
（９）指定就労継続支援Ｂ型事業所（通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、生産活動機会の提供等を行う。）

身体 知的 精神 障害児

1
げんきの家
就労継続支援Ｂ型事業所

（福）げんきの家 吉田　謙治 安田　淳信 910-0804 福井市 高木中央２丁目６０２ (10) ● ● (0776)52-8991 (0776)52-8998

2
就労継続支援Ｂ型事業
ハートワーク

（福）高志福祉会 中川　博幾 山崎　康信 910-0851 福井市 米松１丁目１６－２６ (20) ● ● (0776)52-8983 (0776)52-8977

3 ハートワーク （福）高志福祉会 中川　博幾 嶋田　忠次 919-0317 福井市 北山町22-1-1 (20) ● ● ● (0776)41-4993 (0776)41-4114

4 手づくり工房コスモス （福）竹伸会 竹内　文憲 山崎　宇左エ門 910-3606 福井市 田尻栃谷町３８－４６－５ (20) ● ● (0776)98-3568 (0776)98-2275

5 ワークあけぼの （福）竹伸会 竹内　文憲 山崎　宇左エ門 918-8223 福井市 河水町５－１－１ (30) ● ● (0776)52-5575 (0776)52-5585

6 足羽ワークセンター （福）足羽福祉会 髙村　昌裕 髙村　昌裕 910-2178 福井市 栂野町２０－５ (30) ● (0776)41-3795 (0776)41-3796

7 足羽サポートセンター （福）足羽福祉会 髙村　昌裕 渡辺　順子 910-0851 福井市 米松２丁目６番２８号 (30) ● (0776)88-0246 (0776)50-2537

8 パステル （福）足羽福祉会 髙村　昌裕 渡辺　順子 910-0854 福井市 御幸４丁目１８０６ (10) ● (0776)89-1558 (0776)89-1557

9
みどりの森社会復帰センター
就労事業所(ジョブガーデン)

（公財）　松原病院 松原　六郎 杉山　友紀 910-0017 福井市 文京２丁目１４－２５ (25) ● (0776)22-3718 (0776)27-2827

10 就労支援センターあおい （福）あおい福祉会 八ケ代　勇次 大嶋　敏彦 910-0102 福井市 川合鷲塚町１２字長田６番１ (30) ● ● ● (0776)55-3110 (0776)55-3111

11 コミュニティやわらぎ （福）六条厚生会 志賀　厚 佐々木　和子 918-8135 福井市 下六条町１－４－１ (20) ● (0776)41-0100 (0776)41-2200

12 松本ファクトリー （福）六条厚生会 志賀　厚 佐々木　真由美 910-0003 福井市 松本１丁目２－１９ (24) ● (0776)41-4060 (0776)41-4160

13 わいわいポケット （ＮＰＯ）　わいわいポケット 中村　和己 中村　みどり  918-8027  福井市 福町２８－４９ (20) ● ● ● (0776)34-8112 (0776)34-8113

14 うめのき （福）虹の会 稲木　昭太 稲田　好宏 910-2148 福井市 篠尾町８２－７０－１ (40) ● (0776)41-3523 (0776)41-3526

15 クリーンねっと福井 （ＮＰＯ）　福祉ネットこうえん会 林田　恒正 梅田　武彦 910-3623 福井市 福井市島寺９２ (20) ● (0776)98-4090 (0776)98-4091

16
障害者就労支援事業所
「夢つづきの家」

（福）慶長会 前川　千寿子 山崎　希 910-0016  福井市 月見２丁目１０－１ (20) ● ● ● (0776)33-3760 (0776)33-3761

17 虹の会福祉事業所 （福）虹の会 稲木　昭太 稲木　昭太  910-0017  福井市 文京５丁目２７－３２ (40) ● ● (0776)27-2621 (0776)27-2631

18 さくらハウス （ＮＰＯ）　福井女性フォーラム 川村　純子 川村　純子 910-0104 福井市 網戸瀬町１８－３６ (20) ● (0776)55-1810 (0776)55-1810

19
若越ひかりの村　就労系多機能
型事業所　なないろ

（福）ふくい福祉事業団 辻　謙二 小田　輝人 910-3623 福井市 島寺町６７－３０ (24) ● (0776)98-3600 (0776)98-3642

20 セルプうらら （福）福井県セルプ 大館　嘉昭 妙願　幸雄 910-0028 福井市 学園３丁目７－５ (30) ● ● ● (0776)43-1750 (0776)43-1751

21 多機能型支援センターきらく （株）きらく 宮本　すみえ 宮本　すみえ 910-0003 福井市 松本３丁目４－４ (20) ● ● ● (0776)27-0223 (0776)27-0280

番号 名称
設置主体
経営主体

代表者名 管理者名  郵便番号  所在地
定員

（　）は
通所

主な対象者

電話番号 FAX番号



身体 知的 精神 障害児

番号 名称
設置主体
経営主体

代表者名 管理者名  郵便番号  所在地
定員

（　）は
通所

主な対象者

電話番号 FAX番号

22 えばた工房 （福）六条厚生会 志賀　厚 武曽　綾花 918-8106 福井市 江端町２０－１－３ (25) ● (0776)43-1361 (0776)38-4471

23 有限会社　ワークハウス （有）　ワークハウス 嶋田　祐介 嶋田　祐介 910-0844 福井市 長本町２２１－２ (20) ● ● ● (0776)52-0608 (0776)52-0605

24 株式会社　ふくい福祉振興会 （株）ふくい福祉振興会 最里　雄司 最里　絵里香 918-8237 福井市 和田東１－２３２３ (20) ● ● ● (0776)60-0025 (0776)60-0030

25 ワークハウス　エビス （有）　ワークハウス 嶋田　祐介 橋本　幸佳 918-9231 福井市 問屋町４丁目５０６ (20) ● ● ● (0776)43-1680 (0776)43-1681

26 タクティクス福井　福井南営業所 （一社）　タクティクス福井 鈴木　宏治 鈴木　宏治 918-8005 福井市 みのり１丁目２４番３５号 (20) ● ● ● (0776)43-9320 (0776)43-9370

27 ラートハウス （ＮＰＯ）　ハートランド福井 福田　歳博 平馬　隆 910-0005 福井市
大手３丁目10-1福井市役所
地下1階

(10) ● ● ● (0776)50-0770 (0776)50-0770

28 ライフワークゆずり葉 合同会社　アクティブサポート 河合　敬治 宮下　延子 910-0011 福井市 経田１丁目６１１ (20) ● ● ● (0776)29-7054 (0776)29-7054

29 前進主義　ふくい （株）スタンドトゥギャザー 爲國　正芳 爲國　正芳 910-0034 福井市 菅谷１－５－２１ (20) ● ● ● (0776)26-3335 (0776)26-3334

30 ＣＲＥＰＥ　ＤＥ　ＧＩＲＡＦＥ 合同会社　プレシュー 山﨑　利道 山﨑　利道 918-8104 福井市 板垣５丁目１００９番地 (20) ● ● ● (0776)97-5707 (0776)97-5707

31 有限会社　Ｃ・ネットサービス （有）　Ｃ・ネットサービス 大西　澄男 吉田　泰彦 919-0321 福井市 下河北１１－１５－１ (8) ● ● ● (0776)38-5757 (0776)38-5760

32 丹南事業所　雇用１型
（福）コミュニティネットワークふく
い

大館　嘉昭 高木　正人 910-3623 福井市 島寺町９２ (10) ● (0776)98-2910 (0776)98-2955

33 ＭＩＲＡＩ． （一社）　今ここ 坂部　まり子 坂部　まり子 918-8105 福井市 木田３丁目３１１３－２ (20) ● ● (0776)63-6859 (0776)63-6649

34 株式会社　水野製作所 （株）水野製作所 水野　速人 水野　速人 910-2222 福井市 市波町１７号１２番地 (10) ● ● ● (0776)96-4217 (0776)96-4926

35
株式会社　ふくい福祉振興会
TONARI

（株）ふくい福祉振興会 最里　雄司 最里　雄司 918-8237 福井市 和田東１－２３２２ (20) ● ● ● (0776)50-2503 (0776)50-2504

36 わーくｏｎここね ベルシンフォニ合同会社 横山　絹江 横山　絹江 918-8058 福井市 加茂緑苑町４０６番地 (20) ● ● ● (0776)32-6775 (0776)32-6776

37 株式会社　ＹＯＵさぽーと （株）ＹＯＵさぽーと 齊藤　千佳子 嶋田　昭二 918-8231 福井市 問屋町１丁目１１３番地 (10) ● ● ● (0776)27-4731 (0776)27-4732

38 タクティクス福井　福井西営業所 （一社）　タクティクス福井 鈴木　宏治 鈴木　宏治 918-8058 福井市 加茂緑苑町８１７ (20) ● ● ● (0776)43-9320 (0776)43-9370

39 多機能型事業所プラス （一社）　プラス 永田　徳子 熊野　竜一 918-8112 福井市 下馬３丁目８０５ (14) ● ● ● (0776)76-4566 (0776)76-4566

40 ネクステクノカレッジ ネクスタス株式会社 端野　一成 足田　耕二 918-8047 福井市 久喜津町第５５号５番地 (20) ● ● ● 080-3464-7665 050-3606-1801

41 食の工房やわらぎ （福）六条厚生会 志賀　厚 佐々木　和子 918-8135 福井市 下六条町２１７－４ (20) ● ● ● (0776)41-4160

42
障害福祉サービスセンター
ひまわりの家

（福）二州青松の郷 小川　三郎 山本　治和 914-0144 敦賀市 桜ヶ丘町8番8号 (14) ● (0770)24-2068 (0770)24-4570

43 ワークサポート　陽だまり （福）敦賀市社会福祉事業団 上坂　義明 上坂　義明 914-0135 敦賀市 長谷47号29番 (34) ● (0770)22-7171 (0770)22-7333
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44 就労継続支援事業所　たんぽぽ （ＮＰＯ）たんぽぽ 松井　宏臣 村井　良江 914-0146 敦賀市 金山24-9-1 (10) ● (0770)37-5880 (0770)37-5882

45 野坂の郷 （福）ウエルビーイングつるが 福田　晋介 福田　晋介 914-0144 敦賀市 桜ヶ丘町８－６ (25) ● (0770)22-2022 (0770)25-8588

46 スマイルビーチカフェ （同）SEIHYO 岩田　聖平 岩田　聖平 914-0058 敦賀市 三島町2丁目19番12号 （20） ● ● ● (0770)36-4357 (0770)36-4357

47 +Ipppo! （株）LABwel 津田　一彦 淵脇　雅子 914-0121 敦賀市 野神2号34番2 （20） ● ● ● （0770）47-6979 （0770）47-6984

48 Be  Ipppo! （株）LABwel 津田　一彦 松岡　成祐 914-0121 敦賀市 野神15-4-13 （20） ● ● ● （0770）47-6526 （0770）47-6527

49 クリーンねっと若狭 （ＮＰＯ）福祉ネットこうえん会 林田　恒正 地村　佳之 917-0045 小浜市 加斗37-7-5 (14) ● (0770)64-5030 (0770)64-5031

50 つくしの家 （福）若狭つくし会 大下　治夫 清水　寛二 917-0075 小浜市 南川町8-1-2 (40) ● ● ● (0770)53-1286 (0770)53-2299

51 つみきハウス （福）つみきハウス 津田　幸次 高鳥　昌子 917-0074 小浜市 後瀬町13-1-11 (20) ● ● ● (0770)53-1190 (0770)53-1106

52 就労支援事業所　第２つくしの家 （福）若狭つくし会 大下　治夫 古谷　徳之 917-0075 小浜市 南川町19-8 (14) ● ● ● 080-6351-0294 (0770)53-2299

53 株式会社　縁 （株）縁 北山　政道 北山　政道 917-0232 小浜市 東市場38-17 (20) ● ● ● (0770)56-3066 (0770)56-3088

54
障害福祉サービス事業
フレンドリーぶな

（福）紫水の郷 北岑　武夫 前田　和弥 912-0021 大野市 中野56-1-1 (27) ● (0779)66-7000 (0779)-66-7722

55 よもやま （福）大野福祉会 木間　幸生 加藤　純江 912-0066 大野市 南春日野25-20 (20) ● ● (0779)66-2787 (0779)66-2787

56 セルプあすなろ （福）あすなろ福祉会 松田　祐一 朝日　正幸 912-0061 大野市 篠座22-26 (48) ● ● (0779)65-7377 (0779)65-6448

57 多機能型事業所　ほっと （福）希望園 土肥　隆美 石田　光義 912-0055 大野市 高砂町14-20 (14) ● ● (0779)66-4433 (0779)66-4141

58 森目工房やわらぎ （福）六条厚生会 志賀　厚 山口　裕子 912-0804 大野市 森目第6号19番地 (10) ● (0779)64-5681 (0779)64-5683

59 ステップハウス （福）大日園 笠羽 涼子 笠羽　涼子 911-0032 勝山市 芳野町２丁目4-10 (20) ● ● ● (0779)88-1666 (0779)88-1666

60
九頭竜ワークショップ就労支援事
業所

（福）九頭竜厚生事業団 五十嵐　研治郎 竹原　健治 911-0825 勝山市 平泉寺町岩ケ野42-61 (50) ● ● ● (0779)87-3003 (0779)87-3441

61 あぐりの家 （株）かつやまアグリ倶楽部 長谷川　浩司 酒井　幸子 911-0805 勝山市 立川町１丁目13-52 (10) ● ● ● (0779)88-6670 (0779)-88-6677

62 おくえつ事業所
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 土屋　ゆかり 911-0804 勝山市 元町3丁目5-18 (10) ● (0779)88-1040 (0779)88-5920

63 就労継続支援Ｂ型「千草の家」 （福）つつじ会 園　幸雄 内田　慶文 916-0021 鯖江市 三六町1丁目2-5-1 (25) ● ● (0778)53-0058 (0778)53-2001

64 福授園御幸事業所 （福）福授園 石川　治樹 高井　孝司 916-0015 鯖江市 御幸町1丁目204-5 (29) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0294

65 福授園神中事業所 （福）福授園 石川　治樹 中村　美由貴 916-0016 鯖江市 神中町2丁目6-20 (37) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391
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66 福授園当田事業所 （福）福授園 石川　治樹 佐々木　浩美 916-0065 鯖江市 当田町13-1-1 (15) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391

67 福授園鳥羽事業所 （福）福授園 石川　治樹 竹内　賢一 916-0015 鯖江市 御幸町3丁目8-4 (27) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391

68
特定非営利活動法人ハートオブ
マインド

（ＮＰＯ）ハートオブマインド 山田　善宣 山田　善宣 916-0005 鯖江市 杉本町17-22-1 (20) ● ● ● (0778）42-5980 (0778）42-5981

69 ナチュラル 合同会社ナチュラル 田中　規之 田中　規之 916-0032 鯖江市 舟枝町第3号118番地 (20) ● ● ● (0778）29-1001 (0778）29-1001

70 水耕栽培事業所 （福）福華会 田中　浩二 佐竹　良一 916-0037 鯖江市 上河端町33-24-1 （10） ● ● ● 090-6538-7794

71 福祉事業所　みんなの家 （一社）つくろお日さまの杜 青竹　勝 青竹　勝 916-0061 鯖江市 平井町62-60-7 （20） ● ● ● （0778）67-3175 （0778）67-3175

72 あすなろ （福）悠々福祉会 酒井　政雄 松崎　誠 919-0631 あわら市 高塚41字向山13番地 (35) ● ● ● (0776)73-1966 (0776)73-1999

73 ピアファーム （ＮＰＯ）ピアファーム 林　博文 田嶋　安希子 910-4103 あわら市 二面45-19-1 (20) ● ● ● (0776)77-2930 (0776)77-2931

74 わくわくワーク （福）ハスの実の家 櫻井　康宏 田中　洋行 910-4103 あわら市 二面87-19 (34) ● ● ● (0776)78-7750 (0776)78-7751

75
株式会社ひなた工房　伊井事業
所

（株）ひなた工房 達川　秀三 達川　秀三 919-0614 あわら市 伊井６－１１－１ (20) ● ● ● (0776)73-2265 (0776)73-3270

76
一般社団法人ほのぼのハーツ
あわら事業所

（一社）ほのぼのハーツ 松宮　幹雄 吉川　幸一 910-4272 あわら市 北潟６４－２９－１ (20) ● ● ● (0776)79-0861 (0776)79-0861

77 おおみぞ （福）仁善 達川　秀三 達川　秀三 919-0628 あわら市 大溝1丁目20－13 (14) ● ● ● (0776)73-2239 (0776)73-3270

78 あわら事業所
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 川端　護 919-0601 あわら市 山室72-98 (10) ● ● (0776)73-1040 (0776)73-1013

79
障害福祉サービス事業所
サニーワークホーム

（福）芦山会 山本　有一郎 日下　博幸 915-0043 越前市 庄田町25-4-3 (26) ● (0778)23-7940 (0778)23-7970

80
障害福祉サービス事業所
ワークホームそら

（福）芦山会 山本　有一郎 日下　博幸 915-0082 越前市 国高2丁目42-6 (18) ● ● ● (0778)43-5510 (0778)21-5405

81 ぴーぷるファン （福）北日野こもれび会 田辺　義明 田辺　義明 915-0051 越前市 帆山町5-31-1 (30) ● ● ● (0778)23-1439 (0778)23-1410

82 障がい者支援センターひまわり （福）陽光会 寺尾　博幸 野澤　聡美 915-0857 越前市 四郎丸町23-13-1 (40) ● (0778)24-2586 (0778)23-6861

83 就労支援センターすてっぷ
（ＮＰＯ）えちぜん青少年自立援
助センター

北野　勝彦 西出　厚子 915-0052 越前市 小野谷町14-1-11 (30) ● ● ● 0778-29-3637 0778-29-3637

84 総合福祉支援事業所わかたけ （福）わかたけ共済部 白藤　昭武 白藤　宗徳 915-0046 越前市 西谷町33-10-2 (15) ● ● ● (0778)22-0007 (0778)24-1213

85
障害福祉サービス事業所　第２
ぴーぷるファン

（福）北日野こもれび会 田辺　義明 田辺　義明 915-0054 越前市 小野谷町4-3-16 (20) ● ● ● (0778)23-1077 (0778)23-1078

86 コミュニティーえちぜん （福）六条厚生会 志賀　厚 倉田　勝也 915-0071 越前市 府中2丁目３番22号 （15） ● （0778）42-6512 （0778）42-6513

87 ファンズ３ （ＮＰＯ）ぴーぷるファン 長谷川　洋子 長谷川　洋子 915-0221 越前市 杉尾町1-27-1 （10） ● ● ● （0778）43-0215 （0778）43-0216
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88 前進style （株）スタンドトゥギャザー 爲國　正芳 青山　奈津美 915-0096 越前市 瓜生町36-7 (20) ● ● ● （0778）43-5886 （0778）47-3353

89
障害者就労支援事業所
つづきの家

（福）慶長会 前川　千寿子 大橋　幸男 910-0375 坂井市 丸岡町南横地10-44 (20) ● ● ● (0776)66-6776 (0776)66-6799

90 就労支援センターワークかすみ （福）かすみが丘学園 朝倉　真博 朝倉　昌弥 910-0212 坂井市 丸岡町赤坂1-3-1 (22) ● (0776)66-1272 (0776)67-3658

91 はんだか就労支援事業所 （福）しいのみ共生会 糸崎　喜一 前沢　利範 910-0242 坂井市 西里丸岡15-19 (20) ● ● ● (0776)68-1316 (0776)68-1316

92
スマイルネットワークさかい・スマ
イル農園

（ＮＰＯ）スマイルネットワークさか
い

田崎　健治 松宮　松行 919-0547 坂井市 坂井町大味115-14 (20) ● ● (0776)72-1586 (0776)72-1587

93 坂井市社会福祉協議会希望園 （福）坂井市社会福祉協議会 吉田　昭宣 竹内　育子 913-0031 坂井市 三国町新保第42号2番地7 (20) ● (0776)82-2365 (0776)82-2365

94 産直市場　ピアファーム （ＮＰＯ）ピアファーム 林　博文 畑　暁彦 913-0046 坂井市 三国町北本町2丁目184-9 (20) ● ● ● (0776)-82-8755 （0776）82-8754

95 クリーンねっと金津 （ＮＰＯ）福祉ネットこうえん会 林田　恒正 佐藤　哲郎 919-0426 坂井市 春江町いちい野中央506-2 (14) ● (0776)73-4232 (0776)73-4232

96
就労継続支援事業所　つくしクラ
ブ

（株）創祉 片岡　浩範 櫻川　敏弥 910-0367 坂井市
丸岡町羽崎4字小田川8番
地1

（20） ● ● ● （0776）67-7727 （0776）67-7726

97 コミュニティーまるおか （福）六条厚生会 山岡恵子 松原みゆき 910-0242 坂井市
丸岡町西里丸岡第4号38番
地

（10） ● （0776）66-2244 （0776）66-2248

98 永平寺あぐりの家 （株）かつやまアグリ倶楽部 長谷川　浩司 戸川　和美 910-1204
永平寺

町
岩野5字大西115番２ (20) ● ● ● (0776)-50-6147 (0776)-50-6148

99 スマイルメーカー （株）ジーセッション 林　祐希 野田　美希 910-1132
永平寺

町
松岡葵3丁目125-11 (10) ● ● ● （0776）63-6423 （0776）57-7123

100 就労支援センターはっぴぃ
（ＮＰＯ）えちぜん青少年自立援
助センター

北野　勝彦 題佛　臣一 910-2513 池田町 寺島23字広田9番地3 （20） ● ● ● （0778）44-7033 （0778）44-7044

101
特定非営利活動法人
はす工房花里音

（ＮＰＯ）はす工房花里音 井上　茂広 谷口　栄助 919-0214
南越前

町
中小屋52-11 (24) ● ● ● (0778)47-2644 (0778)47-2653

102 フ・クレール （福）光道園 藤本　武司 上山　正之 916-0146 越前町 朝日1丁目504 (14) ● ● ● (0778)34-8801 (0778)34-8831

103 はこべの家 （福）はこべ福祉会 四ツ橋　政和 四ツ橋　政和 919-1122 美浜町 松原54-1-11 (24) ● ● (0770)32-2256 (0770)32-6027

104 おおいワークセンター （福）友愛会 角野　元保 岩竹　実 919-2111 おおい町 本郷149字東瀬崎12-4 (25) ● ● ● (0770)77-2231 (0770)77-2232

105 株式会社　和 （株）和 石田　善行 石田　朋恵 919-1132 美浜町 美浜町佐柿34-10 (20) ● ● ● (0770)32-6633 (0770)32-6655

106 ラムサール「わかさ」
（ＮＰＯ）世界に誇るラムサール湿
地三方五湖を育む会

安田　喜憲 千田　雅徳 919-1325 若狭町 岩屋61-35 (10) ● ● ● (0770)45-1311 (0770)45-1311

107 コミュニティカフェ「きらやま茶屋」 （福）若狭町社会福祉協議会 山﨑　和男 内藤　利博 919-1303 若狭町
三方39-5-.3　若狭町サンレ
イク観光会館・三方駅

(20) ● ● ● (0770)45-1661 (0770)45-1661

108
特定非営利活動法人若狭美＆Ｂ
ネット 若狭ものづくり美学舎　き
らり

（ＮＰＯ）　若狭美＆Ｂネット 長谷　光城 藤田　盛一 919-1504 若狭町 大鳥羽27-13-4 (20) ● ● ● (0770)64-1788 (0770)64-1788

109 若狭事業所就労継続支援B型
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 松尾　佳織 919-1521 若狭町 下夕中11-27-1 (10) ● (0770)62-2550 (0770)62-2551


