
N0. 法人名 事業所名 市町 所在地 電話番号 FAX番号 E-mail 分類 業務内容 参考単価 納期 受注可能エリア その他

1
特定非営利活動法人　ひとつの
花

ひとつの花 A型 01　宇都宮市 宇都宮市下岡本町4063番地 028-680-7400 028-680-7400
hitotsunohana@blue.ocn.ne.j

p
⑧清掃・管理 除草作業 最低賃金以上 短期 近隣市町まで

2
特定非営利活動法人　ひとつの
花

ひとつの花 B型 01　宇都宮市 宇都宮市下岡本町4063番地 028-680-7400 028-680-7400
hitotsunohana@blue.ocn.ne.j

p
⑧清掃・管理 除草作業 近隣市町まで 委託先との話し合いにより、単価・納期等を決定します。

3 合同会社　アンドＭ
就労継続支援A型　未来工房
宇都宮駅前

01　宇都宮市
宇都宮市駅前通り3-1-1
薄井ビル2階

028-610-7570 028-610-7571
miraikoubou.utsunomiya@gm

ail.com
⑧清掃・管理

住宅、宿泊等施
設等

業務委託契約として要相談
※施設内・外での受注が可
能です。
※工程、工数を参考にした
個数単価算出や、時間単位
での工賃算出をお願いして
います。

要相談
※生産工程、納品場所、物
量などによって２～３日の
ものから１週間程度など、
幅広く対応させて頂きま
す。

近隣市町

・施設内・外での受託が可能です。
・施設内委託であれば納期によって受注可能エリアを拡げることもできます。運搬は
弊社でも行うことができます。運賃は別途請求または工賃への上乗せのいずれかでの
対応をお願いしています。
・施設外委託の場合は、作業時間、場所などをご相談させて頂きたいと思います。５
名から最大２０名まで作業人員を出すことが可能です。
・営業時間は9：30～15：00ですが、前後する場合でも対応致しますのでご相談下さ
い。

4
NPO法人宇都宮国際障がい者乗馬
協会

たてがみ 01　宇都宮市 宇都宮市平出町2785番地 028-689-1117 028-689-1133 tategamijouba@yahoo.co.jp ⑧清掃・管理 清掃 時給300円～ 週に1回～。単発でも可。 近隣市町まで
現在、病院、高齢者施設にて、清掃業務をしています。

5 サンプレイス株式会社 ユーファーム平出 01　宇都宮市 宇都宮市平出町１１３９ 028-661-1711 028-661-1712 sunplace@bz04.plala.or.jp ⑧清掃・管理 清掃
1名につき1Ｈ853円（税
込）

応相談 宇都宮市内 事業所の始業は１０時、退勤は15時15分です。

6 サンプレイス株式会社 ユーファーム平出 01　宇都宮市 宇都宮市平出町１１３９ 028-661-1711 028-661-1712 sunplace@bz04.plala.or.jp ⑧清掃・管理 除草作業
1名につき1Ｈ853円（税
込）

応相談 宇都宮市内 事業所の始業は１０時、退勤は15時15分です。

7 恵友会 ひびき 01　宇都宮市 宇都宮市下小倉町1536 028-666-7601 028-666-7602
shogaifukushi-

hibiki@rord.ocn.ne.jp
⑧清掃・管理 清掃

1施設利用者2名
15分500円

依頼は7日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで

8 株式会社　好 就労継続支援B型事業所　幸空 01　宇都宮市 宇都宮市平松本町756 028-688-0208 028-637-8091 ⑧清掃・管理 清掃 要相談 県内全域

9 株式会社　好 就労継続支援B型事業所　幸空 01　宇都宮市 宇都宮市平松本町756 028-688-0208 028-637-8091 ⑧清掃・管理 除草作業 要相談 県内全域

10 ユーファーム株式会社 ユーファーム御幸ヶ原 01　宇都宮市
宇都宮市御幸ヶ原町135番
地5

028-666-5500 028-663-3311 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 清掃作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで アパート・マンション・公共施設・福祉施設等の共用部の清掃を承ります。

11 ユーファーム株式会社 ユーファーム御幸ヶ原 01　宇都宮市
宇都宮市御幸ヶ原町135番
地5

028-666-5500 028-663-3311 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 除草作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで 農地や施設、工場等敷地内の除草作業を承ります。

12 社会福祉法人共生の丘 就労支援事業所konomi 01　宇都宮市 宇都宮市飯田町261 080-2113-3262 028-612-8576 konomi@kyouseinooka.com ⑧清掃・管理 定期清掃・管理 500円/1人1時間
打合せ時間入れ2か月前にご
連絡下さい。

所在市町のみ 除草、清掃、常備燈などまとめて管理いたします。

13
一般社団法人ソーシャルファー
ム栃木

ソーシャルファーム長岡 01　宇都宮市 宇都宮市長岡町293 028-680-6612 028-680-6613 sfnagaoka@kyoudou.net ⑧清掃・管理 清掃全般 要相談 要相談 近隣市町まで 巡回清掃・定期清掃・ｽﾎﾟｯﾄ作業など何でも対応。

14
一般社団法人ソーシャルファー
ム栃木

ソーシャルファーム長岡 01　宇都宮市 宇都宮市長岡町293 028-680-6612 028-680-6613 sfnagaoka@kyoudou.net ⑧清掃・管理 除草 要相談 要相談 近隣市町まで
手除草から刈り払い機、芝刈り機など何でも対応。

15 医療法人恵愛会 恵愛センター 02　足利市 足利市本城1-4128 0284-43-2182 0284-43-0463 kicenter@aoki-byouin.com ⑧清掃・管理 清掃、除草作業 要相談 要相談 足利市内

16 医療法人孝栄会 たすく 02　足利市 足利市八幡町1丁目12-18 0284-22-7331 0284-22-7332 task-shuro@outlook.jp ⑧清掃・管理
清掃・除草作業
等

要相談 要相談 近隣市町まで（要相談）

17 社会福祉法人渡良瀬会 水車 02　足利市 足利市葉鹿町735-1 0284-63-2300 0284-22-4562 yokomachi.s.b@gmail.com ⑧清掃・管理 除草
1㎡100円～
要相談

作業日の2週間前までにご連
絡下さい。

足利市内及び隣接している
市町村

人員や作業内容によって金額の変更有。

18 社会福祉法人渡良瀬会 水車 02　足利市 足利市葉鹿町735-1 0284-63-2300 0284-22-4562 yokomachi.s.b@gmail.com ⑧清掃・管理 清掃
半日3000円～
要相談

作業日の2週間前までにご連
絡下さい。

足利市内及び隣接している
市町村

人員や作業内容によって金額の変更有。

19 社会福祉法人こころみる会
障害者支援施設こころみ学園
（あかまつ作業所）

02　足利市 足利市田島町616番地 0284-41-5039 0284-43-2665 kokoromi@cocoromi.or.jp ⑧清掃・管理 除草作業 \8000/1反 近隣市町

20 一般社団法人　徳栄会 わくわーく 02　足利市 足利市小俣南町41-10 0284-22-4600 0284-22-4600
tokueikai.wakuwork@sky.plal

a.or.jp
⑧清掃・管理 除草作業 時間単価、400円以上 ご相談ください。

栃木・群馬県内(ご相談く
ださい。)

草刈り機を使用した、除草作業。機械をつかった落ち葉拾いの用務も可能。

21 一般社団法人シンプルジョブス きづき 02　足利市
足利市永楽町９－４大協ビ
ルC号室

0284-64-7772 0284-82-0506 irogaha401@blue.plala.or.jp ⑧清掃・管理 店舗窓拭き 6800円（+税） 2時間4から6名で作業 近隣市町まで 1階建て限定の窓ふき作業。実績は美容室の窓を定期で受注しています。

22 一般社団法人シンプルジョブス きづき 02　足利市
足利市永楽町９－４大協ビ
ルC号室

0284-64-7772 0284-82-0506 irogaha401@blue.plala.or.jp ⑧清掃・管理 除草作業 6800円（+税） 2時間4から6名で作業 近隣市町まで ご家庭のお庭・お寺・神社・店舗駐車場等の除草作業。

23 一般社団法人　まなび 桃源舎 02　足利市 足利市　借宿町１－３－２ 0284－22－4480 0284ー64ー8961 info@ashikagamanabi.com ⑧清掃・管理 室内床清掃 時給400円～ 発注元と相談 足利市

24 社会福祉法人足利むつみ会 セルプみなみ 02　足利市 足利市県町1507 0284－43－9171 0284－43－9811 selpminami@room.ocn.ne.jp ⑧清掃・管理 清掃、除草作業
特養ホーム　　　　　　月
額150,000円

近隣市町

25 社会福祉法人足利むつみ会 セルプみなみ 02　足利市 足利市県町1507 0284－43－9171 0284－43－9811 selpminami@room.ocn.ne.jp ⑧清掃・管理 清掃、除草作業
アパート　　　　　　　1
回5,000円

近隣市町

26 社会福祉法人すぎのこ会 すぎのこ 03　栃木市
栃木市岩舟町鷲巣279番地
１

0282-55-3500 0282-55-4282
suginoko-

washi@suginokokai.or.jp
⑧清掃・管理

①除草　　　②殺虫
剤散布

①30円/㎡（刈払機）、5円
/㎡（雑草地等のトラク
ター耕起）②500円～3,000

所在市町のみ 除草処分料金は別途申受けます。

27
特定非営利活動法人ハートフル
ふきあげ

とみはりの杜事業所 03　栃木市 栃木市都賀町富張255-1 0282-91-1511 0282-21-7225 heartfulfukiage@cc9.ne.jp ⑧清掃・管理
清掃、農園除草
業

要相談 要相談 近隣市町

28
特定非営利活動法人ハートフル
ふきあげ

吹上事業所 03　栃木市 栃木市都賀町富張255-1 0282-91-1511 0282-21-7225 heartfulfukiage@cc9.ne.jp ⑧清掃・管理
清掃、農園除草
業

要相談 要相談 近隣市町

29
特定非営利活動法人ハートフル
ふきあげ

マトマ事業所 03　栃木市
栃木市大平町伯仲2656番1-
1

0282-21-7435 0282-21-7436 ⑧清掃・管理
清掃、農園除草
業

要相談 要相談 近隣市町

30 特定非営利活動法人　旋風
指定就労継続支援Ｂ型事業所
かぜファーム

04　佐野市 佐野市新吉水町４２９ 0283-61-1337 0283-61-1338 kazefarm_1@yahoo.co.jp ⑧清掃・管理 掃除・洗濯 要相談 年中通して
佐野市内(往復30分圏内)
近隣市町村

31 株式会社HAPPY・HAPPY happyhappy 04　佐野市
佐野市高砂町2865-1　佐野
ビジネスセンタービル東館
4階

0283-20-3300 0283-20-3300 info@happyhappy.jp ⑧清掃・管理 外部施設の清掃 800円 1日ごと 佐野市

32 有限会社カネヒロ ミソラ・ＡＱＵＡ 05　鹿沼市 鹿沼市西茂呂3-21-6 0289-74-7358 0289-74-7359 kanehiro_tm@yahoo.co.jp ⑧清掃・管理 清掃・管理 25,000円/月4回 1週間に1回程度 宇都宮、鹿沼

33
特定非営利活動法人ハートフル
ふきあげ

ひよしの杜事業所 05　鹿沼市 鹿沼市日吉町328 0289-77-5070 0289-91-5071 heartfulfukiage@cc9.ne.jp ⑧清掃・管理
清掃、農園除草
業

要相談 要相談 近隣市町

34 NPO法人友歩 友歩 06　日光市 日光市小代1588-16 0288-25-5153 0288-25-5154 yuuho＠chic.ocn.ne.jp ⑧清掃・管理
ゴミ拾い、トイ
レ清掃等

施設外は500円～ 要相談 日光市（旧今市市内）

35 社会福祉法人すぎのこ会 愛晃の杜 06　日光市
日光市花石町１８４６番地
１

0288-53-6166 0288-53-6167
aikounomori_nikko6166@sugi

nokokai.or.jp
⑧清掃・管理 清掃、草刈作業 要相談 要相談 日光市

36 特定非営利活動法人はばたき はばたき事業所 06　日光市 日光市今市本町１６－９ 0288-21-3365 0288-21-3365
habataki@ec6.technowave.ne

.jp
⑧清掃・管理

館内清掃、除草
作業

近隣市町まで

37 特定非営利活動法人はばたき まつぼっくり事業所 06　日光市
日光市鬼怒川温泉大原２－
９８

0288-77-2711 0288-77-2711
matsubokkuri＠

ia3.itkeeper.ne.jp
⑧清掃・管理 清掃・除草 要相談 市内

38
一般社団法人いちごの里めぶき
ファーム

いちごの里めぶきファーム 07　小山市 小山市大川島469 0285-38-9940 0285-38-9939 y.oguro@itigo.co.jp ⑧清掃・管理 清掃 時給860 応相談 小山市・栃木市

39 合同会社ＦＡＮ ＦＡＮ 07　小山市 小山市羽川３８６－２ 0285-37-7240 0285-37-7066 fan@dogep.com ⑧清掃・管理
自動車洗車、仕
上げ等

300円～ 即日 小山市内 簡易手洗い洗車から内装清掃、噴き上げ、磨き上げまで可能

40 合同会社ＦＡＮ ＦＡＮ 07　小山市 小山市羽川３８６－２ 0285-37-7240 0285-37-7066 fan@dogep.com ⑧清掃・管理
動物の飼育管理
請負

相談 相談 小山市内 犬猫小動物、爬虫類、猛禽類まで飼育可能。

41 合同会社ブレイヴ BRAVE小山駅前 07　小山市
小山市中央町3-7-1　ロブ
レ7階

0285-30-0811 0285-30-0812 brave.oyama@gmail.com ⑧清掃・管理
駐車場、トイレ
等清掃

要相談 要相談 近隣市町村

42 社会福祉法人 飛山の里福祉会 ハート二宮 08　真岡市 真岡市久下田1798 0285-74-5581 0285-74-5582
ninomiya@tobiyamanosato.or

.jp
⑧清掃・管理 除草作業 20円/㎡ 300㎡/1日（3h～4h） 近隣市町

43 ユーファーム株式会社 ユーファーム真岡 08　真岡市 真岡市熊倉3-20-3 0285-81-3822 0285-81-3839 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 清掃作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで アパート・マンション・公共施設・福祉施設等の共用部の清掃を承ります。

44 ユーファーム株式会社 ユーファーム真岡 08　真岡市 真岡市熊倉3-20-3 0285-81-3822 0285-81-3839 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 除草作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで 農地や施設、工場等敷地内の除草作業を承ります。

45 株式会社サシノベルテ ＳＢワークス真岡 08　真岡市 真岡市高勢町１－１７１ 0285-81-7000 0285-81-7001 sb2＠sashinoberute.co.jp ⑧清掃・管理 除草作業 500円／㎡2 天候状況に応じて 所在市町のみ
真岡市小学校、上場企業の敷地内の実績あります。ホウキ、ちりとり以外で使用する
器具は借出お願いします。

障害者施設等で受注できる業務内容一覧（⑧清掃・管理）



46 株式会社アイル
就労継続支援Ｂ型事業所あい
る

09　大田原市 大田原市若草2丁目1004－1 0287－22－5160 0287－22－5166 airu@nas.ne.jp ⑧清掃・管理
駅ビルトイレ
清掃等

県北圏域 まだ利用者がいないので今後想定される作業です。

47 一般社団法人無邪気 ポラリス 09　大田原市 大田原市黒羽向町1555 0287-53-7900 0287-53-7901 polaris.a1555@gmail.com ⑧清掃・管理 除草作業 面積により要相談
作業実施内容(機械又は手作
業)により異なる

近隣市町村まで 刈払い機は持参可能(燃料代及び機械代は別途請求)

48 一般社団法人　心桜福祉会 サポートステーション心桜 11　那須塩原市 那須塩原市共墾社149-2 0287-73-8866 0287-73-8867
koharu-

morishita@alto.ocn.ne.jp
⑧清掃・管理

ホテルやコテー
ジの清掃管理。
除草作業

￥10,000/棟～ 近隣市町 除草作業については、天候によって納期変動があります

49 合同会社ドリームライジング ドリームライジング 11　那須塩原市 那須塩原市高林377-6 0287-74-2908 0287-74-2908 info@dreamrising104.com ⑧清掃・管理 庭清掃整備 時給300円から400円 1週間 栃木県北

50 社会福祉法人恵友会 桜花 12　さくら市 さくら市氏家1799-1 028-681-6720 028-681-6721 ouka@gol.com ⑧清掃・管理 清掃 要相談 要相談 さくら市

51 社会福祉法人恵友会 桜花 12　さくら市 さくら市氏家1799-1 028-681-6720 028-681-6721 ouka@gol.com ⑧清掃・管理 除草 要相談 要相談
さくら市、矢板市、高根沢
町、宇都宮市一部

52
社会福祉法人とちぎ健康福祉協
会

桜ふれあいの郷 12　さくら市 さくら市鍛冶ヶ沢157-6 028-682-6611 028-682-6647 safure@nifty.com ⑧清掃・管理 除草 要相談 要調整 近隣市町村まで 乗用芝刈り機所有

53 ユーファーム株式会社 ユーファームさくら 12　さくら市 さくら市氏家3519-64 028-682-2239 028-682-8822 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 清掃作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで アパート・マンション・公共施設・福祉施設等の共用部の清掃を承ります。

54 ユーファーム株式会社 ユーファームさくら 12　さくら市 さくら市氏家3519-64 028-682-2239 028-682-8822 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 除草作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで 農地や施設、工場等敷地内の除草作業を承ります。

55 株式会社アグリ益子 アグリ益子 16　益子町 益子町大字長堤215 0285-70-6557 0285-70-6557
aguri.mashiko.215@gmail.co

m
⑧清掃・管理

墓地清掃
除草作業

墓地1件5,000円
除草1件3,500円

自社中心に半径25km以内

56 株式会社ワンライン ワンラインおもちゃのまち 20　壬生町 壬生町緑町1‐15‐1 0282‐51‐6001 0282‐51‐6001 ooyama@one-line.co.jp ⑧清掃・管理 清掃、除草作業 6000円～ 近隣市町まで

57 ユーファーム株式会社 ユーファーム国谷駅東 20　壬生町 壬生町壬生丁81-1 0282-21-8655 0282-82-6999 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 清掃作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで アパート・マンション・公共施設・福祉施設等の共用部の清掃を承ります。

58 ユーファーム株式会社 ユーファーム国谷駅東 20　壬生町 壬生町壬生丁81-1 0282-21-8655 0282-82-6999 bs@uic-group.jp ⑧清掃・管理 除草作業
1名につき1H800円～
作業人数応相談

要相談 近隣市町まで 農地や施設、工場等敷地内の除草作業を承ります。

59 特定非営利活動法人みらい 花れい工房 21　野木町 野木町丸林371‐12 0280-57-2673 0280-57-2673 mirai.seino@npomirai ⑧清掃・管理 清掃・除草作業 要相談 近隣市町まで

60 社会福祉法人恵友会 あさひ 23　高根沢町 高根沢町文挾371-6 028-688-7630 028-688-7632 asahi-k@movie.ocn.ne.jp ⑧清掃・管理 清掃、除草 １人　７５０円 指定された期間
さくら市、高根沢町、市貝
町、芳賀町

61 えむつーあしすと株式会社 わーくりんく宝石台 23　高根沢町
高根沢町宝石台5-7-9カネ
サビル2階

028-666-7939 028-666-7939 satom@m2assist.jp ⑧清掃・管理 清掃・除草 近隣市町

62 社会福祉法人　同愛会 コミュニティサポートセンターひかり01　宇都宮市 宇都宮市若草4丁目20-7 028－612－7717 028－612－7718 do-hikari@wonder.ocn.ne.jp ⑧清掃・管理 清掃業務 1フロア1回：500円 宇都宮市内 フロアの拭き掃除、掃き掃除、モップがけ等

63 社会福祉法人　同愛会 コミュニティサポートセンターひかり01　宇都宮市 宇都宮市若草4丁目20-7 028－612－7717 028－612－7718 do-hikari@wonder.ocn.ne.jp ⑧清掃・管理 重点清掃業務 1フロア1回：3500円 宇都宮市内 フロアの拭き掃除、掃き掃除、モップがけ、ワックス塗布、エアコンフィルタ清掃等

①食品

②小物雑貨

③事務用品

④農作物

⑤その他

⑥印刷

⑦クリーニング

⑧清掃・管理

⑨データ入力・情報処理

⑩飲食店等の運営

⑪その他

役務

チラシ、冊子、名刺、ポスター　など

クリーニング、リネンサプライ

清掃、除草作業

名刺等のデータ入力、集計、テープおこし　など

売店、レストラン、喫茶店　など

機密文書処理、文書の仕分け、封入、発送、袋詰め、梱包、箱折り、資源回収、部品組立、農作業　など

物品

弁当、パン、菓子、加工食品　など

缶バッチ、繊維製品、木工、各種記念品など

封筒、ハガキ、クリアファイル　など

花苗、野菜、果物、米　など

石鹸　など


