－1 028-655-2611

028-637-3555

320-0075 宝木本町2059-3

028-655-3577

デイサービスセンター　元気の里

ヘルパーステーション　元気の里

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　元気荘 幕田町1455-2 028-655-2941

028-656-8794

特別養護老人ホーム　宮の里かわだ 321-0111 川田町1077－2 028-637-3100

321-0112

14 梨一会 321-0912 宇都宮市 石井町2580－1

13 飯田福祉会

321-0901

宇都宮市

平出町1510－1

028-683-3315
社会福祉法人梨一会　豊幸の郷石井

028-683-3313

デイトレセンター石井 028-683-3310

15 栃木県済生会

特別養護老人ﾎｰﾑ　とちの木荘

321-2116 宇都宮市

徳次郎町2479－1 028-665-3276 028-665-3277

デイサービスセンター　六本杉 徳次郎町2632－1 028-666-3366 028-665-7761

16 大門福祉会
徳次郎　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

321-2116 宇都宮市
徳次郎町63－1 028-665-777１ 028-665-7771

徳次郎　ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 徳次郎町65－8 028-665-6514 028-665-7881

飯田福祉会　ことぶき 屋板町558

社会福祉法人長寿栄光会　宮の里
321-0344 田野町666－2 028-652-8122 028-652-6560

通所型サービス相当

12 長寿栄光会 宇都宮市

028-662-7558

飯田福祉会　高砂荘 028-663-4330
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社会福祉法人利用者負担減免実施事業者 （R3.10現在)

経営主体 事業所名 郵便番号 市町村 住所 電話番号 FAX番号 サービス種類

通所介護

通所型サービス相当

かみこもりやショートステイ 321-3233 上籠谷町3566-1 028-670-0116 028-670-0117 短期入所生活介護

共生家かみこもりや
小規模多機能型居宅介護

321-3233 上籠谷町3564-2 028-666-7050 028-666-7051 小規模多機能型居宅介護

共生家みずほの
小規模多機能型居宅介護

321-0921 瑞穂2-14-10 028-680-7117 小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

地域密着型小規模特別養護老人ホーム
マイホームきよはら

地域密着型介護老人福祉施設

コミュニティーケア・イースト 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所介護

通所型サービス相当

訪問介護

訪問型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

028-666-6866 介護老人福祉施設

028-616-6500 短期入所生活介護

特別養護老人ホームみどりの樹 028-612-2530 028-645-8385 地域密着型介護老人福祉施設

コープ安心ケアシステム 028-616-6551 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

コープの家双葉2丁目 321-0164 双葉2-11-17 028-684-2811 028-634-5114 小規模多機能型居宅介護

通所介護

通所型サービス相当

特別養護老人ﾎｰﾑ　瑞寿苑 028-656-5948 028-656-5910 介護老人福祉施設

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

特別養護老人ホーム　緑の郷 地域密着型介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム　緑の郷ショートステイ 短期入所生活介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

介護老人福祉施設

16 大門福祉会 321-2116 宇都宮市

上籠谷町3569－6

徳次郎　ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 徳次郎町65－8 028-665-6514 028-665-7881

028-666-7050 028-670-1312

特別養護老人ﾎｰﾑﾏｲﾎｰﾑ　きよはら 028-667-9258 028-667-9259

17 共生会

上籠谷　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 321-3233

宇都宮市

鐺山町1983

028-666-0885

19 ふれあいコープ

コープデイサービスセンター江曽島

321－0107

宇都宮市

江曽島2－11－21

コープデイサービスセンター緑２丁目のどか 321-0165 緑2-6-6

321-0165

028ｰ659ｰ5577 028-659-1192

コープヘルパーステーション江曽島 028-616-6501

コープデイサービスセンター緑3丁目 321-0165 緑3-10-8 028-658-6631 028-658-6632

028-614-2655

028-678-3330 028-678-3332

特別養護老人ホームみどり 321-0165 緑5-13-6 028-659-1192

西刑部町２５４４－１７５

緑5-13-8

コープデイサービスセンター平松本町 321-0932 平松本町７９８－１ 028-614-2755

028-656-8621

みずほ・雀宮デイセンター 321-0121 雀宮町11－3 028-655-3951 028-655-3965

321－0913

宇都宮市

上桑島町1476－２

028-678-8451 029-678-8452

21 みどり会 特別養護老人ホーム　祥豊苑 321-0411 宇都宮市 宮山田町915 028-674-4560 028-674-4572

028-672-0013 028-672-7177特別養護老人ホーム　さくらの杜

329-1111 宇都宮市

逆面町261-1

18 とちぎYMCA福祉会 321-3235 宇都宮市

22 桜寿会

20 東晴会

老人デイサービスセンターみずほ

321-0917
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社会福祉法人利用者負担減免実施事業者 （R3.10現在)

経営主体 事業所名 郵便番号 市町村 住所 電話番号 FAX番号 サービス種類

通所介護

通所型サービス相当

短期入所生活介護

特別養護老人ホームふくろうの杜 地域密着型介護老人福祉施設

ショートステイふくろうの杜 短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

デイサービスセンター　奈坪ケ丘第２ 中岡本町3730－8 028-678-6650 通所介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

老人デイサービスセンター　椿寿園 通所介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

訪問介護

訪問型サービス相当

さつき荘　デイサービスセンター 通所介護

通所介護

通所型サービス相当

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

特別養護老人ホームおおるりの森 介護老人福祉施設

ショートステイおおるりの森 短期入所生活介護

デイサービスおおるりの森 認知症対応型通所介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

通所型サービス相当

定期巡回型訪問介護看護ひだまり 川俣町900－2 028-616-1231 定期巡回随時対応型訪問介護看護

介護老人福祉施設いずみ苑 介護老人福祉施設

介護老人福祉施設いずみ苑短期入所生活介護 短期入所生活介護

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

デイサービス　ガッテン！ 320-0826 宇都宮市 西原町13-1 028-658-6226 028-658-6303 通所介護

33 正富福祉会

特別養護老人ﾎｰﾑ　とよさと

028-672-0013 028-672-7177

逆面町385-1 028-672-3361 028-672-3362

デイサービスセンター　奈坪ヶ丘

特別養護老人ホーム　さくらの杜

329-1111 宇都宮市

逆面町261-1

中岡本町3749－37 028-671-2001 028-671-0521

24 真亀会
特別養護老人ホーム　椿寿園

321-4363 真岡市 真岡市亀山350－20 0285-84-1566 0285-84-2880

25 津田福祉会

特別養護老人ホーム　さつき荘

322-0011

鹿沼市

鹿沼市白桑田254－7 0289-76-2959 0289-76-1473
さつき荘　ヘルパーセンター

さつき荘　西茂呂　デイサービスセンター 322-0029 鹿沼市西茂呂4－30－1 0289-63-6551 0289-60-5155

26 久寿福祉会 特別養護老人ホーム　ハーモニー 322-0048 鹿沼市 鹿沼市村井町146-6 0289-63-5555 0289-63-5556

0287-47-200027 あすなろ会 特別養護老人ホーム　せせらぎ 329-2339 塩谷郡 塩谷郡塩谷町上沢968 0287-47-2005

28 陽気会 特別養護老人ホーム　天寿荘 329-0431 下野市 下野市薬師寺1131-10 0285-48-5588 0285-48-5580

321-3236 宇都宮市 竹下町435－344 028-612-165229 晃丘会

30 豊郷 321－0977 宇都宮市
川俣町897－8

028-624-6316駒生町2494-11

31 健修会 321-0966

028-670-3966

028-616-1231

028-616-1238

028-650-5022028-650-5011

028-616-1235

みちおせ荘デイサービスセンター 320-0065 

特別養護老人ホームいこいの森西原 320-0826 宇都宮市

宇都宮市

028-656-5911 028-656-5999
34 千成会

特別養護老人ホームひょうたん村
321-0112 宇都宮市 屋板町126-11 

22 桜寿会

028-658-6226

028-624-6102

23 奈坪ヶ丘福祉会 329-1105 宇都宮市

宇都宮市 今泉3－13-1

32 みちおせ福祉会

介護老人福祉施設

028-658-6303西原町13-1
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社会福祉法人利用者負担減免実施事業者 （R3.10現在)

経営主体 事業所名 郵便番号 市町村 住所 電話番号 FAX番号 サービス種類

「ひょうたん亭」 028-656-3232 小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

320-0827 通所介護

通所型サービス相当

通所介護

通所型サービス相当

地域密着型通所介護

通所型サービス相当

地域密着型特別養護老人ホームなつぼ 地域密着型介護老人福祉施設

短期入所施設なつぼ 短期入所生活介護

通所介護事業所あじさい 通所介護

※社会福祉法人

320-0851 宇都宮市 鶴田町3381 028-632-7555

34 千成会 321-0112 宇都宮市 屋板町126-11 

028-632-1901

デイサービスセンター南の里　あい・あらはり 321-0346 下荒針町3473-97 028-647-5580 028-647-5581

デイサービスセンター南の里

宇都宮市

花房3-3-16 028-632-1900

弥生会 デイサービスセンターオリーブ 321-0162 宇都宮市 大和1－4－19

35 西仁会 特別養護老人ホーム　滝の原苑

36 正栄会

028-684-0831 028-684-0835

38 すぎの芽会 329-1105 宇都宮市 中岡本町3720-67 028-688-0290

37
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