福祉有償運送 登録法人等一覧

2022年3月8日
法人名

A登録番号

〒

所在地

運送の区間又は区域

電話

ＦＡＸ

有効期限

1

関栃福第01号 社会福祉法人 すぎのこ会

329-4301 栃木市岩舟町鷲巣302-1

栃木市

0282-54-3510

0282-55-6859

令和5年8月9日

2

関栃福第03号 特定非営利活動法人 グループたすけあいエプロン

329-1200 高根沢町花岡1503-3

宇都宮市、さくら市、高根沢町、芳賀町、那須烏山市

028-676-1100

028-676-1139

令和5年8月9日

3

関栃福第04号 社会福祉法人 京福会

325-0062 那須塩原市住吉町5-10

那須塩原市

0287-64-2511

0287-64-1881

令和5年9月28日

4

関栃福第05号 社会福祉法人 すぎなみき会

321-1102 日光市板橋2610-1

日光市

0288-27-3100

0288-27-3700

令和5年3月30日

5

関栃福第06号 社会福祉法人 大和久福祉会

321-0533 那須烏山市南大和久956-2

那須烏山市、那珂川町

0287-82-3552

0287-88-9696

令和6年6月18日

6

関栃福第08号 特定非営利活動法人 ウエーブ

321-1263 日光市瀬川95-1

日光市

0288-21-5330

0288-21-5388

令和5年4月26日

7

関栃福第09号 特定非営利活動法人 このゆびとまれ

328-0125 栃木市吹上町１６４５－４

栃木市

0282-22-5380

0282-22-5384

令和6年5月20日

8

関栃福第10号 特定非営利活動法人 サポートつくし

321-1264 日光市瀬尾268番地8

日光市

0288-23-5007

0288-53-0016

令和6年6月3日

9

関栃福第11号 特定非営利活動法人 まごの手

327-0314 佐野市新吉水町375

佐野市

0283-20-6066

0283-20-6055

令和5年5月24日

10 関栃福第13号 特定非営利活動法人 グリーン

327-0003 佐野市大橋町1542-1

佐野市、足利市、栃木市

0283-24-1551

0283-24-1943

令和5年6月1日

11 関栃福第16号 社会福祉法人 芳賀町社会福祉協議会

321-3304 芳賀町祖母井1-6-1

芳賀町、市貝町

028-677-4711

028-677-4732

令和5年3月30日

12 関栃福第19号

323-0031 小山市八幡町2-3-15

小山市・下野市

0285-22-7641

0285-22-0248

令和5年6月1日

13 関栃福第23号 社会福祉法人 あゆみ園

328-0067 栃木市皆川城内町333-2

栃木市

0282-31-1755

0282-31-2919

令和5年6月1日

14 関栃福第24号 社会福祉法人 パステル

329-0214 小山市乙女625-2

野木町、小山市、栃木市（旧藤岡町）、下野市、茨
城県古河市

0285−39−6088

15 関栃福第25号 社会福祉法人 百寿会

320-0004 宇都宮市長岡町１６３－５

宇都宮市

028-621-6663

028-621-6664

令和6年9月20日

16 関栃福第30号 社会福祉法人 益子のぞみの里福祉会

321-4104 益子町大沢2800-5

特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブたすけあい大地

令和5年9月28日

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-72-8483

0285-72-9282

令和5年3月30日

17 関栃福第32号 特定非営利活動法人もてぎ介護センターたいよう 321-3531 茂木町茂木1724-1

益子町、茂木町、市貝町

0285-64-3988

0285-64-3966

令和5年5月9日

18 関栃福第33号 社会福祉法人 幸真会

326-0814 足利市通５丁目3435-3

足利市

0284-22-1155

0284-21-1457

令和5年3月30日

19 関栃福第35号 特定非営利活動法人 毎日クリスマス

321-2477 日光市佐下部305

日光市

0288-21-7030

0288-21-7544

令和5年3月30日

20 関栃福第36号 社会福祉法人 薫陶会

329-1207 高根沢町花岡2158-10

高根沢町

028-676-3366

028-676-0542

令和5年3月30日

21 関栃福第37号 社会福祉法人 益子町社会福祉協議会

321-4217 益子町益子1532-5

益子町

0285-70-1117

0285-22-9141

令和5年3月30日

22 関栃福第38号 社会福祉法人 スイートホーム

328-0103 栃木市都賀町原宿1424-1

栃木市（旧都賀町）

0282-29-3232

0282-27-0294

令和5年3月30日

23 関栃福第39号 医療法人 渡部医院

329-3153 那須塩原市大原間140-1

那須塩原市

0287-65-0800

0287-65-2011

令和5年3月30日

24 関栃福第41号 社会福祉法人 同愛会

329-2213 塩谷町熊ノ木1057-1

真岡市、大田原市、那須塩原市、矢板市、益子町、
茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、那珂川町

0285-70-2020

0285-72-8222

令和5年4月27日

25 関栃福第43号 社会福祉法人 とちのみ会

327-0001 佐野市小中町1280

佐野市

0283-22-1969

0283-22-9526

令和5年5月24日

26 関栃福第45号 社会福祉法人 光誠会

321-0925 宇都宮市東簗瀬1-29-1

高根沢町

028-676-3300

028-676-3301

令和5年3月30日

27 関栃福第50号 社会福祉法人 美明会

326-0324 足利市久保田町1223

足利市

0284-73-2020

0284-73-2666

令和5年5月16日

28 関栃福第53号 医療法人 木水会

329-4307 栃木市岩舟町静550-2

栃木市（旧藤岡町、旧岩舟町）

0282-62-0888

0282-62-0800

令和5年5月16日

29 関栃福第56号 社会福祉法人 あいのかわ福祉会

324-0003 大田原市小滝上ノ山17-18

大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 0287-24-2620

0287-24-2710

令和5年6月1日

30 関栃福第62号 特定非営利活動法人 ゆっくりサロン

325-0301 那須町湯本512-10

那須町、那須塩原市

0287-76-2281

0287-76-2281

令和5年8月9日

31 関栃福第64号 社会福祉法人 とちぎ健康福祉協会

320-0065 宇都宮市駒生町3337-1

さくら市

028-622-2846

028-621-1422

令和5年8月23日

32 関栃福第65号 社会福祉法人 わかば会

326-0141 足利市小俣町1554-4

足利市

0284-62-7179

0284-62-6895

令和4年9月7日

33 関栃福第66号 特定非営利活動法人 あすなろ友の会

324-0032 大田原市佐久山2274-5

大田原市、さくら市

0287-28-3676

0287-28-3677

令和4年9月1日

34 関栃福第68号 社会福祉法人 若草福祉会

367-0002 埼玉県本庄市仁手669-4

佐野市

0283-21-0833

0283-20-1005

令和5年9月6日

35 関栃福第70号 医療法人社団 友志会

329-0101 野木町友沼5320-2

野木町、茨城県古河市

0280-56-0500

0280-56-0501

令和5年9月28日

36 関栃福第71号 社会福祉法人 こころみる会

326-0061 足利市田島町616

足利市

0284-41-5039

0284-43-2665

令和5年9月18日

37 関栃福第74号 社会福祉法人 徳知会

327-0031 佐野市田島町213

佐野市

0283-27-0115

0283-27-0315

令和5年9月6日

38 関栃福第75号 社会福祉法人 藹藹会（あいあいかい）

321-0341 宇都宮市古賀志町1964-12

宇都宮市

028-652-7288

028-652-6355

令和5年9月28日

39 関栃福第76号 社会福祉法人 たかはら学園

329-1573 矢板市越畑226

矢板市

0287-48-0304

0287-48-1927

令和5年9月28日

40 関栃福第80号 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

328-0027 栃木市今泉町２丁目１番４０号 栃木市

0282-43-0294

0282-43-0644

令和5年3月30日

41 関栃福第81号 特定非営利活動法人 福聚会

321-1111 鹿沼市板荷２９７１番地１

鹿沼市

0289-64-8371

0289-64-8372

令和4年4月12日

42 関栃福第84号 特定非営利活動法人 愛・やままえケアセンター

326-0844 足利市鹿島町479番地1

足利市

0284-64-7331

0284-63-2882

令和4年8月31日

43 関栃福第85号 一般社団法人 協働福祉とちぎ

321-0973 宇都宮市岩曽町1392-45

宇都宮市、鹿沼市

028-612-8816

028-612-8813

令和5年3月26日

44 関栃福第88号 特定非営利活動法人 遊・夢・悠

322-0043 鹿沼市万町９３１－１４

鹿沼市

0289-74-7366

0289-74-7007

令和6年10月24日

45 関栃福第89号 社会福祉法人 ブローニュの森

327-0843 佐野市堀米町３９０５－４

佐野市、栃木市（旧岩舟町区域）

0283-24-5613

0283-85-7752

令和6年11月18日

46 関栃福第90号 特定非営利活動法人 旋風

327-0103 佐野市石塚町４１５

佐野市

0283-85-8597

028-326-2621

令和7年2月9日

47 関栃福第92号 特定非営利活動法人 ハートフルふきあげ

328-0102 栃木市都賀町富張255-1

栃木市、佐野市、鹿沼市

0282-91-1511

0282-91-1505

令和4年4月30日

48 関栃福第93号 特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひよこ326-0143 足利市葉鹿町１－３１－２０

足利市

0284-64-7019

0284-64-7019

令和4年6月2日

49 関栃福第95号 特定非営利活動法人 ホワイトバード

321-0923 宇都宮市下栗町２９４７－８

宇都宮市

028-634-7411

028-634-7411

令和4年7月17日

50 関栃福第96号 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

170-0013

那須塩原市、大田原市

0287-47-7471

0287-47-7472

令和4年10月6日

51 関栃福第98号 特定非営利活動法人 みどりの杜

329-4406 栃木市大平町下皆川１３２－３ 栃木市

52 関栃福第99号 特定非営利活動法人 いきいきライフ

321-1274 日光市土沢２０１－１

日光市

53 栃木県福第1号 特定非営利活動法人 和優会

322-0255 鹿沼市引田1400

鹿沼市

0289-65-8830

0289-65-8080

令和7年2月23日

54 栃木県福第2号 医療法人社団 為王会

329-2162 矢板市末広町45-3

矢板市、塩谷町

0287-44-2108

0287-44-2109

令和5年1月22日

55 栃木県福第3号 特定非営利活動法人 あじさい

323-0812 小山市土塔247-30

小山市

0285-27-0070

0285-31-0711

令和5年2月28日

56 栃木県福第4号 特定非営利活動法人 チャレンジド・コミュニティ

320-0827 宇都宮市花房2-8-6

宇都宮市

028-680-7285

028-680-7285

令和5年7月19日

57 栃木県福第5号 社会福祉法人 るりこう会

326-0831 足利市堀込町2006-1

足利市、佐野市

0284-73-5890

0284-73-5891

令和5年7月31日

58 栃木県福第6号 社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会

324-0613 那珂川町馬頭560-1

那珂川町

0287-92-2226

0287-92-1295

令和6年2月13日

59 栃木県福第7号 特定非営利活動法人 アグネス会

329-0414 下野市小金井1224-1

下野市、上三川町

0285-39-6855

60 栃木県福第8号 医療法人 孝栄会

326-0338 足利市福居町1210

足利市

0284-71-3170

61 栃木県福第9号 特定非営利活動法人 クローバー

328-0052 栃木市祝町3－26

栃木市

62 関群福第07号

374-0065 群馬県館林市西本町７－２１

館林市、板倉町、邑楽町、明和町、千代田町、太田市、桐
生市、加須市（旧北川辺町）、羽生市、佐野市、足利市

特定非営利活動法人 東毛地域生活支援センター セサミ

東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル

令和5年12月15日

64 東福福第05号 社会福祉法人 甲子の里福祉会

961-8061

1／1

令和4年6月11日
令和4年8月18日

373-0072 群馬県太田市高瀬町２１１－１ 群馬県太田市、邑楽郡大泉町、栃木県足利市 0120-498-640
福島県白河市、矢吹市、西郷村、泉崎村、中島村、
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、栃木県那須町

令和6年4月11日
0284-71-3153

0276-74-1331

63 関群福第96号 特定非営利活動法人 ネセサリーサービスセンター

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向９７

令和5年9月17日

0282-45-1920

0248-25-4889

令和5年9月25日
0284-73-3428

令和4年3月16日
令和6年3月21日

