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１　協力会員（企業団体１３・個人５）

【企業・団体】

代表者職名・氏名 備　　　考

東北電力株式会社 　　　　　　　　二階堂　宏　樹

株式会社鈴富 代表取締役　　　蒲　倉　達　也

陽光社印刷株式会社 代表取締役社長　村　山　広　一

名鉄観光サービス株式会社 福島支店長　　　鎌　田　英　人

株式会社二丸屋山口商店 代表取締役社長　山　口　豪　志

社会福祉法人太陽学園 理事長　　　　　武　田　万　昌

ちくちくや 代表　　　　　　森　田　孝　子

観光園久ちゃん 代表　　　　　　手代木　久　司

荒川産業株式会社 代表取締役社長　荒　川　健　吉

代表取締役　　　松　崎　健太郎

代表取締役　　　佐　藤　　　修

理事長　　　　　阿　部　知　浩

代表　　　　　　船　田　　　勤

【個　　人】

住　　　所

いわき市

郡山市

福島市

福島市

郡山市中　野　　　純

特定非営利活動法人
日本くらしの森ネットワーク

雪　下　法　子

小　室　　　昭

966-0056 喜多方市字屋敷免３９６０

966-0049 喜多方市字長面３０７４－１株式会社おくや

有限会社紙屋商店 965-0102 会津若松市真宮新町北４－２

浅　倉　秀　雄

　　　　会　　　　員　　　　名 住　　　所

960-8524 福島市栄町７－２１

960-0102 福島市鎌田字卸町１８－２

960-0103 福島市南矢野目字萩ノ目裏１－１

960-8035 福島市本町５－５

960-8133 福島市桜木町１１－１６

高　村　トミ子

965-0059 会津若松市インター西５０

969-0101 会津若松市北会津町真宮６２３

962-0311 須賀川市矢沢字明池２８

会　　　員　　　名

960-8055 福島市野田町七丁目９番３号

美里工房 969-6211 大沼郡会津美里町橋丸字橋爪３３２

執行役員
福島支店長
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２　一般会員

【県北地区】 （福島市・二本松市・伊達市・川俣町・桑折町・大玉村）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

所長 024-559-3465 20
認定ＮＰＯ法人

えんじょいらいふ福祉会

960-8254 福島市南沢又字前田５－２７ 齋　藤　尚　也 024-563-1063 (30) 理事長　飯塚　啓子

理事長 024-573-4394 20 ＮＰＯ法人 あおば

960-8253 福島市泉字道下１６－１７ 小　野　隆　章 024-573-4394 (31) 理事長　小野　隆章

所長 024-529-6811 20 ＮＰＯ法人 あさひ福祉会 受託作業：文房具製作､縫製用品･粗品用品のパッケージ･梱包､フルーツキャップ折･梱包

960-8131 福島市北五老内町１－２１ 佐　藤　敦　子 024-529-6813 (23) 理事長　伊藤　直則 園外作業：アパート清掃

代表取締役 024-572-3790 20 株式会社　ラポール泉

960-8253 福島市泉字上谷地２０－３ 山　岸　　　浩 024-572-3890 (5) 代表取締役　山 岸 　浩

施設長 024-531-9080 40 社会福祉法人 しのぶ福祉会

960-8057 福島市笹木野字表屋敷４５－３ 　 松　崎　哲　也 024-531-9100 (43) 理事長　蓬田　勝次

代表取締役 024-573-8883 20 株式会社 あゆみ工房 自主製品：食品（ジャム、佃煮、野菜）手工芸品（季節の飾り物他）

960-2262 福島市在庭坂字松原１１－５２ 宍　戸　美紀子 024-573-8889 (20) 代表取締役 宍戸美紀子

理事長 024-523-3853 15 特定非営利活動法人 生きる 自主製品：おりがみ

960-8141 福島市渡利字三本木前１４ 佐久間　　　哲 024-523-3857 (12) 理事長　佐久間　哲 受託作業：古紙回収

管理者 024-572-4025 20 一般社団法人 つくし

960-8162 福島市南町１６０－１ 奥　野　大　亮 024-572-4019 (32) 代表理事　石橋　政樹

所長 024-553-5770 10 特定非営利活動法人えいど福島 自主製品：エコクラフト製品（カゴ・バッグ・小物入）、布製品、ニット小物

960-0101 福島市瀬上町字荒町７８ 吉　田　好　子 024-553-5770 (10) 理事長　吉田　好子

施設長 024-592-1171 10 特定非営利活動法人えいど福島 自主製品：しめ縄、アクセサリー

960-8076 福島市上野寺字西原４２－３ 高　野　敦　子 024-592-1182 (10) 理事長　吉田　好子 受託作業：事務、印刷

施設長 024-542-4366 40 社会福祉法人けやきの村 自主製品：委託販売（おからかりんとう）

960-0261 福島市飯坂町中野字高田前２－１８ 渡　辺　　　実 024-542-4349 (42) 理事長　舟山　信悟 受託作業：ヘルメット加工、ハーネス加工、服飾資材加工、ＤＭ封入作業

理事長 024-542-3275 114 社会福祉法人けやきの村

960-0261 福島市飯坂町中野字高田前２－７ 　 佐　藤　武　美 024-542-6978 (128) 理事長　舟山　信悟

理事長 024-573-8400 20 特定非営利活動法人南茶和 自主製品：卵、焼き菓子、乾燥野菜、木工、野菜

960-1243 福島市松川町水原字南沢１６ 菊　地　信　男 024-573-8400 (20) 理事長　菊地　信男

施設長 024-533-7677 20 特定非営利活動法人はなみずき

960-8072 福島市北中央１－１２－１ 竹　田　敏　明 024-533-7677 (35) 代表理事　竹田和加子

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

1 110
アートさをり

就労継続支援Ｂ型

2 137
就労継続支援事業所 あおば

就労継続支援Ｂ型
自主製品：手芸品、さき織り、ポーチ、ブローチ、多肉植物、マスコット

受託作業：自動車部品(ワイパー　ワイヤー部品)、食品のラベル貼り、箱折り等
園外作業：アパート清掃、農作業

3 139
あさひスマイル

就労継続支援Ｂ型

4 151
アットホーム

就労継続支援Ｂ型
自主作業：食品（焼き菓子、チョコレート菓子）
受託作業：食品（焼き菓子、チョコレート菓子）

園外作業：菓子材料となる農産物の収穫作業等検討中

5 126
あづま授産所

就労継続支援Ｂ型
自主作業：ポプリ

受託作業：食材加工、電子部品組立、自動車部品組立
園外作業：古紙回収、清掃、ペットボトル作業

6 136
あゆみ 生活介護

共生型通所介護

7 122
生きる

地域活動支援センター

8 149
ジョブ・サポート笑心 就労移行支援

就労継続支援Ｂ型

自主製品：手芸品、雑貨小物、日用品
受託作業：歩スティング、ＰＣ作業、軽作業等
園外作業：清掃

9

114
共同作業所ぽけっと

地域活動支援センター

146
共同作業所クリエイティブファクトリー

地域活動支援センター

10

105
障害者支援施設 青松苑 生活介護

就労継続支援Ｂ型

133
障害者支援施設 けやきの村 生活介護

就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

自主製品：名刺、ハガキ、年賀状、封筒、小冊子等の印刷、製本

受託作業：ヘルメット内装加工、野菜加工、サーモスタット加工、施設内清掃
園外作業：アパート（屋外）清掃

11 131
笹森の郷

就労継続支援Ｂ型

12 130
就労継続支援Ｂ型事業所 すてっぷ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：食品（ジェラート）
受託作業：フルーツキャップ作業、ギフトセットの詰め合わせ作業

園外作業：アパート清掃・ビル清掃、農作業

自主製品：さをり織り製品

　

※施設仮移転先（令和2年6月29日～令和3年3月末日）

　〒960-8157 福島市蓬莱町2丁目12-24
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【県北地区】 （福島市・二本松市・伊達市・川俣町・桑折町・大玉村）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

園長 024-534-5397 50 社会福祉法人 太陽学園 自主製品：パン・焼き菓子、縫製品

960-8133 福島市桜木町１１－１６ 武　田　万　昌 024-533-3421 (45) 理事長　武田　万昌 受託作業：自動車部品組立、説明書折り

園長 024-588-1822 50 社会福祉法人 太陽学園 自主製品：縫製品（雑巾）

960-0811 福島市大波字水戸内向１９－２ 武　田　秀　則 024-588-1845 (43) 理事長　武田　万昌 受託作業：墓掃除

管理者 024-573-4022 40 社会福祉法人 大生福祉会 自主製品：トマト（品種：桃太郎）、トマトジャム

960-0241 福島市笹谷字新町裏６－１ 出　口　美　和 024-573-4066 (37) 理事長　根本　光雄 受託作業：菓子袋シール貼り、菓子箱作り

管理者 024-563-1515 20
特定非営利活動法人

つくしの里福祉会

960-1241 福島市松川町字平舘１１－１ 加　藤　圭　子 024-563-1516 (15) 理事長　八幡　嘉晃

理事長 024-542-7515 15
特定非営利活動法人

SWELL･IN･FUKUSHIMA

960-0201 福島市飯坂町字八景１－６ 田　澤　和　枝 024-542-7515 (11) 理事長　田澤　和枝

代表理事 024-572-4428 20 一般社団法人　久遠ぷれいす 自主製品：手工芸品、縫製品、木工品

960-0116 福島市宮代字前田１２－２１ 今　井　久　子 024-572-4478 (1) 代表理事　今井　久子 園外作業：アパート清掃、共用清掃、メール便

所長 024-573-9398 20
特定非営利活動法人

福島市聴覚障害者福祉会

960-8003 福島市森合字台４ 佐　野　　　誠 024-573-9433 (18) 理事長　西山　秀幸

管理者 024-557-2804 20 社会福祉法人つばさ福祉会 自主製品：パン・焼き菓子

960-0112 福島市南矢野目字桜内３０－７ 後　藤　吉　英 024-557-0149 (22) 理事長　古川　彰彦 受託作業：フルーツキャップ折り、人参皮むき

理事長 024-563-7353 35 特定非営利活動法人 虹色の樹 自主製品：弁当

960-8141 福島市渡利字平ヶ森１３－４ 斎　藤　葉　子 024-563-7356 (45) 理事長　斎藤　葉子 受託作業・園外作業：古紙回収

理事長 024-563-7353 10 特定非営利活動法人 虹色の樹 自主製品：弁当

960-8141 福島市渡利字平ヶ森１３－４ 斎　藤　葉　子 024-563-7356 (2) 理事長　斎藤　葉子 受託作業・園外作業：古紙回収

所長 024-534-0171 40
社会福祉法人

福島縫製福祉センター
自主製品：学校制服、園児服、作業服、白衣等、テーブルカバー等

960-8116 福島市春日町１４－７ 小　室　雅　幸 024-534-0173 (38) 理事長　臼 田 　弘 受託作業：学校制服、園児服、作業服、白衣等、テーブルカバー等

管理者兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 024-573-6418 24 ワイエス総合企画有限会社 自主製品：木工品、手工芸品、農産物

960-0241 福島市笹谷字西小楢４ 児　玉　ヒデ子 024-573-6419 (17) 代表取締役　安田　貴鈴

施設長 024-529-6901 20
一般社団法人

シャローム福祉会

960-8141 福島市渡利字鳥谷下６７－１ 高　野　真　哉 024-529-6902 (25) 代表理事　大竹　　隆

施設長 024-524-2230 20
一般社団法人

シャローム福祉会
自主製品：パン、お菓子製造

960-8035 福島市本町５－３１ 齋　藤　　　功 024-525-8285 (19) 代表理事　大竹　　隆 受託作業：PC業務

施設長 024-563-7605 40 一般社団法人鈴の音 自主製品：お弁当、お惣菜、縫製製品、園芸品等

960-8153 福島市黒岩字堂ノ後８２－１ 菅　野　和　江 024-563-7606 (30) 施設長　菅野　和江 受託作業：弱電部品組立、野菜の一時加工、農業（予定）

14 148
大生リコピントマト農場 生活介護

就労継続支援Ｂ型

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

13

102
太陽学園 生活介護

就労継続支援Ｂ型

101
福島おおなみ学園 生活介護

就労継続支援Ｂ型

15 112
就労継続支援Ｂ型事業所 つくしの里

就労継続支援Ｂ型
自主製品：造花（彼岸花）、ポンせんべい(白米・玄米)
受託作業：内職（依頼がある時のみ）

園外作業：施設外就労（アパート清掃、精米所清掃・レストラン駐車場整備）

16 142
つぼみ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：焼き菓子・ジャム、手工芸品

受託作業：フルーツキャップ折、袋詰め
園外作業：果樹園作業

17 152
共に生きる　くろ～ば～

就労継続支援Ｂ型

18 113
就労継続支援Ｂ型事業所 なのはなの家

就労継続支援Ｂ型
自主製品：紙すき製品、手工芸品（ストラップ（ビーズ・革）・一閑張り等）、縫製品、
　　　　　手織・手編製品、食品（クッキー・タルト・シフォンケーキ）

受託作業：内職（封入れ作業・カード仕分け作業）

19 116
就労継続支援Ｂ型事業所 ニコの夢

就労継続支援Ｂ型

20

118
就労継続支援Ｂ型事業所　にじいろ工房

就労継続支援Ｂ型

118
就労継続支援Ａ型事業所　空翔（そら）

就労継続支援Ａ型

21 120
福島縫製福祉センター 就労継続支援Ｂ型

社会事業授産施設

22 129
多機能事業所 ファームもみの木 生活介護

就労継続支援Ｂ型
日中一時支援事業

23

134
ベーシック憩

就労継続支援Ｂ型

自主製品：木工製品（プランター、ミニスノコ、ペーパースタンド）、
　　　　　お菓子（クッキー）、ひまわり油

受託作業：ＰＣ業務
園外作業：施設外就労（食器洗浄、調理補助）

141
まちなか夢工房

就労継続支援Ｂ型

24 147
マリアージュ 就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型
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電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

理事長 024-597-8806 40
特定非営利活動法人

ふくしまウォームネット

960-8131 福島市北五老内町５－２３　イワモトビル102 星　野　庸　子 024-597-8902 (41) 理事長　星野　庸子

所長 024-593-5871 20
特定非営利活動法人

福島市あらい福祉会
自首製品：レザーグッズ（サイフ、キーホルダ、名刺ケース、バッグ等）

960-2156 福島市荒井字横塚３－１３０ 阿　部　ミイ子 024-597-6187 (17) 理事長　阿部ミイ子 受託作業：ワイパー部品組立

所長兼生活支援員 024-526-0556 30
特定非営利活動法人

福島･伊達精神障害福祉会
自主製品：エコバッグ、菓子製造

960-8061 福島市五月町１－１５ YKビル2階 丸　子　良　明 024-573-2005 (47) 理事長　佐川　祐也 受託作業：内職、アパート清掃、果樹園

所長 024-584-2920 20
特定非営利活動法人

福島･伊達精神障害福祉会
自主製品：革製品、レジン製品など

960-0402 伊達市水抜１１ 佐　藤　千　枝 024-573-8170 (24) 理事長　佐川　祐也 受託作業：内職、自動車部品組立など

管理者兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 024-563-5233 20 Social Connect Service 合同会社

960-0241 福島市笹谷字南田１４－５ 本　田　智　春 024-597-8081 (21) 代表社員　鈴木　　実

所長 0243-24-1664 20
特定非営利活動法人

アクセスホームさくら

969-1404 二本松市油井字福岡１６８－１  渡　邊　幸　江 0243-24-1664 (23) 理事長　渡邊　幸江

理事長 0243-24-1446 20 ＮＰＯ法人コーヒータイム

964-0906 二本松市若宮二丁目163-1 ＮＴＴﾋﾞﾙ2F 橋　本　由利子 0243-24-1447 (25) 理事長　橋本由利子

所長 024-577-2231 40 社会福祉法人 ひろせ福祉会

960-0754 伊達市梁川町字栄町４８ 三　浦　正　一 024-597-6186 (39) 理事長　三浦　正一

代表取締役 024-529-5550 27 有限会社 すずらん工房 自主製品：カフェ（飲食）、菓子製造、縫製品、紙製品、革製品

960-0756 伊達市梁川町青葉町３６ 佐　藤　奈緒子 024-529-5550 (23) 代表取締役 佐藤奈緒子 受託作業：ポスティング作業（リビング新聞）

理事長 024-575-0267 21 特定非営利活動法人 すまいる

960-0611 伊達市保原町字城ノ内１１０－１ 五　幣　治　男 024-575-0267 (20) 理事長　五幣　治男

所長 024-576-7021 20 特定非営利活動法人ボネール

960-0606 伊達市保原町字鉄砲町１３－７ 阿　部　理　平 024-563-5012 (20) 理事長　阿部　理平

所長 024-575-4355 30
社会福祉法人

あぶくま福祉会

960-0657 伊達市保原町字中瀬町１００ 中　木　雅　彦 024-575-4355 (36) 理事長　吉田修次郎

所長 024-565-5166 20
特定非営利活動法人
川俣町セルプかえで

960-1406 伊達郡川俣町大字鶴沢字学校前４９ 森　　　静　香 024-565-5166 (18) 理事長　髙野　佐一

施設長 024-565-5252 20
特定非営利活動法人
達南精神保健福祉会

自主製品：乾燥糸こんにゃく、乾燥粒こんにゃく、写真立て入り絵はがき、絵はがき

960-1405 伊達郡川俣町東福沢字糠戸内７－１ 菅　野　善　昭 024-565-5252 (13) 理事長　菅野　善昭 受託作業：自動車部品一部組立

所長 024-566-3635 35 特定非営利活動法人 絆

960-1405 伊達郡川俣町東福沢字糠戸内７－１ 遠　藤　庄　一 024-566-3700 (27) 理事長　佐藤　俊一

25 140
杜の花 就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

自主製品：食堂運営、弁当、焼菓子、コーヒー、縫製品、レジン等小物
受託作業：アパート清掃
園外作業：農作業

26 108
ワークセンター歩

就労継続支援Ｂ型

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

27

106
ワークショップろんど

就労継続支援Ｂ型

127
ＨＡＮＡ

就労継続支援Ｂ型

28 144
Works-SCS 笹谷

就労継続支援Ｂ型
自主製品：木工、あみぐるみ

受託作業：内職、アパート清掃、ビル清掃、DM配達
園外作業：果樹園

29 511
アクセスホームさくら

就労継続支援Ｂ型
自主製品：菓子製造販売
受託作業：自動車部品組立
園外作業：自動車部品組立、農作業

30 138
コーヒータイム若宮事務所

就労継続支援Ｂ型
自主製品：さき織コースター・コースター製作
受託作業：つながりボールペン、シール貼り、ボールペン組立

園外作業：アパート清掃、その他清掃業務

31 117
工房ひろせ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：ポンせんべい、アスパラガス、えごま商品

受託作業：菓子箱折り、プリンター部品のはめ込み
園外作業：福祉センターの掃除、賃貸アパートの清掃

32 115
すずらん工房 就労継続支援Ａ型

就労移行支援

33 104
たけの子の家 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：各種ジャム、仕出し弁当

受託作業：パソコン機器仕分け
園外作業：委託農作業

34 132
福祉ハウスボネール

就労継続支援Ｂ型
自主製品：刺し子製品
受託作業：シール貼り
園外作業：リビング新聞配布

35 109
就労継続支援Ｂ型事業所 ほどはら授産所

就労継続支援Ｂ型
自主製品：花苗（主に花壇向け）の栽培・販売、刺し子製品・販売
受託作業：紙器加工(中仕切り、箱組立）、介護用品クリーニング

　　　　　タオルセット包装、トイレットペーパー仕入販売

36 107
川俣町セルプかえで

就労継続支援Ｂ型
自主製品：縫製品

受託作業：菓子箱組立、女性用下着金具通し、ボールペン糸巻き、携帯クリーナー
園外作業：アパート清掃、施設管理業務

37 150
地域活動支援センター花塚

地域活動支援センター

38 111
多機能事業所 めぐみ 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：彼岸花

受託作業：側板ラベルはがし、コンサートグッズ電池交換
園外作業：農作業（パッキング）
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【県北地区】 （福島市・二本松市・伊達市・川俣町・桑折町・大玉村）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

管理者 024-597-7902 20
特定非営利活動法人桑折町
共に生きる社会を創る会

969-1641 伊達郡桑折町大字南半田字二本木２５－１１ 髙　橋　　　徹 024-597-7903 (12) 理事長　髙橋　　徹

管理者 0243-48-3113 34 社会福祉法人 牧人会

969-1301 安達郡大玉村大山字堂ヶ久保２９－２ 渡　邊　　　中 0243-48-3126 (37) 理事長　山下　勝弘

所長 0243-48-4744 35 特定非営利活動法人　大地

969-1302 安達郡大玉村玉井字東三合目１９ 三　浦　拓　也 0243-48-4744 (42) 理事長　渡邊　孝雄

【県中地区】 （郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・浅川町・平田村・小野町・三春町）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

管理者 024-938-8424 14 社会福祉法人 緑樹の会 自主製品：縫製品、ガラス工芸品、和紙工芸品、園芸

963-8021 郡山市桜木２－８－１４ 山　城　犂　佳 024-938-8424 (12) 理事長　佐藤　隆志 園外作業：資源回収活動

管理者 024-961-8641 11 社会福祉法人 緑樹の会

963-8041 郡山市富田町字町畑３０ 山　城　犂　佳 024-961-8641 (12) 理事長　佐藤　隆志

管理者 024-925-7750 20 社会福祉法人 緑樹の会 受託作業：箱折り、箸入れ

963-8041 郡山市富久山町福原字鎌田９－９ 山　城　犂　佳 024-925-7750 (16) 理事長　佐藤　隆志

代表取締役 024-983-6127 28 株式会社 かるみあ

963-8822 郡山市昭和２丁目１９－１１ 佐久間　弘　一 024-983-6128 (32) 代表取締役　佐久間弘一

理事長 024-983-6125 20
ＮＰＯ法人

サポートクラブキャロット
受託作業：箸の袋入れ,、ボールペン

963-8052 郡山市八山田６丁目７３番 戸　田　富美子　 024-983-6125 (19) 理事長　戸田富美子 園外作業：レモンの袋詰め、ポスティング、メール便、玉子販売、アパート清掃

施設長 024-957-3396 20
特定非営利活動法人

トマトハウス
自主製品：縫製品各種、陶芸製品各種

963-0213 郡山市逢瀬町多田野字棒芳７－３ 坂　井　正　成 024-957-3396 (19) 理事長　安藤　敏子 受託作業：菓子箱作成作業

園長 024-958-4980 30
社会福祉法人

郡山市社会福祉事業団
自主製品：農作物（じゃがいも、小松菜、トマト等）、生花　等

963-0533 郡山市日和田町八丁目字堰山１ 松　井　喜　夫 024-958-2804 (33) 理事長　齋藤　芳一 受託作業：菓子等の箱折り、ボールペン組立　等

理事長 024-942-8880 20
特定非営利活動法人

こんぺいとうの会
自主製品：ビーズストラップ、くるみボタン、クリップ

963-0701 郡山市緑ヶ丘西２－１－１１ 眞　壁　惠美子 024-942-8880 (26) 理事長　眞壁惠美子

理事長 024-983-1525 20
特定非営利活動法人

こんぺいとうの会
自主製品：食品（焼菓子、生菓子、弁当）

963-8052 郡山市八山田1丁目６番 眞　壁　惠美子 024-983-1525 (20) 理事長　眞壁惠美子 受託作業：封入作業、自動車部品

施設長 024-954-7760 14
社会福祉法人

ほっと福祉記念会

963-8835 郡山市小原田３－１０－４ 岡　部　早　苗 024-943-5531 (14) 理事長　角田ミキ子

39 145
輪楽創

就労継続支援Ｂ型
自主製品：農作物（大豆・米・野菜）、織物、食堂経営
受託作業：フルーツキャップ折り、あんぽの箱立て
園外作業：ＤＭ便

№ コード
事業所名 代表者職名

40 103
あだち共労育成園

就労継続支援Ｂ型

自主製品：木工製品（玩具、雑貨＜ｸﾘｯﾌﾟ・磁石・ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ＞、家具＜ﾃｰﾌﾞﾙ・棚＞等）、

　　　　　縫製製品（アームカバー、ポーチ、スタイ）

受託作業：バーコードシール針り、枕カバー再縫製、梱包

園外作業：除草、清掃作業

41 125
ふれんどりー大玉 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：漬物、竹花立て、その他加工

受託作業：エアコン部品研磨、自動車部品組立、割り箸入れ、その他多数
園外作業：工場での作業補助（部品組立等）、清掃作業（数種）、文書配達、畑

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

1

203
ＵＫＯＫＯＲうつみね

就労継続支援Ｂ型

203
ＲＥＲＡわかばの丘

生活介護

203
ＲＥＲＡたいよう

生活介護

2 233
株式会社　かるみあ

就労継続支援Ａ型
自主製品：名刺、デザイン作成

受託作業：カメラ部品加工、ＤＭ作成等
園外作業：ＤＭ作成他、農業

3 234
キャロット八山田

就労継続支援Ｂ型

生活介護
就労継続支援Ｂ型

4 209
工房トマトハウス

生活介護

5 217
郡山市緑豊園

就労継続支援Ｂ型

6

232
自立サポートこんぺいとう

生活介護

232
まぁぶる

7 216
sweet hot

就労継続支援Ａ型
自主製品：菓子製造業務（クッキー、マフィン、ぷりん等）
　　　　　店舗販売業務（カフェ、弁当等）
　　　　　出張販売業務（県内各地のイベントに出店）

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名
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電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

所長 024-973-5150 20 ＮＰＯ法人みんなのまーち

963-0725 郡山市田村町金屋字新家４５ 木目沢　善　重 024-943-7726 (20) 理事長　木目沢善重

所長 024-983-6161 20 ＮＰＯ法人みんなのまーち

963-0725 郡山市田村町金屋字新家４４ 木目沢　善　重 024-983-6171 (19) 理事長　木目沢善重

所長 024-954-7557 20 ＮＰＯ法人みんなのまーち 自主製品：イチゴづくり事業所内販売

963-0725 郡山市田村町金屋字上川原８２－１ 木目沢　善　重 024-954-7558 (10) 理事長　木目沢善重 受託作業：段ボール加工、紙器加工、軽微な軽作業

所長 024-961-0284 12
特定非営利活動法人

市民活動センター
自主製品：さをり織り、さき織り

963-0201 郡山市大槻町字東竹ヶ原1-17 光88ﾋﾞﾙ1F 成　澤　早　苗 024-961-0284 (19) 理事長　吉田　公男 受託作業：紙加工

理事長 024-954-3747 19
特定非営利活動法人

市民活動センター
自主製品：一閑張り、小物など

963-0201 郡山市大槻町字弥八池南４ 吉　田　公　男 024-954-3747 (23) 理事長　吉田　公男 受託作業：ヨシケイシート拭き、ハンガー組立

理事長 024-952-0070 6
特定非営利活動法人

市民活動センター
自主製品：フェルト製品

963-0201 郡山市大槻町字針生北１３－２ 吉　田　公　男 024-952-0070 (8) 理事長　吉田　公男

理事長 024-961-1112 20
特定非営利活動法人

市民活動センター
自主製品：アクセサリ、小物つくり

963-0204 郡山市土瓜１－１６１ 吉　田　公　男 024-961-1112 (9) 理事長　吉田　公男 受託作業：清掃作業

サービス管理責任者 024-934-2880 15 ＮＰＯ法人 ポプラ福祉会 自主製品：食品（クッキー・ケーキ）、喫茶店業務

963-8851 郡山市開成６－２９６－１ 浦　井　知世子 024-934-2880 (26) 理事長　牧田くに子 受託作業：シール貼り、ビスタイ作成、DM封入、橙作成

サービス管理責任者 024-925-5052 15 ＮＰＯ法人 ポプラ福祉会 受託作業：菓子箱折り、タオルたたみ、橙作成、割り箸封入

963-0201 郡山市大槻町字天正担１１－２ 舟　橋　　　幸 024-925-5052 (34) 理事長　牧田くに子 園外作業：施設外就労（病院敷地内の除草・剪定・清掃等）

サービス管理責任者 024-953-4780 10 ＮＰＯ法人 ポプラ福祉会 受託作業：洗濯

963-0201 郡山市大槻町字天正担１４－１ 鈴　木　淳　子 024-953-4780 (4) 理事長　牧田くに子

管理者 024-954-8071 20 株式会社 福島あすなろ会 園外作業：清掃

963-0547 郡山市喜久田町卸１－１１７－１ 柳　　　雄　二 024-963-1106 (17) 代表取締役　三上　悠子

管理者 0247-61-6116 20 株式会社 福島あすなろ会

963-7782 田村郡三春町大字富沢字楢梨池頭７６ 植　野　文　昭 0247-61-6117 (29) 代表取締役　三上　悠子

理事長 024-982-2977 15 ＮＰＯ法人 EARTHBOOK

963-1411 郡山市湖南町舟津字太田道下3245-1 生　尾　　学 024-982-2977 (11) 理事長　生尾　　学

サービス管理責任者 024-939-7374 7
特定非営利活動法人

あいえるの会

963-8071 郡山市字下亀田１８番地の４ 奥　山　雄　樹 024-939-7374 (20) 理事長　白石　清春

管理者 024-939-2002 20
社会福祉法人

郡山コスモス会

963-8851 郡山市開成５－７－１４ 水　野　博　文 024-939-2003 (36) 理事長　水野　博文

215
障害福祉サービス事業所 ゆめのまーち

就労継続支援Ｂ型
自主製品：イチゴづくり事業所内販売

受託作業：菓子箱加工、紙器加工、製袋作業
園外作業：段ボール工場へ施設外就労、農福連携により農場へ

自主製品：イチゴづくり事業所内販売
受託作業：段ボール加工、紙器加工、ブラ段清拭作業

園外作業：段ボール工場へ施設外就労、農福連携により農場へ

215
障害福祉サービス事業所 にじのまーち

就労継続支援Ｂ型

8

228
ふぁみりかんすてっぷ

生活介護

215
障害福祉サービス事業所 はなのまーち

就労継続支援Ｂ型

205
ふぁみりかんあすなろ

就労継続支援Ｂ型

227
ふぁみりかんきずな

就労継続支援Ｂ型

ポプラ工房 第２作業所
就労継続支援Ｂ型

213

ふぁみりかんまさかつ
就労継続支援Ｂ型

10

213
ポプラ工房 第１作業所

就労継続支援Ｂ型

213

ポプラ工房 第３作業所
就労継続支援Ｂ型

11

236
福島あすなろ会

就労継続支援Ａ型

206
三春あすなろ会

就労継続支援Ｂ型
自主製品：しいたけ・野菜
受託作業：割り箸等内職作業

園外作業：畑

12 231
結の郷

就労継続支援Ａ型
自主製品：野菜

受託作業：お正月飾り、電線皮むき、清掃作業
園外作業：除草、除雪

13 204
生活介護事業所 わーくＩＬ

生活介護
自主製品：動物ボンボンストラップ、ビーズ製品（ｽﾄﾗｯﾌﾟ・指輪・ﾈｯｸﾚｽなど）、
　　　　　その他、各種手芸用品など

14 214
ワークコスモス

就労継続支援Ｂ型
自主製品：パン、弁当、焼き菓子
受託作業：袋のシール貼り、割り箸袋入れ

園外作業：営農（畑の管理）、援農（ネギ収穫）

自主製品・受託作業・園外作業

9

コード
事業所名 代表者職名

サービス内容
住　　所 代表者氏名

№

228

- 6 -



【県中地区】 （郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・浅川町・平田村・小野町・三春町）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

所長 0248-65-3870 20 特定非営利活動法人 翠の家 自主製品：縫製品、ポプリ、他

962-0302 須賀川市柱田字水押１ 斎　藤　光　晴 0248-65-3870 (15) 理事長　後藤　敏之 受託作業：菓子箱折り、割り箸封入　他

所長 0248-65-3626 20
特定非営利活動法人

ひまわり福祉会

962-0315 須賀川市畑田字長久キ９－５ 小　針　洋　子 0248-65-3627 (20) 理事長　小針　一夫

理事長 0248-72-7766 20
特定非営利活動法人

ワークショップすかがわ

962-0857 須賀川市長禄町７７ 川　田　　　等 0248-72-7766 (15) 理事長　川田　　等

施設長 0247-82-5582 21
ＮＰＯ法人

あぶくまﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄ絆

963-4312 田村市船引町船引字戸屋１１１－１ 和　田　礼　子 0247-61-6882 (21) 理事長　白石　高司

所長 0247-82-5358 20 ＮＰＯ法人 銀河の森福祉会 自主製品：お昼寝用マクラ、あいづもめん製品

963-4312 田村市船引町船引字前田７４ 橋谷田　ひとみ 0247-82-5358 (17) 理事長　安瀬ちえ子 受託作業：ボールペン、シャープペン組立、洋服たたみ

管理者 0247-84-2588 20
ＮＰＯ法人

田村希望の里福祉会
自主製品：彼岸花、工芸品、米、野菜

963-4435 田村市船引町大倉字伊後田１９３－１０ 照　山　キサ子 0247-84-2588 (13) 理事長　照山　成信 受託作業：割り箸入れ、服たたみ

施設長 0247-82-5082 20
ＮＰＯ法人

あぶくまﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄ絆
自主製品：ＥＭ菌製品

963-4317 田村市船引東部台３－２６６ 佐　藤　　　剛 0247-82-5082 (14) 理事長　白石　高司 受託作業：箸袋への箸入れ、簡易部品の組み上げ、洋服たたみ等の内職

場長 0247-82-0114 40 田村市

963-4312 田村市船引町船引字北町通９５－３ 佐　藤　清　二 0247-82-0114 (26) 田村市長　本田　仁一

管理者兼生活支援員 0247-82-2909 20
特定非営利活動法人

ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ ゆうとぴあ
自主製品：食品（クッキー）、縫製品、工芸品

963-4317 田村市船引町東部台２－２８５ 菅　野　満　江 0247-82-2909 (22) 理事長　鈴木　絹江 受託作業：洋服たたみ内職

施設長 0248-62-1980 20 ＮＰＯ法人 共生かがみ

969-0402 岩瀬郡鏡石町諏訪町１番地 横　田　　　守 0248-94-2151 (17) 理事長　柳沼　安幸

施設長 0247-36-3633 25 特定非営利活動法人あづまっぺ 自主製品：彼岸花

963-6202 石川郡浅川町大字里白石字宿裏１７７－３ 緑　川　美由紀 0247-57-5553 (36) 理事長　菅野　信二 受託作業：付箋の形成、樹脂製品の筋取り、米袋

理事長 0247-55-3839 30 ＮＰＯ法人 がんばろう会

963-8201 石川郡平田村大字蓬田新田字大柏木２１９ 澤　村　秋　彦 0247-55-3839 (42) 理事長　澤村　秋彦

理事長 0247-61-6667 20 ＮＰＯ法人ほっと 自主製品：手芸品

963-3403 田村郡小野町大字小野赤沼字入木前２２ 會　田　隆　壽 0247-61-6667 (12) 理事長　會田　隆壽 受託作業：自動車部品下請

管理者 0247-62-0201 20 ＮＰＯ法人桜こまち 自主製品：竹炭工芸品、縫製品、食品（おこわ、だんご、竹炭うどん）

963-7709 田村郡三春町字小滝１７０ 遠　藤　日出子 0247-62-0201 (20) 理事長　遠藤　善幸

施設長 0247-62-8424 28 特定非営利活動法人かたつむり 自主製品：豆かりんとう、クッキー、革製品

963-7753 田村郡三春町清水２４２－１ 勝　田　とき子 0247-62-8424 (31) 理事長　小山　君子

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

15 208
いわせの家

就労継続支援Ｂ型

16 235
永遠の里

生活介護
自主製品：野菜（じゃがいも、ネギ）
受託作業：割箸の内職作業（袋入れ、取り出し作業）

園外作業：空き缶、ペットボトルの分別、リサイクル作業

17 220
自立支援センターワークショップすかがわ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：紙の工芸、糸の工芸、土の工芸

受託作業：弁当やパンケーキなどの紙製トレーの選別作業（カップはずし作業）
園外作業：老人保健施設の清掃など（役務）

18 241
きずなハウス 就労継続支援Ｂ型

生活介護

自主製品：ヨーヨーキルトを使った小物作り等、アクリルたわし、革製品の小物作り
受託作業：ワイヤーハーネス
園外作業：きのこ栽培作業

19 240
銀河工房

就労継続支援Ｂ型

20 226
就労支援センター希望の里

就労継続支援Ｂ型

21 222
就労支援センター船引

就労継続支援Ｂ型

22 221
田村市授産場 就労継続支援Ｂ型

生活保護
受託作業：輸送機械用バッテリーケーブル、ヒーター線、バンパーハーネス等加工、

　　　　　玩具組み立て等

23 211
まち子ちゃんの店 生活介護

就労継続支援Ｂ型

24 207
ライジング・サン

就労継続支援Ｂ型
自主製品：手芸品､手織り品､菓子製造販売､EMぼかし､EM活性液　※JOINTEXカタログ販売
受託作業：草刈機による除草作業

園外作業：農福連携参入予定

25 237
あづまっぺ 生活介護

就労継続支援Ｂ型

生活介護
就労継続支援Ｂ型

26 229
だんでらいおん 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：パン、菓子、惣菜、手工芸品、革製品（ペンスタンド）
受託作業：バネ整列、車の電気配線内職

園外作業：さつま芋

27 238
こまち作業所

就労継続支援Ｂ型

28 212
桜工房

就労継続支援Ｂ型

29 202
でんでんむし
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【県南地区】 （白河市・泉崎村・矢吹町・棚倉町・塙町）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

管理者 0248-21-0188 40 社会福祉法人優樹福祉会

961-0905 白河市本町２　マイタウン白河Ｂ１ 松　本　麻寿美 0248-24-5366 (34) 理事長　杉山　和巳

管理者 0248-29-8220 20 社会福祉法人優樹福祉会

961-0908 白河市大手町９－５ 松　本　麻寿美 0248-29-8426 (34) 理事長　杉山　和巳

管理者 0248-31-8215 40 社会福祉法人優樹福祉会 自主製品：手芸品（シュシュ、キーホルダー、マグネット、ピッチ、くるみボタン等）

961-0042 白河市金鈴１７－１ 深　谷　亘　弘 0248-31-8216 (45) 理事長　杉山　和巳 受託作業：ボール洗浄作業、ラベルはがし作業

管理者 0248-21-1331 20 社会福祉法人優樹福祉会 自主製品：手芸品（ピンクッション、刺し子、シュシュ、ミサンガ）

961-0011 白河市久田野前田５２－１ 深　谷　　　健 0248-21-1332 (41) 理事長　杉山　和巳 受託作業：クリーニング作業、袋作業

管理者 0248-21-8248 30 社会福祉法人 真德会 自主製品：手芸品

961-0021 白河市関辺引目橋５１－２ 宮　尾　直　木 0248-21-8247 (30) 理事長　渡部　芳德 受託作業：枕カバー、ボルトのゴム入れとプレートのクッション貼り、箱折り

理事長 0248-54-1115 10 社会福祉法人こころん 自主製品：菓子（焼菓子･冷製菓子）､加工食品（味噌、漬物）､惣菜､弁当､野菜､鶏卵

969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字下根岸９ 関　　　元　行 0248-53-3063 (14) 理事長　関　　元行

理事長 0248-24-1386 10 社会福祉法人こころん 自主製品：加工食品（餅、おこわ、弁当）※受注生産のみ

969-0074 白河市郭内１２２－２ 関　　　元　行 0248-24-1386 (6) 理事長　関　　元行

所長 0248-42-2200 20
社会福祉法人

福島県社会福祉事業団

969-0256 西白河郡矢吹町鍋内８３ 大河原　光　子 0248-42-4776 (25) 理事長　太田　健三

施設長 0248-42-3077 40
社会福祉法人

矢吹厚生事業所

969-0212 西白河郡矢吹町善郷内１４－１ 小　林　　　香 0248-21-8020 (50) 理事長　佐藤　悌二

管理者 0247-33-6689 20 特定非営利活動法人かがやき 自主製品：布製品

963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字西中居８２ 川　瀬　千　枝 0247-33-6689 (13) 理事長　七宮　広樹 受託作業：内職（紙袋折り）、他団体事務委託

管理者 0247-43-2100 20 特定非営利活動法人かがやき

963-5405 東白川郡塙町大字塙字材木町１２ 川　瀬　千　枝 0247-43-2100 (15) 理事長　七宮　広樹

施設長 0247-43-2160 25 ＮＰＯ法人ウッドピアはなわ

963-5405 東白川郡塙町大字塙字材木町１２ 田　﨑　昭　彦 0247-43-2160 (23) 理事長　藤田　伊一

自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容

305
地域生活サポートセンター エル白河

就労継続支援Ｂ型
自主製品：食品（パン）
受託作業：付箋作業、段ボール関係、ランドセル関係、電子部品関係

園外作業：施設外就労（清掃、企業内作業）

310
地域生活サポートセンター フラット白河

就労継続支援Ｂ型
自主製品：食品（干し芋）

受託作業：端子入れ、ケーブル巻き、シール貼り

園外作業：施設清掃、農園作業

オープンハウス白河
生活介護305

305
地域生活サポートセンター きらり

生活介護

2 309
食工房ひもろぎ

就労継続支援Ｂ型

1

3

302
こころん

就労継続支援Ｂ型

302
なごみの家

就労継続支援Ｂ型

自主製品：彼岸花製作(造花)
受託作業：弱電部品組立、紙袋製作

園外作業：企業での電子部品組立、公園清掃、便利屋事業（除草、不要物撤去等）

5 311
わーくる矢吹 自立訓練

就労継続支援Ｂ型

自主製品：白衣、給食衣、園児スモック、園児制服

受託作業：小袋詰め、テープ貼り、配線組立、金具組立、ゴム部品切り出し
園外作業：病院内清掃、農園作業、段ボール工場作業、工場内清掃

307
ダリア工房 生活介護

就労継続支援Ｂ型

4 306
共同作業所しらうめ

就労継続支援Ｂ型

自主製品：布製品
受託作業：内職（紙袋折り、ミシン作業）、他団体事務委託

園外作業：町・商工会よりトイレ清掃委託

7 308
障がい者就労サポートセンターウッドピアはなわ 就労継続支援Ｂ型

共同生活支援

自主製品：彼岸花造花、布製品製作

受託作業：段ボールカット、紙袋の組立、足踏みシール機による袋加工
園外作業：食品工業の清掃、コインランドリーの清掃及び機器メンテナンス

6

303
ドリーム＆ホープ 生活介護

就労継続支援Ｂ型
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【会津地区】（会津若松市・喜多方市・猪苗代町・会津坂下町・会津美里町・南会津町）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

管理者 0242-93-9422 24 特定非営利活動法人あいの里

965-0842 会津若松市門田町中野字大道東８－１ 高　橋　　　哲 0242-93-9425 (22) 理事長　佐藤　延子

サービス管理責任者 0242-75-5383 10 特定非営利活動法人あいの里

969-3461 会津若松市河東町浅山字仲田１７－２ 唐　橋　明日香 0242-75-5383 (8) 理事長　佐藤　延子

管理者 0242-23-8567 20 特定非営利活動法人ＣＨＡＮＴ

965-0005 会津若松市一箕町亀賀字郷ノ原３６２－１ 小　野　忠　浩 0242-23-8568 (38) 理事長　小野　忠浩

管理者 0242-93-7566 60 社会福祉法人 心愛会

965-0005 会津若松市一箕町亀賀字北柳原５２ 高　畑　祐　介 0242-93-7567 (106) 理事長　三瓶　英才

管理者 0242-37-0511 60 社会福祉法人 心愛会

965-0006 会津若松市一箕町鶴賀字村東９－１ 高　畑　祐　介 0242-37-0512 (120) 理事長　三瓶　英才

所長 0242-28-5212 20
特定非営利活動法人

ハッピーロード

965-0846 会津若松市幕内南町１－２３ 井　浦　治　美 0242-28-5212 (15) 理事長　菅原　敏樹

施設長 0242-58-1131 30 有限会社 ピパネット

965-0103 会津若松市真宮新町南４－７８ 杉　原　正　博 0242-58-1131 (42) 代表取締役　杉原　正博

所長 0242-29-0593 40
特定非営利活動法人

ほっとハウスやすらぎ

965-0866 会津若松市新横町１－１７ 西　川　しのぶ 0242-23-8824 (32) 理事長　星野　修三

管理者 0242-36-7801 30 社会福祉法人啓和会 自主製品：織物、印刷物、木工品、布製品

965-0102 会津若松市真宮新町北２－５０ 谷　川　昭　嘉 0242-36-7803 (37) 理事長　入澤　貴子 受託作業：トイレ清掃、梱包作業、トレイ磨き

管理者 0242-59-1900 20 社会福祉法人啓和会

965-0102 会津若松市真宮新町北２－５１ 仲　島　博　司 0242-59-1901 (27) 理事長　入澤　貴子

管理者 0242-23-8898 14 特定非営利活動法人夢あるき

965-0003 会津若松市一箕町八幡字滝沢８２－３ 滝　沢　節　子 0242-23-8898 (13) 理事長　森田まゆみ

代表取締役 0242-23-4082 10 株式会社ﾜｰｸｱｲｱｲｱ利通 受託作業：部品組立加工作業

965-0825 会津若松市門田町大字黒岩字石高241-2 眞　鍋　利　光 0242-23-4083 (10) 理事長　眞鍋　利光

所長 0241-24-2118 20 医療法人 昨雲会

966-0901 喜多方市松山町鳥見山字柳原道下4970－1 佐　藤　朝　子 0241-22-7688 (30) 理事長　飯塚　　卓

管理者 0241-23-7400 20 ＮＰＯ法人 くるりんこ

969-3537 喜多方市塩川町四奈川字上川原２６５９ 山　浦　正　人 0241-23-7401 (20) 理事長　荒川　健吉

施設長 0241-27-8282 20 特定非営利活動法人富夢富夢

969-3524 喜多方市塩川町字舘ノ内９３３－1 花　見　紀　子 0241-27-8282 (21) 理事長　花見　紀子

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

1

403
自立支援事業所 あいの里

就労継続支援Ｂ型

自主製品：裂き織り（コースター、ティッシュケース、ポーチ等）、ヤシ油石鹸

　　　　　再生紙（はがき・名刺等）、陶芸（干支置物、カップ、花瓶等）
受託作業：地元企業の下請け作業（落花生殻剥き等）

園外作業：資源物回収（紙資源、アルミ缶等）

413
自立支援事業所 くれよん

生活介護
自主製品：さをり織り（コースター、ティッシュケース、ポーチ等）

受託作業：ウエス加工
園外作業：資源物回収（アルミ缶）

2 418
ＣＯＬＯＲＦＵＬ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：生花､プリザーブドフラワー､カゴ､押花､アクセサリー､ペーパークイリング
受託作業：落花生の殻むき
園外作業：アイフルＡＭＴ店舗・清掃

3

409
障がい福祉サービス事業所 コパン 生活介護

就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

自主製品：食品（パン・焼き菓子等）、縫製品（ランチバッグ等）
受託作業：契約農家での農産物生産,花壇整備,芝生樹木管理,除草,除雪,カット野菜

園外作業：農産物生産・稲作

415
障がい福祉サービス事業所 コパン・クラージュ

就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

児童発達支援
放課後等デイサービス

自主製品：分子模型

　　　　　会津木綿小物（ボタン、ヘアゴム、シュシュ、マグネット等）

4 414
就労継続支援事業所 ハッピーロード

就労継続支援Ｂ型
自主製品：べこばうし、三本ロール、ネックレス
受託作業：㈱ダブルオーコーポレーション会津工場、(有)ニューサポート

園外作業：紙屋商店

5 416
ピーターパンデイサービスセンター 生活介護

就労継続支援Ｂ型

受託作業：赤べこ磨き・塗り作業、ところてんパッケージ作業、落花生殻剥き作業、

　　　　　菓子の委託販売（武者煎餅、武者チョコクランチ、会津ラスク）
　　　　　民芸品の委託販売（赤べことその関連製品）、ダイソー受託作業

6 422
ほっとハウスやすらぎ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：会津木綿製品（バッグ、小物等）
受託作業：菓子箱折り、食品袋入れ
園外作業：果実農家

7

421
障がい福祉サービス事業所 Mamiyaプリムローズ 就労継続支援Ｂ型

自立訓練

421
障がい福祉サービス事業所 Mamiyaつどいの家

生活介護

8 419
夢の樹

就労継続支援Ｂ型

自主製品：手芸品（手芸小物、マスク）、乾燥チップス

受託作業：木製品の仕上作業、箱折り、商品ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ貼り・包装、杭塗装、ﾄﾚｰ仕上げ作業
　　　　　ゆずペースト・ゆず味噌作り、落花生箱詰め・剥き、同線はく離等

園外作業：コンテナ洗浄、酒造企業での梱包作業、資源回収（ペットボトル・古紙）

9 423
ワークアイアイ利通

就労継続支援Ａ型

10 408
いいで工房

就労継続支援Ｂ型
自主製品：食品（パン、焼き菓子）
受託作業：豆菓子の袋詰め、ラーメンパック及び袋のラベル貼り、ピーナッツの殻むき
園外作業：高齢者施設の清掃

11 417
障がい福祉事業所 ステップボード

就労継続支援Ｂ型
受託作業：リサイクル資源分別、部品組み立て
園外作業：野菜集荷、缶プレス、不用品整理、

　　　　　発泡スチロール溶融、プラスチック破砕

12 410
ドリームハウス富夢富夢

就労継続支援Ｂ型
自主製品：織製品、再生紙製品

受託作業：ふきん製品化作業、銅線分離作業、ところてん袋詰め作業
園外作業：食品加工
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電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

所長 0241-22-0862 25
特定非営利活動法人

喜多方親の会
自主製品：野菜（葉物、じゃがいも、たまねぎ、秘伝豆、落花生　他）
　　　　　手工芸品（アクリルタワシ、布ぞうり、紙漉き製品　他）

966-0043 喜多方市字上江３６４６－１ 岩　本　義　昭 0241-22-0862 (21) 理事長　岩本　義昭 受託作業：電線剥離作業、落花生殻剥き・選別、紙紐巻袋入、箱作り

代表取締役 0242-62-2011 20 有限会社 シークエンス

969-3123 耶麻郡猪苗代町字町尻３４０－３ 大　栗　真　弓 0242-62-2031 (31) 代表取締役　大栗　真弓

統括責任者 0242-83-4413 20
特定非営利活動法人

真桜会 桜の家

969-6555 河沼郡会津坂下町字沢ノ目1761-3 菊　地　洋　子 0242-93-7001 (16) 理事長　菊地　洋子

施設長 0242-83-6255 20
ＮＰＯ法人いきいき

サポートつくしんぼ

969-6561 河沼郡会津坂下町字大道２３９２－６ 小　椋　厚　子 0242-83-6255 (20) 理事長　千葉　正年

施設長 0242-54-6689 30 特定非営利活動法人 希来里

969-6214 大沼郡会津美里町冨川字冨岡１６７ 木　村　直　仁 0242-54-6681 (25) 理事長　齊藤　喜代治

施設長 0242-93-9357 35
特定非営利活動法人

ピーターパンネットワーク

969-6262 大沼郡会津美里町字外川原甲４２６０－７ 穴　沢　明　美 0242-93-9358 (50) 理事長　久家　貞記

理事長 0241-62-6211 56 特定非営利活動法人 あたご

967-0005 南会津郡南会津町中荒井字西原４７ 渡　部　孝　二 0241-64-5012 (54) 理事長　渡部　孝二

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

13 407
ふれあいの家

就労継続支援Ｂ型

14 402
さぎそうの家

就労継続支援Ｂ型
自主製品：縫製品、食品（クッキー・パン・ラスク、ジャム、凍み餅）、工芸品

受託作業：落花生の皮むき、タオルたたみ
園外作業：クリーニング業務

15 405
自立サポートセンター桜

就労継続支援Ｂ型
受託作業：便利屋事業
受託作業：ウエス解体、季節による下請、一人暮らし老人世帯等の安否確認事業
園外作業：施設外就労、農福連携作業

16 412
共働作業所ピーターパン

就労継続支援Ｂ型
自主製品：バイオディーゼル燃料、日替わり宅配弁当、パン・ピザ・焼き菓子
受託作業：赤ベコの塗装作業

園外作業：旅館業務

17 406
あたご共同作業所 生活介護

就労継続支援Ｂ型
共同生活援助

自主製品：木製品加工（割箸・木質ﾍﾟﾚｯﾄ)、農業（大根･とうもろこし･ブルーベリー）
　　　　　食品加工（乾燥・粉末加工、ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ、ふき菓子、みそ、切干大根、打ち豆）

受託作業：乾燥、粉末加工
園外作業：施設外就労（尾瀬きのこ園清掃・整備作業）

18 401
ゆうゆうハウス

就労継続支援Ｂ型

自主製品：すわらんしょ、レースしおり、手縫い雑巾他、焼き菓子、受注による生ケーキ　他

受託作業：ヤマト運輸DM便配達、㈱なにわ本配達、小池菓子舗箱折り、

　　　　　おくや落花生からむき、黒豆茶つめ、ＩＩＥマグネット組立 等

園外作業：カトヤ種苗店、山里農園、会津ミライノ、未来工房ここぱる（にんにく定植・収穫）等

19 404
共同作業所 希来里 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：凍餅、えごまドレッシング・油、黒にんにく、農産加工品、縫製品

受託作業：布巾たたみ、落花生殻剥き、ウエス作業
園外作業：空き缶回収
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【相双地区】 （相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

所長 0244-26-4640 20
特定非営利活動法人

みんなのしあわせﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
自主製品：Tシャツ、トートバッグ、紙漉き製品、さをり織り製品

976-0042 相馬市中村一丁目８－１４　２F 佐　藤　定　広 0244-26-4641 (14) 代表理事　佐藤　定広

施設長 0244-35-5100 50 社会福祉法人スマイルワーク

976-0013 相馬市小泉字高池３４７－１ 佐　藤　博　親 0244-36-0378 (41) 理事長　佐々木政喜

所長 0244-46-2527 40 特定非営利活動法人 あさがお

979-2335 南相馬市鹿島区鹿島字上沼田120-1 森　　　桂　子 0244-46-2527 (37) 理事長　西　みよ子

施設長 0244-24-1233 50
社会福祉法人

福島県福祉事業協会
受託作業：行政清掃作業

975-0021 南相馬市原町区金沢字割田２２８ 林　　　久　子 0244-24-6786 (50) 理事長　山田莊一郎 園外作業：資源ごみ回収作業

管理者 0244-46-5834 20
特定非営利活動法人

さぽーとセンターぴあ

979-2331 南相馬市鹿島区江垂堂前４３－１ 北　畑　尚　子 0244-46-5834 (19) 代表理事　青田　由幸

所長 0244-23-4177 15
特定非営利活動法人

さぽーとセンターぴあ
自主製品：さをり製品、草木染め製品、アート製品

975-0026 南相馬市原町区上高平字中里430-2 高　野　由紀子 0244-23-4177 (17) 代表理事　青田　由幸 園外作業：資源回収

管理者 0244-22-5504 40 ＮＰＯ法人 ほっと悠

975-0006 南相馬市原町区橋本町３－３５－３ 蒔　田　孝　子 0244-22-5504 (39) 理事長　村田　純子

理事長 0244-32-1003 20
特定非営利活動法人 あさ

家
自主製品：縫製品（小物類）

979-2132 南相馬市小高区水谷字宮前８５ 杉　　　重　子 0244-32-1003 (15) 理事長　杉　 重 子 受託作業：内職（パタゴニア…ナイロンテープはがし）

施設長 0240-23-6316 40 社会福祉法人 友愛会

979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字東町２０３－１ 小　沼　貴　久 0240-23-6317 (52) 理事長　林　久美子

施設長 0240-26-0133 20 社会福祉法人希望の杜福祉会

979-0604 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂３－４０ 松　本　善　孝 0240-26-0133 (15) 理事長　菅原　　隆

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

1 507
工房もくもく

就労継続支援Ｂ型

2 509
就労支援事業所 スマイルセンター

就労継続支援Ｂ型
自主製品：廃品回収
受託作業：段ボール作業、シャープペン組立

園外作業：清掃業務、部品加工他

3 504
きぼうのあさがお

就労継続支援Ｂ型
自主製品：おこわ等弁当、パウンドケーキ等菓子、味噌、豆腐、豆乳、豆加工品

園外作業：行政委託（トイレ掃除、交流センター掃除）ハローランチ、
　　　　　ヤマトメール配達・仕分作業、エコプラザ（フレスコキクチ）

原町共生授産園
生活介護

5

501
自立研修所ビーンズ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：カフェ、さをり織り製品、シルクスクリーン、製菓製パン
受託作業：シルクスクリーン、下請け縫製

園外作業：資源回収、委託清掃

503
自立研修所えんどう豆

就労継続支援Ｂ型

6 505
就労支援センター ほっと悠Ｍｓ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：弁当
受託作業：高齢者へのお弁当配達、内職、清掃

園外作業：資源回収、メール便配達、清掃

8 506
ワークセンターさくら 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：こんにゃく製品（糸こん、板こん、玉こん、さしみこんにゃく、ラーメン等）
　　　　　加工味噌（柚子・スタミナ・ネギ・なんばん）
受託作業：内職（肥料袋作り）、清掃業務

9 502
ふたばの里

就労継続支援Ｂ型
自主製品：小物
受託作業：自動車部品組み立て、手拭い包装

園外作業：資源回収、老人ホームリネン交換・清掃、除草作業

510

7 513
あさ家

就労継続支援Ｂ型

4
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【いわき地区】（いわき市）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

管理者 0246-35-5789 18 社会福祉法人希望の杜福祉会 自主製品：ドーナツ、きらず揚げ、クッキー等

970-8026 いわき市平字北目町３９－１０ 石　山　紀美江 0246-35-5785 (27) 理事長　菅原　　隆 受託作業：ワイヤークランプ

管理者 0246-84-9080 10 社会福祉法人希望の杜福祉会 自主製品：ドーナツ等

970-8026 いわき市平字大工町１１－９ 石　山　紀美江 0246-84-9081 (15) 理事長　菅原　　隆

管理者 0246-37-8517 20 社会福祉法人希望の杜福祉会 自主製品：弁当、惣菜

970-8026 いわき市平字北目町１３１－２       大　石　優　子 0246-37-8532 (30) 理事長　菅原　　隆

施設長 0246-25-5605 40 社会福祉法人希望の杜福祉会 自主製品：弁当

970-8026 いわき市平字北目町３９－１０ 添　田　幸　男 0246-25-5608 (65) 理事長　菅原　　隆 受託作業：輪ゴム、製袋

管理者 0246-38-6777 30 社会福祉法人希望の杜福祉会 自主製品：ふくろうストラップ

970-0222 いわき市平字沼の内諏訪原２－５－７ 吉　田　由紀江 0246-38-6777 (45) 理事長　菅原　　隆 受託作業：シール貼り、箱折り作業、封入作業

管理者 0246-43-4445 70 社会福祉法人 育成会 自主製品：食品製造（パン、菓子、納豆）

972-8312 いわき市常磐下船尾町東作５１ 佐　藤　みさ江 0246-44-4802 (79) 理事長　高村トミ子 受託作業：防虫財の袋詰め

管理者 0246-75-0202 20 社会福祉法人 育成会 自主製品：雑貨石鹸、ＥＭ関係製品（活性液・ぼかし）

971-8184 いわき市泉町黒須野字早稲田217-1 櫛　田　守　幸 0246-56-0039 (26) 理事長　高村トミ子 受託作業：弱電関係作業、ＤＭ封入作業、清掃作業、その他

場長 0246-26-2485 60 いわき市 受託作業：防虫剤箱詰め、段ボール仕切り組立、緑地帯清掃、月刊誌封入封緘等

973-8403 いわき市内郷綴町大木下１８ 草　野　浩　一 0246-26-2482 (20) いわき市長　清水　敏男

所長 0246-84-7930 40
社会福祉法人

いわき福音協会

970-1151 いわき市好間町下好間大館１７３－１ 松　﨑　広　光 0246-84-7931 (43) 理事長　藁谷　健一

代表取締役 0246-85-5011 20 株式会社生涯就労支援センター 受託作業：ボールペンの組立

972-8316 いわき市常磐西郷町銭田104-10 ＫＳビル２Ａ 長谷川　若　菜 0246-85-5044 (20) 代表取締役　長谷川若菜

管理者 0246-26-7720 26 特定非営利活動法人常磐福祉会 受託作業：段ボール梱包､自動車部品組立､服飾部材加工、季節製品製作

973-8404 いわき市内郷内町水之出１４ 河　原　哲　也 0246-84-7633 (25) 理事長　河原美奈子 園外作業：工場内での段ボール梱包・組立、製袋

所長 0246-84-7102 30
特定非営利活動法人

なこそ授産所

974-8252 いわき市仁井田町寺前９－１ 高　村　トミ子 0246-84-7103 (32) 理事長　高村トミ子

所長 0246-63-3352 30
認定特定非営利活動法人

なこそ授産所

974-8232 いわき市錦町重殿１５ 高　村　トミ子 0246-68-7084 (32) 理事長　高村トミ子

代表社員 0246-51-6033 20 サクラゼンセン合同会社

973-8402 いわき市内郷御厩町3丁目75-6 根　本　正　嗣 0246-51-7292 (16) 代 表　根本　正嗣

所長 0246-68-6307 20
特定非営利活動法人 いわき
ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

972-8321 いわき市常磐湯本町天王崎１－１５１ 小　柳　湖津江 0246-68-8071 (20) 理事長　小柳湖津江

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

1

606
あとりえ北山

就労継続支援Ｂ型

622
杜のどーなつ

就労継続支援Ｂ型

607
工房けやき

就労継続支援Ｂ型

621
けやき共同作業所

就労継続支援Ｂ型

628
きぼうの里

就労継続支援Ｂ型

2 602
いわき学園 生活介護

就労継続支援Ｂ型

3 613
いわき希望の園（ゆにば）

就労継続支援Ｂ型

4 614
いわき市内郷授産場 基準該当

就労継続支援Ｂ型

5 618
福祉サービス事業所 かがやき

就労継続支援Ｂ型
自主製品：花、野菜・米の生産・販売、雑貨小物の生産・販売
受託作業：輪ゴムの箱詰め

園外作業：福祉施設清掃、公園清掃、公園の花壇管理

6 625
株式会社 生涯就労支援センター

就労継続支援Ａ型

7 605
じょうばん福祉作業所 生活介護

就労継続支援Ｂ型

8

603
自立生活きらきら 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：しあわせみそ製造・販売

受託作業：エステー（包装作業）ルミカ（シール貼り）、干し芋袋詰め
園外作業：便利屋作業、農作業、にんにくバラシ作業

603
なこそ授産所 生活介護

就労継続支援Ｂ型

自主製品：しあわせみそ製造・販売
受託作業：エステー（包装作業）ルミカ（シール貼り）、干し芋袋詰め
園外作業：便利屋作業、農作業、にんにくバラシ作業

9 629
Ｄｏ－ﾄﾞｩ－福祉サービス事業所

就労継続支援Ｂ型
自主製品：アートフラワー、ハーバリウム、
　　　　　手作り小物（キューブ型メモスタンド・スタイ・くるみボタン）

受託作業：自動車関連

10 604
綴町就労支援センター

就労継続支援Ｂ型
自主製品：縫製品

受託作業：いわき市からのハッピーアロハウエディング記念品製作、DM封入り封緘作業
園外作業：段ボール製品、緩衝材の下請作業

- 12 -



【いわき地区】（いわき市）

電話 定員数 設置主体
FAX (利用者数) 〈経営主体〉

所長 0246-32-5533 20
特定非営利活動法人

わいわい作業所

979-0201 いわき市四倉町字東2丁目116-2 戸　田　サダ子 0246-68-7273 (21) 代表理事　猪狩　正江

管理者 0246-34-2895 30 社会福祉法人みどりのかぜ 受託作業：いわき市からの婚姻記念品製造受託

979-0205 いわき市四倉町大森字民野町４５ 鈴　木　繁　生 0246-34-2898 (36) 理事長　鈴木　繁生 園外作業：ラウンジミュー（売店）での一般商品・授産品の販売

管理者 0246-73-0111 36 社会福祉法人 誠心会 自主製品：パン、シュークリーム、クッキー

971-8162 いわき市小名浜花畑町１９－１０ 木　村　　　大 0246-73-0112 (29) 理事長　松﨑　有一 受託作業：段ボール作業

管理者 0246-73-2077 10 社会福祉法人 誠心会 自主製品：製麺

971-8161 いわき市小名浜諏訪町１－１０ 木　村　　　大 0246-73-2078 (11) 理事長　松﨑　有一

管理者 0246-77-2033 10 社会福祉法人 誠心会 自主製品：食堂経営、弁当（配達）

974-8212 いわき市東田町２－１１－７ 木　村　　　大 0246-77-2033 (9) 理事長　松﨑　有一

施設長 0246-89-3400 40 社会福祉法人 誠心会

972-0252 いわき市遠野町上根本字白坂384-1 櫛　田　節　子 0246-89-3454 (40) 理事長　松﨑　有一

理事長 0246-51-5340 20 特定非営利活動法人 福祉協会

973-8403 いわき市内郷綴町金谷19-15吉田店舗ﾋﾞﾙ1F2号室 櫻　田　英　夫 0246-51-9761 (20) 理事長　櫻田　英夫

管理者 0246-88-7689 20 社会福祉法人 育成会

974-8242 いわき市南台１－２０－１０ 馬　上　政　彦 0246-88-7698 (10) 理事長　高村トミ子

管理者 0246-84-6200 20
ＮＰＯ法人

みどりの杜福祉会
自主製品：日替り弁当、手作りジャム、ワインの販売

970-8025 いわき市平南白土２－１－５ 今　野　宏　美 0246-35-0016 (16) 理事長　今野　　隆

理事長 0246-34-5631 24
特定非営利活動法人

ワークハウスいわき

970-0101 いわき市平下神谷字内宿６４－１ 久　野　欽　司 0246-34-5631 (25) 理事長　久野　欽司

理事長 0246-52-2522 20
特定非営利活動法人

ワークショップあいあい

971-8101 いわき市小名浜字下町８ 豊　田　節　子 0246-88-6101 (14) 理事長　豊田　節子

№ コード
事業所名 代表者職名

サービス内容 自主製品・受託作業・園外作業
住　　所 代表者氏名

11 616
ななえ

就労継続支援Ｂ型
自主製品：ガラス小物

受託作業：ボールペンの組立作業
園外作業：草刈、除草作業

12 617
生活介護事業所 のはら

生活介護

虹のかけはし 就労継続支援Ｂ型
就労移行支援

610
ワークセンターしおさい

就労継続支援Ｂ型

610
天真庵

就労継続支援Ｂ型

自主製品：革製品、パラコードアクセサリー、樹脂アクセサリー

受託作業：お菓子、キャンドル、手作り石鹸等の受託販売
園外作業：環境整備、農地整備（農福連携）

612
ふじみの園

生活介護

14 626
福祉協会

就労継続支援Ａ型

13

610

就労継続支援Ｂ型

17 615
ワークハウスいわき

就労継続支援Ｂ型

受託作業：金属部品の加工・組立、車両パーツ作り、封入作業
　　　　　業務用洗剤の蓋作り・部品の潤滑剤塗り

園外作業：道路・企業等の除草、倉庫整備、車輌清掃等

15 627
みなみテラス 就労継続支援Ｂ型

就労移行支援

受託作業：自動車の電球の点灯検査、化粧品箱折、ゴム巻き
　　　　　バッテリー栓の組立、モーターの組み立て

18 619
ワークショップあいあい

就労継続支援Ｂ型
自主製品：古着を再利用し工業用ウエス製造

受託作業：カラーボール４０００個洗浄（１ヶ月毎）
園外作業：ウエス材料の古着選別

16 623
就労支援センター 未来工房
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お 願 い

１　この名簿は、本会が行った４月１日現在の基礎調査を基に作成しました。

　　記載事項に誤りがございましたらお知らせください。

２　この名簿の記載事項に変更が生じた場合は、その都度お知らせ願います。

〒960-8012 福島市御山町８番３０号

　　　　　 福島県保健衛生合同庁舎４階

ＴＥＬ　０２４－５６３－１２２８ 

ＦＡＸ　０２４－５６３－１２３４ 
Ｅ-mail　info@f-jusan.jp
http://www.f-jusan.jp


