
進路説明会

別冊資料

坂井地区 地区別　福祉サービス事業所　一覧　（令和４年６月作成） http://www.pref.fukui.jp/doc/shougai/syogaishisetu.html

法人名 サービス事業所名 サービスの種類 郵便番号 住所 電話番号 事業内容など

のびのび広場 生活介護
「ウエス班」ウエス加工、さをり織り、アクセサリー作り

「紙すき班」紙すき、パンの配達（県立図書館、いねす）、ビーズ作り

はつらつ広場 生活介護 「リサイクル班」アルミ缶リサイクル、古紙回収、畑作業

食品加工

就労継続支援（Ｂ型）

「食品加工班」焼き菓子の製造・販売

送迎車あり（三国方面、春江方面）　実習では原則使用不可

農耕

就労継続支援（Ｂ型）
「農耕班」有機無農薬野菜の生産・加工・販売

パン工房

就労継続支援（Ｂ型）
９１９－０６２１

あわら市市姫１－６０８－２

ハスの実パン工房
０７７６－７３－７３００ 天然酵母・国産小麦のパン製造・販売

あわら市・坂井市内に７ヶ所

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（B型）

生活介護

就労継続支援（Ｂ型）

農業（梅作り）、ハウスキーパー、パン製造販売、施設外（段ボール組立てや軽作業）

洗車（施設外）、テクノポート内企業のトイレ清掃（施設外）、ハーブの摘芯・収穫（施設外）

内職（ねじ袋詰め・リボンの組み立て）、アクセサリー作り（ブレスレッド）、シーツの裁断、紋紙の糸取

り

生活介護

Bの作業（施設外以外の作業で希望があるとき）、紋紙の糸取り、ペットボトル回収、古紙・段ボール

回収、ゲーム、散歩、小物づくり、レクレーション、好まれる活動、買い物、調理実習、パン販売、作業の

納品兼ドライブ、入浴・トイレ介助（必要な方）

ピアファーム 就労継続支援（Ｂ型） 910-4103 あわら市二面４５－１９－１ ０７７６－７７－２９３０
農業（野菜・梨・ぶどう作り）などの就労支援、直売所での販売、野菜のチェック・処理、観光ぶどう

園「あわらベルジェ」での接客など

産直市場　ピアファーム 就労継続支援(Ｂ型) 913-0043 坂井市三国町錦4-2-55 ０７７６－８２－８７５５ 惣菜の販売、スーパーの事務（ポップ・チラシ作成）など

就労移行支援

就労継続支援（Ｂ型）

さかい 地域活動支援 ０７７６－７３－２８４４ 相談支援　生活・余暇支援(送迎車利用可能)

生活介護

施設入所支援

ありがとう福井

株式会社
ありがとう福井 就労継続支援（A型） ９１３－００４２ 坂井市三国中央２丁目１番３４号 ０７７６－８１－２２０２

機械・電子部品等の検品 （傷がないか）、webの作成　　就業時間　①９：００～１３：００（３時間４５

分）　②９：００～１６：００（５時間４５分） ③９：００～１７：００（６時間４５分）社会保険加入

※①～③　休憩　１１：００～１１：１５　　②、③　昼休憩　１３：００～１４：００

就労継続支援（A型）

就労継続支援（Ｂ型）

地区別　福祉サービス事業所　一覧　（令和４年６月作成）

社会福祉法人

サンホーム
９１９－０６３３

０７７６－７８－７７５０

０７７６－７３－１０４０

０７７６－７３－５０３３

ＮＰＯ法人ピアファーム

あすなろ

わくわくワーク

０７７６－７３－１９６６

あわら市花乃杜３－２２－１２

あわら市山室７２－９８

あわら市東田中第１号１３番地１

あわら市高塚４１－１３９１９－０６３１

精神に障害をのある方の利用が多い。菓子箱折り・組立、煎餅の検品と組合せ、布の加工などの就

労支援　送迎車あり（自宅近くまでも応相談）

軍手の製造・検品・袋詰

「リサイクル」アルミ缶の選別・紙管の糸抜き

施設外就労（福井鋲螺）

送迎バスあり（ＪＲ芦原温泉駅）

あわら市二面８７－１９

919-0746

＊本資料は、本校卒業生の進路先事業所です。県内すべての事業所を掲載しているわけではありませんので、福井県のＨＰ（県内事業所のサービス別一覧）も御覧ください。

９１０－４１０３

０７７６－７４－７０３０

919-06１４
A型は休止中。建築素材やカーテン生地、壁紙主にインテリア関係に関する様々な素材の見本帳作

成。（生地を台紙に貼る作業や台紙のり付け、製本、製品の検品など）
あわら市伊井６－１１－１

身体に障害がある方の利用が多い　機能訓練、生活支援（食事・入浴）、余暇支援。短期入所あり

日中一時支援あり

送迎車あり(福井市・あわら市・坂井市)

０７７６－７３－２２６５

９１９－０６０１
つぐみ福祉会
あわら事業所

社会福祉法人

ハスの実の家

社会福祉法人

つぐみ福祉会

NPO法人

福祉ネットこうえん会

社会福祉法人

悠々福祉会

グループホーム

金津サンホーム

クリーンねっと金津

株式会社

ひなた工房
ひなた工房

http://www.pref.fukui.jp/doc/shougai/syogaishisetu.html


就労継続支援（Ｂ型）

自立訓練

株式会社

農楽里
　株式会社　農楽里 就労継続支援（A型） ９１９－０６０１ あわら市山室７２字長割山１０１ ０７７６－６３－６３１７ 精米と配達、水田のあぜの草刈り、トリムパーク清掃作業、柿の加工作業　など

独立行政法人

国立病院機構

あわら病院

重症心身障害児（者）

在宅支援事業所　あおば

生活介護

療養介護
９１０－４２７２ あわら市北潟２３８－１ ０７７６－７９－１２１１

集団活動（音楽・感覚遊具・創作・遊び・散策など）生活・余暇支援(入浴・プール)　長期休業中の

み日中一時支援有り　病院の事業として短期入所有り

れんげキッズ（放課後

等デイサービス）

のぞみ　生活介護

就労継続支援（Ｂ型）

はあとスマイル春江 生活介護
委託作業（すそあげテープの袋詰め、ゴミ袋）、紙すきなどの就労支援。生活・余暇支援。入浴あり。

送迎車あり(実習での利用は不可)。　　　（障害支援区分３～６の方が利用対象）

スマイルステーション 放課後等デイサービス Ｈ２５.４から開始　１日の最大利用が１０名　春・夏・冬休みも実施

株式会社　Ｏｍｕｓｕｂｉ Ｏｍｕｓｕｂｉ　春江 就労継続支援（B型） ９１９－０４４９ 坂井市春江町中筋３４－４０ ０７７６－５０－３６９１ 電線をビニールと銅線に分ける作業、パソコンなどのリサイクル作業、電子機器のリユース作業

就労継続支援（Ａ型） 学校給食、弁当盛り付け

グループホーム まち中ホーム（男子寮）　ハーツ丸岡ハイム（女子寮）　の２か所

就労移行支援（休止中）

就労継続支援Ｂ型

生活介護

地域活動支援センター

グループホーム
坂井市内に２カ所「たにまちホーム（6名）女子」、「いぬいホーム（6名）男子」、日中と土日の使用

は不可。

就労移行支援

就労継続支援Ｂ型

株式会社　創祉
就労継続支援事業所

つくしクラブ
就労継続支援Ｂ型 ９１０－０３６７ 坂井市丸岡町羽崎４－８－１ ０７７６－６７－７７２７

クッション材の仕上げ作業（箱折り作業）、衣類関係作業（ズボン糸取り・ひも通し作業がメイン）

検品一連作業（ケース損傷確認・拭き取り・シール貼り等）、清掃作業（ガラス清掃・日常の清掃）、

その他として軽作業の請負業務

０７７６－７３－２２３９

９１９－０４６３

919-0628

０７７６－６８－１３１６

カーテンフック組立、箱折り、シール貼り、かき餅作り、恐竜焼き菓子作り、清掃作業などの就労支援

訪問系の居宅介護（ホームヘルプ）サービスもあり

910－0355

坂井市丸岡町西里丸岡１５－１９

９１３－００３１ ０７７６－８２－２３６５

坂井市丸岡町南横地１０－４４

・自主商品の製造・販売（布巾・雑巾の縫製、手作り石けん 他）

・委託作業（プラスティックの組立、家具部品の袋詰め、クリーニング）

※送迎あり

れんげ（日中一時支援）

０７７６－５１－５１６６

FAX   (0776)58-

2522

衣類等検品衣類の袋詰め・梱包、布団圧縮袋加工、衣類の生地裁断、洗濯表示ラベル、マスク商品

の袋詰め・梱包などの就労支援、外部清掃作業、芝政環境整備作業
０７７６－６６－６７７６

０７７６－６８－０７６１

あわら市大溝１－２０－１３
箱折り等の軽作業を通して就労に必要なスキルを身に付ける。日常生活に必要となる食事や健康

管理などの生活向上を目指す。パソコン関係の作業あり。

坂井市三国町新保４２－２－７

（H３０に移転・三国マリーナ横）

坂井市春江町江留上昭和２－２８

坂井市丸岡町高瀬１５－１１－１

（南中）

社会福祉法人

坂井市

社会福祉協議会

はんだか

社会福祉法人

慶長会

社会福祉法人

しいのみ共生会

つぐみ福祉会
丸岡南中事業所

希望園

９１０－０２４２

９１０－０３７５

社会福祉法人

仁善－ひとよし－

つづきの家

仁善－ひとよし－

NPO法人

自立支援センター

はあとスマイル春江

社会福祉法人

つぐみ福祉会



ライフかすみ
障害者支援施設

(生活介護及び

施設入所支援）

９１０－０２１１ 坂井市丸岡町女形谷５９－１７ ０７７６－６６－１２７２
生活・余暇支援、軽作業（紋紙ちぎり、パッチワーク、刺繍、編物、さをり、モップ作り）。短期入所あり。

日中一時支援あり。

就労移行支援

就労継続支援（Ｂ型）

コミュニティかすみ 大型グループホーム 調理・就労相談・余暇活動など自立生活に向けての生活支援。

坂井市内に７カ所（男性用４カ所、女性用２カ所、共同１カ所）

ハーモニーかすみ 生活介護 919-0521 坂井市坂井町下新庄１８－１１ー１ ０７７６－６６－８０１０

　（１）生産活動

　① 受託作業 ・マグカップのシール貼り、梱包等　・ポリポットの数かぞえ、紐束ね、タグ付け等　・タオ

ルたたみ　　② 自主製品 ・和紙はがき、エコたわし、籠編み、マスコット作り等　・畑作業（野菜作り）

 　（２）余暇活動

　① 創作活動（絵、折り紙等）、レクレーション活動（各種ゲーム） 　② 近隣施設（図書館、体育館、

公園等）での活動　③ 模擬喫茶店の実施　④ 各種行事（外出、外食、施設内でのパーティーなど）

 　（３）入浴　　　月、水、金曜の午後（特殊浴槽等の設備はありません。）

ゆめいく株式会社 ゆめいく株式会社 就労継続支援（Ｂ型） 919-0527 坂井市坂井町下兵庫220－40－5 ０７７６－７２－２４０８

（１）出荷調整作業・・・白ネギの根葉切り、外葉むき、箱折り、トマトの収穫、袋詰めなど

（２）農作業・・・除草や下葉かきなど

（３）送迎は片道１０分以内でOK。それ以上は要相談。

スマイル農園 就労継続支援（Ｂ型） ９１９－０５４７ 坂井市坂井町大味１１５－１４ ０７７６－７２－１５８６
農業(ピザ材料の自家野菜・ハーブ)、ピザ作り、箱折り、受託作業（太陽光パネルの部品、アルミ製

品）、大型ビニールハウス内でのトマト生産補助作業、大豆ほほえみ茶の製造

多機能型支援センター
すまいる

生活介護 ９１９－０５４７ 坂井市坂井町大味３０－２１ ０７７６－７２－７７７７
作業訓練、創作活動、機能回復訓練、入浴サービスによる日常生活能力の向上と生きがいを感じら

れる支援

特定非営利活動法人

スマイルネットワーク

さかい

社会福祉法人

かすみが丘学園

９１０－０２１１

910-0212ワークかすみ ０７７６－６７－３７６６

０７７６－６７－０４５６

チェン揃え、電子部品組み立て、委託軽作業、自主製品の製作（カレンダー・和紙製品の製作）坂井市丸岡町赤坂１－３－１

坂井市丸岡町女形谷５９－１６
グループホーム



福井地区

法人名 サービス事業所名 サービスの種類 郵便番号 住所 電話番号 事業内容など

就労移行支援

就労継続支援Ｂ型

就労継続支援（Ｂ型）

生活介護

福井市開発５丁目７０９ 共同生活援助事業　（定員7名）、短期入所事業（ショートステイ）　（定員1名）

 株式会社

インテグラルウェルフェア
インテグラルカレッジ 自立訓練（生活訓練） 910-0843 福井市西開発2-407 0776-50-2120 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立訓練（生活訓練）

生活介護 軽作業。創作活動などの余暇支援。外出支援。送迎あり。

就労移行支援

就労継続支援（Ｂ型）

福井市高木中央2丁目６０４ ０７７６－５２－８９９１

就労支援センター
きらく

就労継続支援（Ｂ型）
洗濯、軽作業（箱折り・封入・帯の袋詰め・スポイド検品）送迎有り。

施設外就労有り（月～金）。

基準該当生活介護 生活介護 B型を目指して就労支援を行う。入浴サービス、送迎有り。

社会福祉法人

高志福祉会
ハートワーク 就労継続支援Ｂ型 ９１９－０３１７ 福井市北山町２２字馬洗１－１ ０７７６－４１－４９９３

ウエス作業（タオル等の裁断で雑巾）、プラスチック作業、布製品の袋入れ、箱折り、眼鏡の検品･治

具付け、カーテン袋入れ、乾燥剤量り、施設外就労（食品の量り）など、送迎車あり(要相談)

虹の会福祉作業所 就労継続支援Ｂ型 福井市文京５－２７－３２ ０７７６－２７－２６２１
委託作業（すきまテープ袋詰め、箱折り、ゴミ袋の封入、プラスチック製品の袋詰めなど）の就労支

援。

がんばるはうす 生活介護 福井市文京５－２８－５ ０７７６－２７－２６３０

凪の里 生活介護 福井市文京５－１４－３７ ０７７６－２７－２６８８

福井市文京7丁目８－２３ ０７７６－２７－２６１５

うめのき 就労継続支援(B型) ９１０－２１４８ 福井市篠尾町８２字谷山６８番地 ０７７６－４１－３５２３
スポイト製品の仕上げ。梱包。プラスチック容器の包装、プラスチック用品シール貼り、建築資材の受

託加工。送迎車あり（福井駅、永平寺、美山方面）。実習時要相談。

あくてぃ 生活介護 ９１０－８０１４ 福井市花堂中１丁目１８番２４号 ０７７６－３３－１１７７
ウォーキング、エアロビ、造形活動、さをり織りなど生活・余暇支援。東口まで送迎。（空きはないか

も）

福井市花堂 短期入所（２名）あり。

ワークあけぼの 就労移行支援

ホープあけぼの 就労継続支援（B型）

ハイムあけぼの 就労継続支援（Ａ型） 食品加工

ライフカレッジ
あけぼの

生活介護
ムーブメント教育（感覚・知覚・精神運動）、モンテッソーリ教育による治療教育、ミュージック活動、軽

作業、軽スポーツ等の余暇・生活支援。送迎車あり（福井方面､丸岡方面）。

福井市内に4カ所（25名）。短期入所あり（２名）。

手づくり工房コスモス 就労継続支援（Ｂ型）
作業訓練（クッキー等の菓子加工､販売、織物、箱折り、軽喫茶、野菜や果樹の園芸栽培）、送迎車

あり。

しみずの杜 生活介護 日常生活支援、健康支援、軽作業、送迎車あり

福井市月見２丁目１０－１

９１０－０１０２

グループホーム

９１０－００１７

グループホーム

９１８－８２２３

グループホーム

９１０－０００３

９１０－３６０６

社会福祉法人

竹伸会

福井市河水町５－１－１

福井市田尻栃谷町３８－４６－５

夢つづきの家

グループホーム

社会福祉法人

慶長会

社会福祉法人

げんきの家

就労支援センター
あおい

（株）きらく

げんきの家

９１８－８０１１

パンの製造・販売、農園芸、陶芸、木工、織物（カランコ織り）、ミシンがけなどの就労支援。送迎車あ

り（福井方面、丸岡方面）実習中は不可。長期休業中の日中一時支援あり。

社会福祉法人

あおい福祉会

福井市松本３丁目４－４

０７７６－５５－３１１０

主にウォーキングなどの運動を通しての健康維持や余暇・創作活動を通しての生きがいや喜びなど

を得るための支援を行っている。

グループホーム

９１０－０８０４

０７７６－９８－３５６８

R3年度より、就労移行支援のサービスは停止。パン工房（パン・クッキーの製造・販売）、空き缶リサ

イクル作業、パソコン作業（名刺作成・各種印刷）、軽作業（簡単な組立・紙箱折・箱詰め）、園芸作

業（ハウス内で花・野菜の栽培）などの就労支援。日中一時支援あり。送迎車あり。

衣類等検品衣類の袋詰め・梱包、布団圧縮袋加工、衣類の生地裁断、洗濯表示ラベル、マスク商品

の袋詰め・梱包等の就労支援。外部清掃作業、スポーツクラブ・芝政の環境美化作業（つづきと半

年交替）

０７７６－５２－５５７５

０７７６－２７－０２２３

０７７６－５２－８９９１
縫製（パッチワーク）、販売下請け作業（カレンダー・食品）などの就労支援。

０７７６－３３－３７６０

福井市高木中央２－６０１

福井市川合鷲塚町１２字長田６－１

社会福祉法人

虹の会



社事業所就労継続支援Ｂ

型事業所Rose＆Farm

はぐくみ

就労継続支援(B型) ９１８－８０３１
福井市江守の里2丁目1409番

地
０７７６－６３－５２６５ 薔薇に関する切り花の制作、鉢植え・盆栽の手入れ､販売､送迎車あり(要相談)

円山事業所はぐくみ 生活介護 ９１８－８２０１ 福井市南四ツ居町３－５ ０７７６－５４－４７７７ 運動・園芸・工作・料理や所外活動など、曜日により送迎車あり（要相談）。

就労継続支援（Ｂ型） ９１０－２１７８ 福井市栂野町２０－５

就労移行支援 ９１０－０８５４ 福井市御幸4丁目３－２０

足羽サポートセンター 就労継続支援（Ｂ型） ９１０－０８５１ 福井市米松２丁目６番２８号 ０７７６－８８－０２４６ プラスチック容器のラベル貼り、包装などの就労支援。

スマイル 生活介護 ９１８－８２３７ 福井市和田東１丁目２１０５ ０７７６－４３－０５１２
マット編み、墨汁のキャップはめなど、作業中心の日課である。生活・余暇支援。送迎車あり。

※延長支援あり（１５：３０～１８：００まで・・・令和３年７月確認）

カラフル 生活介護 ９１０－０８２８ 福井市林町６２－３ ０７７６－８９－１８７０ シュレッダー作業、梱包材作りやシール貼りなどの生産活動、創作活動など。

自立訓練（生活訓練）

就労継続支援Ｂ型

あすわ第１ 共同生活援助

あすわ第２ 共同生活援助

あすわ第３ 共同生活援助

あすわ短期入所 短期入所 男性３名　女性１名

ひまわり短期入所 短期入所 910－0854 福井市御幸４丁目３－２１ ０７７６－２６－３７６０ 女性２名

生活介護

施設入所支援

就労継続支援（B型）

生活介護

社会福祉法人

福井県セルプ
セルプうらら 就労継続支援（B型） 910-0028 福井市学園３丁目７－５ ０７７６－４３－１７５０ 箱折り、ラベル貼りなどの受注作業

FLAP 就労移行支援 910-0006 福井市中央１丁目２１－３７リベラルアーツビル３０２ ０７７６－６３－５３４１ 就職準備プログラム、パソコン学習など

　　タクティクス福井
　　　　　　福井南営業所

就労継続支援（B型） 918-8005 福井市みのり１丁目24-35 ０７７６－４３－９３２０ プラスチック製品検品、作成、梱包 、メガネ検品、箱詰め、丁合、封入封緘 ・紙箱作成 ・見本帳作成

株式会社

ＷＡＬＬＥＳ
ＷＡＬＬＥＳ 就労移行支援 910-0005 福井市大手３丁目１－１５ビアンモア大手ビル４Ｆ ０７７６－５０－３６２３

合同会社

ＷＩＮＧＲＯＷ
ハピネス 就労継続支援（Ａ型） ９１０－０００６ 福井市中央２丁目９－１ ０７７６－５０－２８０５

日用雑貨の検品、袋詰め、梱包など　ソファーの検品、糸処理、フック付け、折りたたみ、仏衣のアイロ

ンがけ、施設外就労（4カ所）、袋詰めなど

就労継続支援（Ｂ型）

生活介護

福井市福1丁目１１０３

食の工房やわらぎ 就労継続支援（Ａ型） ９１８－８１３５ 福井市下六条町２１７－１ ０７７６－４１－４０６０
精神に障がいのある方の利用が多い。福井厚生病院、高齢者施設の給食、清掃サービスに関する

就労支援。

就労移行支援

就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

０７７６－５０－２９６７ 施設内での軽作業　(DVDクリーニングのお仕事)ネクスト　ステップ
一般社団法人

BEANS
918-8237 福井市和田東１丁目２２１

９１０－０００３

福井市下六条町１字４番１

０７７６－３４－８１１２

０７７６－４１－０１００

松本ファクトリー

福井市栂野町２０－５

福井市福町２８－４９

福井市松本１丁目２－１９

福井市宿布町１９－４６－１

グループホーム

０７７６－４１－００１３

パステル 福井市御幸４丁目１８０６

９１８－８０２７

９１０－２１７８

足羽ワークセンター

わいわいポケット

精神障害（発達障害）のある方を対象に、生活訓練・作業訓練を中心に支援。送迎車あり。

共同生活住居（グループホーム）福井市内に１７ヵ所

０７７６－４１－３１２０

０７７６－２６－２０６０

０７７６－８９－１５５８９１０－０８５４

コミュニティーやわらぎ

足羽更生園

足羽ワークセンター厨房での作業、施設外就労（接客、盛り付け：県立図書館カフェ・清掃及び介護

補助：愛全園・嶋田病院・その他セルプフェアでの販売会）　　送迎車あり。就労移行勉強会、就職後

のアフターケアあり。

職住分離の取り組みで、活動場所を外部に開所しています。（「分場「羽生の郷」「ワンステップ」）。

アルミ缶つぶし、マット編みなどの軽作業、軽運動、歩行運動、自立活動など。余暇・生活支援。社会

参加・外出支援。短期入所、土日の日中一時支援あり。

白衣、検査着の洗濯作業、コミュニティ館内などの清掃作業、コミュニティの昼食配膳。

コンピューター・ＯＡ機器類の解体と金属類の仕分け作業、マンション清掃作業、クッキー製造など。

長期休業中の日中一時支援あり。送迎車あり。

高齢者施設で、食事の準備、盛り付けや食器洗浄、施設内の清掃など。白衣の洗濯、乾燥、アイロン

がけ、たたみなどのクリーニング作業。

０７７６－４１－３７９５

平谷こども

発達クリニック

９１０－２１４３

特定非営利活動法人

わいわいポケット

社会福祉法人

六条厚生会

社会福祉法人

足羽福祉会

９１８－８１３５

一般社団法人

タクティクス福井



就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

支援センターすだち 生活介護 福井市東大味町２１－３８－２

〇生産活動（シール貼り・箱折り・リサイクル作業・パン製造）

〇外出・買い物・余暇活動の支援

〇日常生活支援（利用者の自立に向けた支援生活上の相談支援）

すだちの家 施設入所支援 福井市東大味町９－１５

〇生産活動（シール貼り・箱折り・リサイクル作業・焼き芋

〇外出・買い物・余暇活動の支援

〇日常生活支援（利用者の自立に向けた支援生活上の相談支援）

〇夜間における支援（入浴・排泄等の介護支援）

生活介護 生産活動（一部、工賃支給）、健康活動（入浴含む）、余暇支援（創作など）、送迎車あり。

日中一時支援 福井市の委託事業。

グループホーム 福井市内に１カ所。

生活介護

施設入所支援

就労移行支援

就労継続支援（Ｂ型）

福井市内に３カ所、越前町内に１カ所

就労継続支援（Ａ型） 食品加工（クッキー・ドーナッツ・パン）などの就労支援。パンの外部訪問販売業務。

就労継続支援（B型） 軽作業、農業などの就労支援。送迎車（福井市内方面、鯖江市内方面）あり。パンの外部販売業務。

就労継続支援（B型） 

自立訓練

（生活訓練）

ＮＰＯ法人

くまっこクラブふくい
くまっこファーム 生活介護 ９１８－８０６３ 福井市加茂河原1丁目2-12 ０７７６－３３－３７９５ リサイクル、さをり織り、畑作業を中心とした活動や余暇活動。日中一時支援（土日のみ）もあり

就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（B型） 

福井市和田東1-203 モストヴィレッジ和田。障がい支援区分4以上対象。19名入所。1名ショートステイ。

株式会社　つばさ 株式会社　つばさ 就労継続支援（A型） 910-0803
福井市高柳１丁目203　カーサ・

リブレ1F
０７７６－４３－９９１６

両面テープ貼り・繊維製品の貼付作業・仏衣のアイロン掛け、セット作業・エアバック関連（線引き・

業務用ミシンでの縫製等）・慶事用製品の作成・軽作業の検品、梱包・箱作などその他様々な軽作

業。

・施設外就労（人参の皮剥きや、ダンボールの組立）

作業を行う時には、音楽を流しリラックス出来るような状態で作業に取り組めるよう配慮。得意な事

や、逆に苦手な事も克服し、本人の働く意欲を高めていけるよう支援している。

就労継続支援（Ａ型） ９１０－０８３７ 福井市高柳１丁目１３０２ ０７７６－５４－７６６５ 車いす、歩行器、電動ベッド等のメンテナンス・クリーニング、野菜の皮むき、大豆やハーブの選別

施設外就労先 ９１９－０５０４
坂井市坂井町御油田３９－２０２

（株）ベストアグリフーズ福井工
０８０－３４６４－７６６５ 野菜の皮むき、野菜の下処理など

就労継続支援（Ｂ型） 919-0411 坂井市春江町藤鷲塚４０－３０ ０７７６－５０－３５９０ 軽作業（ラベル貼り、箱折、袋詰等）

施設外就労先 ９１９－０５０４
坂井市坂井町御油田３９－２０２

（株）ベストアグリフーズ福井工
０８０－３４６４－７６６５ 野菜の皮むき、野菜の下処理、商品の運搬、出荷容器や生産設備の洗浄業務及び施設の清掃業務

障害者支援施設
若越ひかりの村

９１０－０１０４

福井市和田東１－２３２３

つぐみ福祉会
丹南事業所

福井市南居町８１－１－３１

０７７６－２８－２１２２

０７７６－９８－３６００

社会福祉法人

つぐみ福祉会

ネクステクノカレッジ春
江

９１８－８０３４

若越ひかりの村

就労系多機能型事業所

なないろ

福井市島寺町６７－３０

９１０－００３４

（事務所）

福井市菅谷２丁目１１－２４

社会福祉法人

福井県福祉事業団

社会福祉法人

すいせんの里

布製品（たたみ、梱包、検品）、タオル（たたみ・梱包）、ミシン縫製、ラベル貼り、ラッピング等いろいろ

な職種あり。施設外就労（クリーニング、野菜の袋詰め、水産加工）あり。送迎車あり。放課後等デイ

サービスあり。

ネクスタス

株式会社

ネクステクノ事業所

福井市島寺町９２９１０－３６２３

ふくい福祉振興会
（多機能）

さくらハウス

０７７６－６０－００２５

食品加工（食堂、仕出し弁当など）、食器洗い、食材の下処理などの就労支援。一部送迎車あり。

園芸資材組立・加工、農耕、紙管再生などの就労支援や生活・余暇支援。

短期入所あり。日中一時支援あり。

ＮＰＯ法人

ハートランド福井

０７７６－４１－３９５０

特定非営利活動法人

福井女性フォーラム

つぐみ福祉会
福井事業所

９１９－０３１２

株式会社

ふくい福祉振興会

就労継続支援（Ａ型）

９１８－８２３７

主に発達障がい者を対象に、障害の特性にあった作業を中心とした日課にソーシャルスキルトレー

ニングも取り入れて、自立に向けた支援をおこなう。

０７７６－３３－８３５０

９１０－３６２３

グループホーム

パリオ内のスワンベーカリーにてパンの製造・販売。金沢カレーガネーシャを福井市内で２店舗営業

（パリオ店・クルサ店）。バーガーキング（ハピリン内）、ニシムラコーヒー（パリオ店）、福井市役所食

堂での接客業務、その他施設外就労あり。

味噌づくり、箱折り、園芸資材組立・加工、農耕などの就労支援。

ハートランド福井

社会福祉法人

つぐみ福祉会

グループホーム

０７７６－５５－１８１０

０７７６－９８－２９１０

福井市網戸瀬町１８－３６



株式会社
エイティーンス

物流加工株式会社
就労継続支援（Ａ型） ９１０－０１５１ 福井市栄町１１番地 ０７７６－９７－５４１８ メール便、雑貨品などの検品と梱包、宛名シール貼り

【嶺北センター】　生協の宅配荷物の仕分け、積み下ろし

【丁合センター】　生協チラシの丁合

【農産加工センター】　農産物の点検、袋詰め

【エコセンター】　ダンボールなど古紙やペットボトルのリサイクル

一般社団法人 クリクラ北陸 就労継続支援（Ａ型） 910-0303 坂井市丸岡町猪爪６－２３ ０７７６－６６－０８８１ マット・モップ等の生産、洗濯補助、内職作業、水の生産補助、ウォーターサーバーのメンテナンス等

就労継続支援（Ａ型） ９１８－８２３１ 福井市問屋町１丁目１１３番地 ０７７６－２７－４７３１ 屋外・屋内の清掃等作業、高齢者施設の清掃作業

就労継続支援（B型） 室内での軽作業（箱折り、リチウムイオン電池のリサイクルなど）

就労継続支援（Ａ型） 福井市菅谷1丁目５－２１ ０７７６－２６－３３３５ 書類作成、給与計算などのパソコン入力

就労継続支援（Ｂ型） 福井市菅谷1丁目５－１６ ０７７６－９５－９８９６ パソコン入力

就労移行支援 福井市菅谷２丁目７－５ ０７７６－９７－９００３ パソコン入力、グループワーク

就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（B型） 

就労移行支援 ＳＳＴでのコミュニーケーショントレーニング、体力作り、畑作業、軽作業、金銭学習、

就労継続支援（B型） 葬儀用品関連、箱折作業、ラベル貼り、検品作業、袋詰め作業全般

就労継続支援A型

就労継続支援（B型）

共同生活援助

短期入所

生活介護

施設入所支援

永平寺あぐりの家 就労継続支援（Ｂ型） ９１０－１２０４ 永平寺町岩野５－１１５－２ ０７７６－５０－６１４７ 農作業、農作業物販売、精米・袋詰めなど　　送迎車あり

就労継続支援（Ｂ型） 農作業、農作業物販売、製粉作業、食品加工など　送迎車あり

生活介護 生産活動、創作活動、レクリエーション（散歩、トランポリンなどの軽スポーツ）　送迎車あり

合同会社

アクティブサポート
ライフワークゆずり葉 就労継続支援（Ｂ型） ９１０－００１１ 福井市経田1丁目６１１ ０７７６-２９-７０５４ バリ取り、シール貼り、箱折り（大・中・小）、冊子封入、ヘアゴムのチェックと袋入れ、自宅送迎あり

YOUさぽーと

一般社団法人

ほのぼのハーツ

株式会社

福井市新保町10字22番

０７７６－５２－０６０８

 0776-66-4787

有限会社ワークハウス

就労継続支援（Ａ型） 

カーテン加工、縫製、和菓子製造、自動車整備等

勝山あぐりの家 ０７７９－８８－６６７０９１１－０８０５

福井市下河北11-14

現在サービス休止。身体に障害がある方の利用が多い。機能訓練、生活支援（食事・入浴）、余暇支

援。短期入所有り。放課後等デイサービス有り。送迎有り。

・A棟B棟、各６名利用のグループホーム

勝山市立川町１丁目１３－５２

福井市日之出３丁目３－１６

有限会社C・ネット

サービス

嶺北センター

株式会社

かつやまアグリ倶楽部

有限会社

ワークハウス

株式会社

スタンドトゥギャザー
910-0034

C・ネットサービス

社会福祉法人

金津福祉会

918-8231

９１０－０８５９

河北寮

 910-0838

ふくいサンホーム

919-0321 0776-38-5757

前進主義ふくい

・飲食業白衣等のクリーニング　　　　・食品容器の洗浄　　　・集合住宅保守管理

０７７６－２３－５０３３

福井市問屋町４丁目５０６ ０７７６－４３－１６８０

福井市長本町２２１－２

ワークハウスエビス

福井市下河北11-15-1

９１０－０８４４


