
　　　※令和4年5月1日現在の本学における介護実習受入施設です。状況により変更になる場合があります。

　　　※実習区分や形態により、実習可能な施設は異なります。

【高齢者施設（基礎実習Ⅰ・施設介護実習Ⅰ・Ⅱ）】

ＮＯ 法人名① 法人名② 種別 施設名 郵便番号 住所

1 社会福祉法人 誠心会 介護老人福祉施設 那須順天荘 329-2748 那須塩原市上赤田238-658

2 社会福祉法人 久寿福祉会 介護老人福祉施設 ハーモニー 322-0048 鹿沼市村井町146-6

3 社会福祉法人 真亀会 介護老人福祉施設 椿寿園 321-4363 真岡市亀山350-20

4 社会福祉法人 小山清風会 介護老人福祉施設 しょうし苑 323-0806 小山市大字中久喜1273-1

5 社会福祉法人 薫風会 介護老人福祉施設 富士見荘 323-0063 小山市大字上石塚15

6 社会福祉法人 昭仁会 介護老人福祉施設 レユーナ 328-0075 栃木市箱森町1-14

7 社会福祉法人 幸生会 介護老人福祉施設 うづま荘 328-0123 栃木市川原田町1612

8 社会福祉法人 裕母和会 特別養護老人ホーム 清松園 329-4303 栃木市岩舟町和泉816

9 社会福祉法人 佐野福祉会 特別養護老人ホーム 佐野サンリバー 327-0001 佐野市小中町1820-4

10 社会福祉法人 森友会 介護老人福祉施設 蓬莱荘 327-0303 佐野市長谷場町1798-１

11 社会福祉法人 桜和会 介護老人福祉施設 大栗の里 327-0805 佐野市犬伏中町2441-1

12 社会福祉法人 両崖福祉会 介護老人福祉施設 和見山苑 329-4212 足利市稲岡町1083-1

13 社会福祉法人 両崖福祉会 介護老人福祉施設 清明苑 326-0005 足利市大月町1042-2

14 社会福祉法人 両崖福祉会 健康デイサービスセンター けやき 326-0005 足利市大月町811-1

15 社会福祉法人 もくせい会 介護老人福祉施設 ちよだCOMハウス 370-0503 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩2114-2

16 社会福祉法人 桐生療育双葉会 介護老人福祉施設 双葉苑 376-0013 群馬県桐生市広沢町1丁目2643の1

17 社会福祉法人 邦知会 介護老人福祉施設 ユートピア広沢 376-0013 群馬県桐生市広沢町6-307-3

18 社会福祉法人 ポプラ会 介護老人福祉施設 クローバー荘 374-0002 群馬県館林市田谷町1187-1

19 社会福祉法人 光生会 介護老人福祉施設 東毛光生園 374-0055 群馬県館林市成島町862-4

20 社会福祉法人 宏和会 介護老人福祉施設 清輝苑 348-0006 埼玉県羽生市下村君1169

21 社会福祉法人 常盤福祉会 特別養護老人ホーム 万葉 327-0843 佐野市堀米町1336-1

22 社会福祉法人 報徳会 特別養護老人ホーム 丹頂 327-0312 佐野市栃本町3255

23 社会福祉法人 宝生会 介護老人保健施設 白楽園 320-0075 宇都宮市宝木本町2140番地2

24 医療法人 聖生会 介護老人保健施設 安純の里 329-4311 栃木市岩舟町古江405

25 医療法人 木水会 介護老人保健施設 八州苑 323-1108 栃木市藤岡町太田1394-1

26 医療法人 聖生会 介護老人保健施設 さくらの里 327-0101 佐野市寺久保町松場248-1

27 社会福祉法人 幸梅会 介護老人保健施設 グリーンヒルズ２１ 326-0845 足利市大前町1220

28 医療法人社団 友志会 介護老人保健施設 ひまわり荘 329-0112 下都賀郡野木町南赤塚1218-1

29 社会福祉法人 豊廷会 介護老人保健施設 いずみの里 370-0511 群馬県邑楽郡大泉町北小泉1丁目26-1

30 社会福祉法人 裕母和会 特別養護老人ホーム かがやき 329-4305 栃木市岩舟町静戸970番地1

31 社会福祉法人 両崖福祉会 高齢者複合施設 みのりの里・田島 326-0061 足利市田島町1959番地1

32 医療法人 翼望会 介護老人保健施設 あさひ 327-0501 佐野市葛生東1-15-7

33 社会福祉法人 美明会 介護老人福祉施設 義明苑 326-0324 足利市久保田町1223番地

34 社会福祉法人 緑風会 介護老人福祉施設 グリーンホーム 322-0075 鹿沼市下日向438番地1

35 社会福祉法人 関記念　栃の木会 介護老人福祉施設 しもつけ荘 321-0207 下都賀郡壬生町大字北小林812番地1

36 社会福祉法人 報徳会 介護老人福祉施設 葛生ホーム 327-0514 佐野市仙波町847

37 社会福祉法人 至誠会 介護老人福祉施設 清風園 373-0025 群馬県太田市熊野町38-81

38 社会福祉法人 真亀会 介護老人保健施設 春祺荘 321-4363 真岡市亀山350-1

39 医療法人 さくら会 介護老人保健施設 さくら野 323-0061 小山市大字卒島110番地

40 医療法人 聖生会 介護老人保健施設 和の里 327-0022 佐野市高砂町2800-1

41 社会福祉法人 慈誠会 特別養護老人ホーム 緑風苑 329-0319 栃木市藤岡町中根355-2

42 社会福祉法人 両崖福祉会 特別養護老人ホーム みどりの丘・大月 326-0005 足利市大月町545-25

43 医療法人 上野会 介護老人保健施設 ナーシングホーム館林 374-0013 群馬県館林市赤生田町1865番地1

44 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 321-0165 宇都宮市緑5丁目13-6

45 社会福祉法人 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丁目11-21

46 社会福祉法人 幸知会 特別養護老人ホーム トータスホーム 329-0529 河内郡上三川町下神主229-6

47 社会福祉法人 達生堂 特別養護老人ホーム ヒューマン・ハウス 307-0001 茨城県結城市大字結城10767-19

48 社会福祉法人 光誠会 特別養護老人ホーム ころぼっくる 321-0973 宇都宮市岩曽町1310番地1

49 社会福祉法人 光誠会 地域密着型特別養護老人ホーム 科の木 321-0973 宇都宮市岩曽町1166番地1

50 医療法人 北斗会 介護老人保健施設 宇都宮シルバーホーム 321-0901 宇都宮市平出町413番地

51 社会福祉法人 朝日会 特別養護老人ホーム はりがや 321-0147 宇都宮市針ヶ谷町655

52 社会福祉法人 長寿栄光会 特別養護老人ホーム 宮の里かわだ 321-0111 宇都宮市川田町1077-2

53 社会福祉法人 長寿栄光会 デイサービスセンター 宮の里 321-0344 宇都宮市田野町666番地2

54 社会福祉法人 大恵会 特別養護老人ホーム ひかりの里 321-1261 日光市今市1086番地2

55 社会福祉法人 すぎのこ会 特別養護老人ホーム みすぎの郷 329-4314 栃木市岩舟町小野寺1500番地

56 社会福祉法人 美明会 特別養護老人ホーム 義明苑いなほ 326-0324 足利市久保田町1214-1

57 社会福祉法人 まつ葉の会 特別養護老人ホーム ニコアス 374-0043 群馬県館林市苗木町2578番地の7

58 社会福祉法人 常盤福祉会 特別養護老人ホーム 万葉植野の里 327-0835 佐野市植下町4010-10

59 社会福祉法人 丹緑会 介護老人福祉施設 栗林荘 323-0818 小山市大字塚崎463番地1

60 ウェルエージング 株式会社 小規模多機能型居宅介護事業所 せせらぎ 327-0312 佐野市栃本町七通3270

61 ピジョン真中 株式会社 佐野デイサービスセンター さんさん 327-0844 佐野市富岡町229-12

62 社会福祉法人 みつなみ会 特別養護老人ホーム みどりの森 345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1780-1

63 社会福祉法人 真善会 特別養護老人ホーム もみの木 345-0816 埼玉県南埼玉郡宮代町字金原567
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【障害者支援施設・障害福祉サービス事業所（基礎実習Ⅱ）】

ＮＯ 法人名① 法人名② 種別 施設名 郵便番号 住所

1 社会福祉法人 とちのみ会 障害者支援施設 とちのみ学園 327-0001 佐野市小中町1280

2 社会福祉法人 すぎのこ会 障害者支援施設 もくせいの里 329-4405 栃木市大平町西山田1198番地

3 社会福祉法人 紫雲会 障害者支援施設 花見ヶ岡学園 323-0817 小山市東野田635

4 社会福祉法人 館邑会 障害者支援施設 第二陽光園 370-0614 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字三軒家837

5 社会福祉法人 杜の舎 障害者支援施設 ユニッツもりのいえ 373-0022 群馬県太田市東金井町2311－7

6 社会福祉法人 パステル 多機能型事業所 セルプ花 329-0103 下都賀郡野木町大字若林443－1

7 社会福祉法人 洗心会 障がい者支援施設 サンフラワー療護園 323-0808 小山市大字出井1936

8 社会福祉法人 すぎのこ会 障害者支援施設 ひのきの杜　　　　　　　　　　　　 329-4306 栃木市岩舟町曲ヶ島806番地1

9 社会福祉法人 東毛会 障害者支援施設 東毛会はるかぜ荘 373-0022 群馬県太田市東金井町819番地

10 社会福祉法人 とちのみ会 多機能型事業所 和泉 327-0312 佐野市栃本町129-1

11 社会福祉法人 愛光園 障害者支援施設 陽光園 329-4212 足利市稲岡町500番地

12 社会福祉法人 洗心会 身体障害者デイサービスセンター サンフラワーデイサービスセンター　 323-0808 小山市大字出井1936

13 社会福祉法人 足利むつみ会 社会就労センター きたざと 326-0006 足利市利保町49番地の4

14 社会福祉法人 足利むつみ会 デイアクティビティセンター ＷＩＮ 326-0006 足利市利保町49番地の4

15 社会福祉法人 飛山の里福祉会 宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 321-0952 宇都宮市泉が丘3-17-16

16 社会福祉法人 せせらぎ会 多機能型事業所 かえで 321-0201 下都賀郡壬生町大字安塚2032番地

17 社会福祉法人 飛山の里福祉会 ハート二宮 321-4521 真岡市久下田1798

18 社会福祉法人 洗心会 サンフラワーワークセンター 323-0811 小山市犬塚7-20-2

19 社会福祉法人　 太陽の里福祉会 生活支援センター ぷらねっと 329-3154 那須塩原市上中野53 

20 社会福祉法人 希望の家 障害者支援施設 鹿沼ハウス 322-0007 鹿沼市武子1566

21 社会福祉法人 パステル 多機能型事業所 CSWおとめ 329-0214 小山市大字乙女625-2

22 株式会社 フルール 多機能型事業所 ほっと・ハートひろばフルール 327-0804 佐野市犬伏下町1998-1

【居宅サービス事業所（居宅介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）】

ＮＯ 法人名① 法人名② 種別 施設名 郵便番号 住所

1 ピジョン真中 株式会社 佐野事業所 訪問入浴事業本部 327-0844 佐野市富岡町229-12

2 ピジョン真中 株式会社 栃木事業所 訪問入浴グループ 328-0075 栃木市箱森町50-15

3 社会福祉法人 ポプラ会 クローバー荘 訪問入浴介護事業 374-0002 群馬県館林市田谷町1187番地1

4 社会福祉法人 もくせい会 ちよだCOMハウス 訪問入浴介護事業 370-0503 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字中窪2114番地2

5 ピジョン真中 株式会社 訪問介護 栃木事業所 328-0075 栃木市箱森町50-15

6 ピジョン真中 株式会社 訪問介護 佐野事業所 327-0844 佐野市富岡町229-12

7 ピジョン真中 株式会社 訪問介護 大平事業所 329-4404 栃木市大平町富田376-8

8 ピジョン真中 株式会社 訪問介護 鹿沼事業所 322-0036 鹿沼市下田町1-853-1

9 社会福祉法人 もくせい会 ちよだCOMハウス ホームヘルプ事業 370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩字中窪2114番地2

10 医療法人 木水会 認知症対応型共同生活介護 グループホーム八州苑 323-1108 栃木市藤岡町太田1386－1

11 社会福祉法人 美明会 認知症対応型共同生活介護 グループホームくぼた 326-0324 足利市久保田町1220－1

12 社会福祉法人 常盤福祉会 認知症対応型共同生活介護 グループホーム万葉 327-0843 佐野市堀米町1336-1

13 有限会社 邦史会 認知症対応型共同生活介護 グループホーム青の蓮 326-0338 足利市福居町843

14 医療法人 上野会 認知症対応型共同生活介護 グループホームつどい 374-0013 群馬県館林市赤生田町2042

15 株式会社 しもつけ 認知症対応型共同生活介護 グループホームしもつけの杜 327-0835 佐野市植下町5696-1

16 株式会社 ソフィールド 認知症対応型共同生活介護 グループホームウォームハート 327-0822 佐野市越名町188

17 株式会社 しもつけ 認知症対応型共同生活介護 グループホームしもつけの郷 327-0103 佐野市石塚町392


