
（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
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

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 上坂　義明 914-0135 敦賀市 長谷47号29番 (34) ● (0770)22-7171 (0770)22-7333

3 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

4 野坂の郷 (福）敬仁会 神谷　保男 福田　晋介 914-0144 敦賀市 桜ヶ丘町８－６ (25) ● (0770)22-2022 (0770)25-8588

5 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

6 +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

7 Be  Ipppo! （株）LABwel 津田　一彦 宮本　比呂美 914-0138 敦賀市 櫛林32-19-3 （20） ● ● ● （0770）47-6526 （0770）47-6527

8 ワークス 敦賀ワークス（株） 若林　芳樹 服部　裕幸 914-0267 敦賀市 五幡31-5-1 （20） ● ● ● （0770）36-4997 （0770）36-4549

9 HATARAKU Spaaace合同会社 三宅　史也 三宅　史也 914-0062 敦賀市 相生町3-26 (20) ● ● ● (090)2034-2218

10 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

11
多機能型就労生活支援事業所
つくしの家

（福）若狭つくし会 中島　嘉文 清水　寛二 917-0075 小浜市 水取４丁目４－５ (50) ● ● ● (0770)53-1286 (0770)53-2299

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

13 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 (14) ● ● ● 080-6351-0294 (0770)53-2299

14 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

15
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

16 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

17 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

18 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

19 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 (20) ● (0779)64-5681 (0779)64-5683

20 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
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21
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

22 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

23 おくえつ事業所 （福）つぐみ福祉会 天谷　泰公 土屋　ゆかり 911-0804 勝山市 元町3丁目5-18 (10) ● (0779)88-1040 (0779)88-5920

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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 (2８) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391

29
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

30 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

31 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

32 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

33 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 (12) ● ● ● (0778）43-6341 （0778）43-6342

34 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

35 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 波松68－87－2 (20) ● ● ● （0776）79-1830 (0776)77-2931

36 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

37
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

38
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

39 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

40 あわら事業所 （福）つぐみ福祉会 天谷　泰公 川端　護 919-0601 あわら市 山室72-98 (10) ● ● (0776)73-1040 (0776)73-1013
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41 クリーンねっと金津 （ＮＰＯ）福祉ネットこうえん会 林田　恒正 玄正　法子 919-0603 あわら市 東田中1-13-1 (14) ● (0776)73-0117 (0776)73-5137

42
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 (26) ● (0778)23-7940 (0778)23-7970

43
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 (26) ● ● ● (0778)43-5510 (0778)21-5405

44 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

45 障がい者支援センターひまわり （福）陽光会 三村　昌之 野澤　聡美 915-0857 越前市 四郎丸町23-13-1 (40) ● (0778)24-2586 (0778)23-6861

46 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

47 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

48
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

49 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 （20） ● （0778）42-6512 （0778）42-6513

50 ファンズ３ NPO法人ぴーぷるファン 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

51 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 (30) ● ● ● （0778）43-5886 （0778）47-3353

52 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 915-0096 越前市 芝原5丁目8-65 (１0) ● ● ● (0778)43-5586 (0778)47-3353

53
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

54 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 (22) ● (0776)66-1272 (0776)67-3658

55 はんだか就労支援事業所 （福）しいのみ共生会 糸崎　喜一 西村　孝一郎 910-0242 坂井市 西里丸岡15-19 (20) ● ● ● (0776)68-1316 (0776)68-1316

56
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

57 坂井市社会福祉協議会希望園 （福）坂井市社会福祉協議会 阿古江　唯説 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

58 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 三国町錦４丁目２番地５５ (20) ● ● ● (0776)-82-8755 （0776）82-8754

59
就労継続支援事業所
(株）ASAGAO

（株）ASAGAO 柿木　佑介 櫻川　敏弥 910-0367 坂井市 丸岡町朝陽２丁目304-1 （20） ● ● ● （0776）67-7727 （0776）67-7726

60 コミュニティーまるおか （福）六条厚生会 志賀　厚 山岡　恵子 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
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61 ネクステクノカレッジ春江 ネクスタス（株） 端野　一成 足田　耕二 919-0411 坂井市
春江町藤鷲塚４０字金附田
３０番

(20) ● ● ● （0776）50-3590 （0776）50-3591

62 Omusubi春江事業所 （株）Ｏｍｕｓｕｂｉ 山本　博之 笠川　重次 919-0449 坂井市 春江町中筋34-39 (20) ● ● ● 090-1318-5276

63
一般社団法人ほのぼのハーツ
さかい事業所

（一社）ほのぼのハーツ 松宮　幹雄 吉川　幸一 910-0315 坂井市 丸岡町小黒74-2-1 （10） ● ● ● (0776)66-0621 (0776)66-0622

64 ゆめいく ゆめいく（株） 塚本　信義 富田　真人 919-0527 坂井市 坂井町下兵庫220-40-5 (20) ● ● （0776）72-2408 （0776）63-6296

65 福井松下村塾ふるさと留学
（NPO)福井松下村塾ふるさと留
学

竹田　優治 竹田　優治 910-0232 坂井市 丸岡町霞ヶ丘１丁目１１番地 (20) ● ● ● （0776）56-8568 -

66 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

67 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

68 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

69
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

70 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 (14) ● ● ● (0778)34-8801 (0778)34-8831

71 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

72 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

73 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

74 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

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

75 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

76
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

77 若狭事業所就労継続支援B型 （福）つぐみ福祉会 天谷　泰公 松尾　佳織 919-1521 若狭町 下夕中11-27-1 (10) ● (0770)62-2550 (0770)62-2551


