
（６）指定就労移行支援事業所（一般企業等へ就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。）

身体 知的 精神 障害児

1
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 (6) ● (0770)24-2068 (0770)24-4570

2 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 光原　正隆 914-0135 敦賀市 長谷47号29番 (6) ● （0770）22-7171 (0770)33-7333

3
つみきハウス
【H28.9.6～休止中】

（福）つみきハウス 津田　幸次 橋本　光代 917-0074 小浜市 後瀬町13-1-11 (8) ● ● ● (0770)53-1190 (0770)53-1106

4 就労支援事業所　第２つくしの家 （福）若狭つくし会 中島　嘉文 古谷　徳之 917-0075 小浜市 南川町19-8 (6) ● ● ● 080-6351-0294 (0770)53-2299

5
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 (7) ● (0779)66-7000 (0779)66-7722

6
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 (10) ● ● (0779)87-3003 (0779)87-3441

7 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 (8) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0294

8 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 (8) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391

9
就労移行支援事業所「千草の
家」

（福）つつじ会 園　幸雄 畠中　則幸 916-0021 鯖江市 三六町1丁目11-7 (12) ● ● (0778)53-0023 (0778)53-2001

10 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 （6） ● ● ● (0778)51-2910 （0778）54-0391

11 Ｆｅｅｌｓ （株）Ｋｕｌｉａ 大塚　邦博 大塚　邦博 916-0041 鯖江市 東鯖江２丁目２番１号１ (８) ● ● ● （0778）43-6341 （0778）43-6342

12 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 (10) ● ● ● (0776)73-1966 (0776)73-1999

13
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 平澤　康徳 915-0043 越前市 庄田町25-4-3 (12) ● (0778)23-7940 (0778)23-7970

14
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 高橋　佳奈子 915-0082 越前市 国高2丁目42-6 (10) ● ● ● (0778)43-5510 (0778)21-5405

15 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 915-0054 越前市 小野谷町１4-1-11 (10) ● ● ● (0778)29-3637 (0778)29-3637

16 就労継続支援　前進主義 （株）スタンドトゥギャザー 爲國　正芳 市波　理恵子 915-0816 越前市 芝原5丁目8-65 (10) ● ● ● (0778)43-5586 (0778)47-3353

17
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 (10) ● ● ● (0776)66-6776 (0776)66-6799

18 就労支援センターワークかすみ （福）かすみが丘学園 小林　正人 櫻井　敬一 910-0212 坂井市 丸岡町赤坂１－３－１ (6) ● (0776)66-1272 (0776)67-3658

19
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 青木　貴代美 919-0214
南越前

町
中小屋52-11 (6) ● ● ● (0778)47-2644 (0778)47-2653

20 フ・クレール （福）光道園 荒木　博文 上山　正之 916-0146 越前町 朝日1丁目504 (6) ● ● ● (0778)34-8801 (0778)34-8831

21 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 (8) ● ● ● (0770)77-2231 (0770)77-2232
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