
（８）指定就労継続支援Ａ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て、雇用契約に基づく生産活動機会の提供等を行う。）

身体 知的 精神 障害児

1 丹南事業所
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 水本　智也 910-3623 福井市 島寺町92 (20) ● (0776)98-2910 (0776)98-2955

2 福井事業所　雇用２型
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 和田　須美枝 918-8034 福井市 南居町81-1-31 (28) ● (0776)33-8350 (0776)33-8351

3 ハートランド福井 (NPO)ハートランド福井 福田　歳博 福田　歳博 910-0017 福井市
中央１丁目２－１ハピリン２
階

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

4 食の工房やわらぎ （福）六条厚生会 志賀　厚 前田　晃代 918-8135 福井市 下六条町217-1 (40) ● ● (0776)41-4060 (0776)41-4160

5 松本ファクトリー （福）六条厚生会 志賀　厚 藤田　玲子 910-0003 福井市 松本１丁目2-19 (15) ● (0776)41-4060 (0776)41-4160

6 （株）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 (30) ● ● ● (0776)96-4217 (0776)96-4926

7 青空 (株)NEXT 能田　真秀 横山　絹恵 918-8016 福井市 江端町21-4 (20) ● ● ● (0776)39-0577 (0776)39-0588

8 (株)Ｏ．Ｈ．Ｃ (株)Ｏ．Ｈ．Ｃ 榎本　大八 榎本　大八 918-8016 福井市 江端町13－43 (30) ● ● ● (0776)97-5399 (0776)97-5398

9 (株)ふくい福祉振興会 (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1-2323 (20) ● ● ● (0776)60-0025 (0776)60-0030

10 エイティーンス物流加工㈱ エイティーンス物流加工㈱ 西野　恒樹 藤田　正一 910-0151 福井市 栄町11番地 (20) ● ● ● (0776)97－5418 (0776)97-6418

11 （有）Ｃ・ネットサービス （有）Ｃ・ネットサービス 本間　源次 吉田　泰彦 919-0321 福井市 下河北11-15-1 (12) ● ● ● (0776)38－5757 (0776)38-5760

12 (株)Ｙｏｕさぽーと (株)Ｙｏｕさぽーと 齊藤　千佳子 島田　照二 918-8231 福井市 問屋町１丁目113番地 (15) ● ● ● (0776)27－4731 (0776)27-4732

13
一般社団法人　ほのぼのハーツ
ふくい事業所

一般社団法人　ほのぼのハーツ 松宮　幹雄 稲葉　健一 910-0842 福井市 開発５丁目1505 (40) ● ● ● (0776)52－1782 (0776)52-1682

14 ハピネス 合同会社WINGROW 淵　優希 脇本　和恵 910-0006 福井市 中央２丁目９番地１ (20) ● ● ● (0776)50－2805 (0776)50-2806

15 (有)ワークハウス (有)ワークハウス 嶋田　祐介 藤野　直樹 910-0844 福井市 長本町２２１－２ (24) ● ● (0776)52-0608 (0776)52-0605

16 ハイムあけぼの （福）竹伸会 竹内　末子 山崎　宇左エ門 918-8012 福井市 河水町5-1-3 (25) ● ● (0776)52-6070 (0776)52-6071

17 Ｃ＆Ｃサービス (ＮＰＯ)　こころ 大嶋　一英 福山　佳之 910-0017 福井市 文京2丁目10-4 (40) ● (0776)27-5800 (0776)27-5800

18 株式会社　つばさ 株式会社　つばさ 杉本　長靖 杉本　長靖 910-0837 福井市 高柳1丁目203 (20) ● ● ● (0776)43-9916 (0776)43-9917

19 ワンネスサポート株式会社 ワンネスサポート㈱ 八尾　俊爾 八尾　俊爾 918-8116 福井市 大町１丁目７１１ (20) ● ● ● (0776)50-2150 (0776)50-2159

20 えばた工房 （福）六条厚生会 志賀　厚 武曽　綾花 918-8016 福井市 江端町20-1-3 (15) ● (0776)43-1361 (0776)38-4471
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21 ネクステクノ ネクスタス　株式会社 端野　一成 足田　耕二 910-0837 福井市 高柳1丁目1302番地 (20) ● ● ● (0776)54-7665 (0776)54-7671

22 前進主義　ふくい 株式会社　スタンドトゥギャザー 爲國　正芳 爲國　正芳 910-0014 福井市 菅谷1-5-21 (10) ● ● ● (0776)26-3335 (0776)26-3334

23 Ｇ・Ｓ・Ｉ 株式会社　Ｇ・Ｓ・Ｉ 五島　憲一 五島　憲一 910-0005 福井市 大手１丁目１－１７ (10) ● ● ● （090）3299-5607

24
障害者交流センター野坂の郷
【H31.4.1～H33.3.31休止】

（福）ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞつるが 福田　晋介 山口　舞 914-0144 敦賀市 桜ヶ丘町9-20 (10) ● (0770)22-2022 (0770)25-8588

25 ワンシード・わくわく 一般社団法人　ワンシード 吉田　こずえ 野瀬　龍男 914-0044 敦賀市 道口63-1-1 (10) ● ● ● (0770)36-1257 (0770)36-1171

26 Ipppo! （株）LABwel 津田　一彦 岸本　友紀子 914-0045 敦賀市 古田刈66-803-2 (２0) ● ● ● （0770）47-6526 （0770）47-6527

27 +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

28 社会福祉事業　ふらっぷ （株）ＲＫ 竹越　理恵 高崎　かおり 914-0054 敦賀市 白銀町4番4号 （20） ● ● ● （0770）36-4518

29 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

30
特定非営利活動法人　アップ・
トゥ・ユウ

(ＮＰＯ)　アップ・トゥ・ユウ 中嶋　勇人 中嶋　勇人 917-0045 小浜市 青井21-5 (20) ● ● ● (0770)52-4294 (0770)52-4297

31
一般社団法人　ほのぼのハーツ
嶺南事業所

一般社団法人　ほのぼのハーツ 松宮　幹雄 一瀬　智之 917-0241 小浜市 遠敷９－５０８ (20) ● ● ● （0770）56-3672 （0770）56-3673

32 (株)マル　深野事業所 株式会社マル 水江　陸 水江　陸 917-0353 小浜市 深野22番1号 (12) ● ● ● (0770)64-5227 (0770)52-1882

33 森目工房やわらぎ （福）六条厚生会 志賀　厚 本田　誠二 912-0804 大野市 森目第6号19番地 （20） ● （0779）64-5681 （0779）64-5683

34 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 幅口　岳晴 911-0804 勝山市 元町3丁目5-18 (30) ● (0779)88-1040 (0779)88-5920

35 奥越ライフサポート株式会社 奥越ライフサポート株式会社 宇野　雅博 宇野　雅博 911-0801 勝山市
沢町2丁目2-27ハッピー市
場内

（20） ● ● ● (0779)64-4001 (0779)64-4002

36 株式会社　すみれ工房 株式会社　すみれ工房 笹村　智子 笹村　智子 911-0803 勝山市 旭町1丁目5-33 (10) ● ● ● (0779)64-5569 -

37 エイティーンス電子工業（株） エイティーンス電子工業（株） 西野　恒樹 西野　恒樹 916-0034 鯖江市 下新庄町17-13-1 (20) ● ● ● (0778)51-7731 (0778)51-7768

38
特定非営利活動法人
ハートオブマインド

特定非営利活動法人
ハートオブマインド

山田　善宣 山田　善宣 916-0005 鯖江市 丸山町4丁目301-2 (40) ● ● ● 0778-42-5980 (0778)42-5981

39 水耕栽培事業所 （社福）福華会 田中　浩二 橋本　尚剛 916-0037 鯖江市 上河端町第33号24番地1 (30) ● ● ● (090)6538－7794 (0776)50-2806

40 ここる
特定非営利活動法人小さな種・こ
こる

清水　孝次 宮川　深雪 916-0056 鯖江市 住吉町１丁目１番１９号 10 ● ● ● (0778)77-2022 (0778)77-2022
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41
一般社団法人　ほのぼのハーツ
たんなん事業所

一般社団法人　ほのぼのハーツ 松宮　幹雄 加藤　由香里 916-0028 鯖江市 小黒町2丁目901番地 （20） ● ● ● (0778)53-0582 (0778)53-0682

42 就労支援事業所　チャレンジ 社会福祉法人　福授園 福島　政行 福島　政行 916-0017 鯖江市 神明町2丁目8-4 （10） ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391

43 とまり木福祉協会株式会社 とまり木福祉協会株式会社 三浦　亮太 三浦　伸治 916-0013 鯖江市 鳥羽１丁目１２－１０ （10） ● ● ● (0778)52-4225 (0778)52-4226

44 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 寺崎　訓夫 919-0601 あわら市 山室72-98 (14) ● ● (0776)73-1040 (0776)73-1013

45
株式会社ひなた工房　伊井事業
所

株式会社ひなた工房 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

46 株式会社　農楽里 株式会社　農楽里 齋藤　昭夫 山下　春美 919-0601 あわら市 山室72字長割山101番 (10) ● ● (0776)63-6341 (0776)63-6342

47 たけふ福祉工場 （福）たけふ福祉会 宇野　晃成 平澤　穂津美 915-0876 越前市 白崎町35-10-1 (55) ● ● ● (0778)21-3500 (0778)21-2244

48 （株）ウェルファーム （株）ウェルファーム 小泉　博昭 小泉　博昭 915-0847 越前市 東千福町11-25 (20) ● ● ● (0778)23-0870 (0778)24-2766

49 （株）エイティーンス （株）エイティーンス 西野　恒樹 西野　恒樹 915-0093 越前市 庄町25字１ (20) ● ● ● (0778)22-3218 (0778)22-2118

50 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 915-0082 越前市 小野谷町14-1-11 (14) ● ● ● 0778-29-3637 0778-29-3637

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

52
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 橋本　由紀恵 915-0083 越前市 押田2-9-1 （10） ● ● ● （0778）43-5332 （0778）43-5332

53 エイティーンス電装株式会社 エイティーンス電装（株） 西野　恒樹 吉田　なほみ 915-0004 越前市 北町74-52-1 (20) ● ● ● (0778)22-7018 (0778)22-4618

54 株式会社　アクアファーム ㈱アクアファーム 白藤　宗徳 白藤　宗徳 915-0096 越前市 瓜生町33-19-4 (10) ● (0778)23-2300 (0778)23-1300

55 就労継続支援　前進主義 株式会社　スタンドトゥギャザー 爲國　正芳 木下　直大 915-0816 越前市 小松2丁目15-10 (20) ● ● ● (0778)47-3335 (0778)47-3353

56 あいあい菜園 株式会社あいあい菜園 奧山　智恵子 奧山　智恵子 915-0895 越前市 三ツ俣町第5号3番地 （10） ● ● ● （0778）22-5209 （0778）22-5209

57 ハッピーワーク丸岡（まるおか） コスモ計画（株） 川上　和美 高原　文枝 910-0254 坂井市 丸岡町一本田第37号2番地 (20) ● ● ● (0776)66-8670 (0776)66-8671

58 丸岡南中事業所
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 五十嵐　貴之 910-0355 坂井市 丸岡町高瀬15-11-1 (14) ● (0776)68-0761 (0776)68-0769

59 エイティーンス加工株式会社 エイティーンス加工（株） 西野　恒樹 藤田　正一 910-0317 坂井市 丸岡町石上第2号34番地 (20) ● ● ● (0776)67-5818 (0776)67-5918

60 ありがとう福井㈱ ありがとう福井㈱ 木下　寿志 木下　寿志 913-0042 坂井市 三国町中央2丁目1番34号 (15) ● ● ● （0776）81-2202 (0776)81-2203
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61
一般社団法人　ほのぼのハーツ
さかい事業所

一般社団法人　ほのぼのハーツ 松宮　幹雄 松田　尊成 910-2177 坂井市 丸岡町小黒74字2番地1 （20） ● ● ● (0776)66-0621 (0776)66-0622

62 一般社団法人　クリクラ北陸 一般社団法人　クリクラ北陸 上坂　昭裕 北林　雄大 910-0303 坂井市 丸岡町猪爪6丁目23番地 (20) ● ● ● （0776）66-0881 （0776）97-5483

63
就労継続支援事業所　つくしクラ
ブ

株式会社　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

64 スマイルメーカー （株）ジーセッション 林　祐希 野坂　富美代 910-1132
永平寺

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

65 やまぼうし （一般社団）竹の郷福祉会 月田　正文 勝山　了然 916-0273 越前町 小曽原22-2-1 (10) ● ● ● (0778)32-2251 (0778)32-2253

66 株式会社　和　佐柿事業所 （株）和 石田　善行 石田　朋恵 914-0811 美浜町 美浜町佐柿34-10 (35) ● ● ● (0770)32-6633 (0770)32-6632

67 若狭事業所雇用１型
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 早佐古　達也 919-1521 若狭町 若狭町下夕中11-27-1 (30) ● (0770)62-2550 (0770)62-2551

68 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 今川　美幸 919-1325 若狭町 岩屋61-35 (10) ● ● ● (0770)45-1311 (0770)45-1311


