
 

 

 

 

 

この資料は、主に坂井市にお住いの障がい者が働いている施設および 

その施設で提供している物品等について紹介しているものです。 
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坂井市市民福祉部社会福祉課（令和２年９月１日作成） 

提供できる 
物品･役務 
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障がい者就労施設等で製作している物品・ 

提供している役務（サービス）のご紹介 
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事業所名 一般社団法人 クリクラ北陸 

所在地 
〒910-0303 

坂井市丸岡町猪爪 6-23 

TEL 

FAX 
0776-66-0881 

事業所 

の紹介 

平成 27 年開設、就労継続支援Ａ型事業所です。主に請負作業をメ

インに活動しております。昨年から内職等の作業も増え、細かな作

業についても取り組んでいます。 

物品・ 

役務名 
内職作業 

内容説明 

納期等：要相談 

出荷可能量等：要相談 

金額           要相談 

その他（アピールポイント等） 

・細かな作業から、少し重いものを扱う作業まで、幅広く対応可能です。 



 

- 2 - 
 

事業所名 株式会社 創祉 就労継続支援事業所 つくしクラブ 

所在地 
〒910-0367 

坂井市丸岡町羽崎４－８－１ 

TEL 

FAX 

0776-67-7727 

0776-67-7726 

事業所 

の紹介 

令和元年に開所した就労継続支援事業所（B型）です。発泡スチロー

ルの再生事業を中心に請負作業も行っております。 

物品・ 

役務名 
発泡スチロールの再生、その他請負作業 

内容説明 

電気店等から持ち込まれた発泡スチロールをきれいにして機械に投入しインゴ

ットと呼ばれる有価物を作る仕事をしています。インゴットは業者が引き取り

リサイクルします。その他、福井市、坂井市、あわら市の企業様のご協力のも

と請負作業を行っています。（ズボンのウエスト部分にヒモを通す作業、段ボー

ル製品の作成等） 

金額 ご相談の上、決定します。 

その他（アピールポイント等） 

・仕事は丁寧かつ正確に行い納期も守ります。 

・単発でも長期でも承ります。 

・作業の内容は上記以外にも多様なご要望にお応えしたいと思っております。 
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事業所名 
社会福祉法人 かすみが丘学園 

就労支援センター ワークかすみ 

所在地 
〒910-0212 

坂井市丸岡町赤坂 1-3-1 

TEL 

FAX 

0776-67-3766 

0776-67-3760 

 

事業所 

の紹介 

当事業所では、利用者の方々が各工程に携わり、手作業で心を込めて

制作しております。たくさんの人に当事業所の製品を知っていただき、

手に取っていただけるよう日々頑張っています!!! 

物品・ 

役務名 
Ｔシャツプリント・布製品プリント(エコバック・タオル等) 

内容説明 

納 期：３週間(急ぎなどは要相談) 

可能枚数：要相談 

金額  要相談(製品によって異なる為)             

その他（アピールポイント等） 

シルクスクリーンを使用し、Ｔシャツ等にプリントしています。 

少ない枚数から大量注文までお引き受けいたします。 

イベントや各団体のスタッフＴシャツ、個人的なプレゼント等にもご利用くださ

い。 
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事業所名 社会福祉法人 かすみが丘学園 就労支援センター ワークかすみ 

所在地 
〒910-0212 

坂井市丸岡町赤坂 1-3-1 

TEL 

FAX 

0776-67-3766 

0776-67-3760 

 

事業所 

の紹介 

当事業所では、利用者の方々が各工程に携わり、手作業で心を込めて

制作しております。たくさんの人に当事業所の製品を知っていただ

き、手に取っていただけるよう日々頑張っています!!! 

物品・ 

役務名 
カレンダー製品 3 種(月めくり・ＭＩＮＩ・卓上) 

内容説明 

販売時期：9 月中旬～12 月中旬 

販売部数：要相談 

金額 

・月めくりカレンダー   1 部 1,100 円 

・ＭＩＮＩカレンダー   1 部  700 円 

・卓上カレンダー     1 部  500 円          

その他（アピールポイント等） 

利用者の方の絵や文字を版画にしてデザインしています。 

 

○月めくりカレンダー 

 越前和紙を使用したカレンダーです。 

 1 枚 1 枚手刷りで版画を刷り、心を込めて仕上げています。 

 縦 55ｃｍ×横 3３ｃｍ、壁掛け式のカレンダーになっております。 

 書き込みはしにくいですが、観賞用として和室や客間などにいかがですか？ 
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○ＭＩＮＩカレンダー 

 越前和紙を使用したカレンダーです。 

 1 枚 1 枚手刷りで刷り、心を込めて仕上げています。 

 縦 42 センチ×横 15 センチ、壁掛け式のカレンダーになっております。 

 書き込みができるタイプのカレンダーになっております。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○卓上カレンダー 

 Ａ５サイズのカレンダーで、壁掛け、卓上にもなりますので、デスクなど場

所を選ばず飾ることが出来ます。 
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事業所名 社会福祉法人 かすみが丘学園 就労支援センター ワークかすみ 

所在地 
〒910-0212 

坂井市丸岡町赤坂 1-3-1 

TEL 

FAX 

0776-67-3766 

0776-67-3760 

 

事業所 

の紹介 

当事業所では、利用者の方々が各工程に携わり、手作業で心を込め

て制作しております。たくさんの人に当事業所の製品を知っていた

だき、手に取っていただけるよう日々頑張っています!!! 

清掃等に関しても一生懸命取り組みます!!! 物品・ 

役務名 
清掃・軽作業等 

内容説明 

○公園や公共施設の掃除、ゴミ収集など 

○公共施設等のトイレ清掃など 

○公用車等の洗車 

など、お引き受けします。 

金額 要相談 

その他（アピールポイント等） 

公共施設や公園、トイレなどの掃除、ゴミ収集を行います。 

具体的な業務に関しては要相談させていただきます。 
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事業所名 社会福祉法人 かすみが丘学園 就労支援センター ワークかすみ 

所在地 
〒910-0212 

坂井市丸岡町赤坂 1-3-1 

TEL 

FAX 

0776-67-3766 

0776-67-3760 

事業所 

の紹介 

当事業所では、利用者の方々が各工程に携わり、手作業で心を込め

て制作しております。たくさんの人に当事業所の製品を知っていた

だき、手に取っていただけるよう日々頑張っています!!! 

物品・ 

役務名 
和紙製品(ポチ袋・便箋・ハガキなど) 

内容説明 

納期・枚数：要相談 

金額 100 円～ [製品により価格が違います]              

その他（アピールポイント等） 

越前和紙を使用して和紙製品を制作しております。 

消しゴムはんこを和紙に押してデザインしたもので、いろんな用途にご使用い

ただけると思います。 
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事業所

名 
社会福祉法人 かすみが丘学園 就労支援センター ワークかすみ 

所在地 
〒910-0212 

坂井市丸岡町赤坂 1-3-1 

TEL 

FAX 

0776-67-3766 

0776-67-3760 

 

事業所 

の紹介 

当事業所では、利用者の方々が各工程に携わり、手作業で心を込めて

制作しております。たくさんの人に当事業所の製品を知っていただ

き、手に取っていただけるよう日々頑張っています!!! 

清掃等に関しても一生懸命取り組みます!!! 物品・ 

役務名 
各種 のぼり旗 作成 

内容説明 

 様々なイベントや、告知等で使用される、のぼり旗や、横断幕の作成 

 印刷デザインの入稿が必要となります（Ai データ） 

 デザイン制作も承ります（別途費用） 

 納期（デザイン確定及び、ご発注後、約 10 営業日） 

金額 応相談【製作物（のぼり等）・制作枚数・デザイン制作により変動】 

その他（アピールポイント等） 

 
※上記以外にも、各種サイズ、デザインがございます。 
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事業所名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会 希望園 

所在地 
〒913-0031 

坂井市三国町新保 42-2-7 

TEL 

FAX 

0776-82-2365 

0776-82-2664 

事業所 

の紹介 

一人ひとりの得意なところを活かした就労支援に取り組む「就労継

続支援 B 型事業」に加え、障害が重くてもお仕事を希望される方の

ご要望にお答えできるよう「生活介護事業」を実施しております。 

ます。 物品・ 

役務名 

①ふきん、②石けん、③消しゴムハンコポチ袋、④マスクケース、

⑤米ぬか温シップ 

内容説明 

納 期 等：一ヶ月前にご注文いただけると対応できます。 

出荷可能数：①ふきん（300 枚）※大量注文可 

      ②石けん（50 袋） 

      ③消しゴムハンコポチ袋（5 枚入 200 セット）※大量注文可 

      ④マスクケース（300 枚）※大量注文可 

      ⑤米ぬか温シップ（30 ヶ） 

金額 
①ふきん 130円、②石けん 130 円、③消しゴムハンコポチ袋 300円 

④マスクケース 150円、⑤米ぬか温シップ 1,000 円 

その他（アピールポイント等） 

消しゴムハンコで作成するポチ袋は、各会社のロゴや各団体のシンボルマーク

などを特注で作成し、商品として販売することも可能ですので、お気軽にご相

談ください。 

 

（注）消しゴムはんこ自体の販売は行なっておりませんのでご了承下さい。 
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事業所名 ＮＰＯ法人 スマイルネットワークさかい スマイル農園 

所在地 
〒919-0574 

坂井市坂井町大味 115-14 

TEL 

FAX 

0776-72-1586 

0776-72-1587 

事業所 

の紹介 

以下の３本を柱として利用者へ働くことを通しての学び、考え、成

長を継続します。 

①農園事業 

主に梨園、露地栽培での野菜作り、販売しております。また、そ

れらを活かしてピザの具材としても活用します。 

②自主商品事業 

自家製の旬の食材にこだわった安全・安心のスマイルピッツァを

製造販売します。 

③受託事業 

地元企業様よりご協力を頂き、障がいを持つ人でもしっかり取り

組める作業を受託しております。 

 

物品・ 

役務名 

ポプリ 
  

ハーブ入りティシュケース 

カード入れ  〃 
 

デコピンチ  大 
 

デコピンチ  小 
 

ハーブミスト 
  

内容説明 

納 期 等：必要数量に応じ、対応致します。 

出荷可能量等：必要数量に応じ、ご連絡いただけますようお願いします。 

金額 お問合せ下さい 
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事業所名 社会福祉法人 しいのみ共生会 はんだか就労支援事業所 

所在地 
〒910-0242 

坂井市丸岡町西里丸岡 15-19 

TEL 

FAX 

0776-68-1316 

0776-68-1316 

事業所 

の紹介 

「わたしたちもまちの中で生きたい」という地域との共生を目指し、生活

の自立、就労の機会、余暇の充実など利用者一人一人に合った支援を、充

実したサービス中から提供していきます。 

ております。 
物品・ 

役務名 

・自主製品（野菜せんべい、揚げてないかきもち、玄米粉 100％菓子）・マッ

ト編み、帯製品製作、内職、軽作業、公園の清掃管理、公共トイレの清掃 

内容説明 

生産量：野菜せんべい（140 袋/日、2,100 袋/月） 

  かきもち（80 袋/日、640 袋/月）玄米菓子（40 袋/日※生産する種類により変動） 

仕 事：近隣の公園の清掃・草むしり等の整備、保冷材の洗浄、カーテンフックの組立・袋の

紐通しなどの軽作業、靴下の輪っかで編むマット編み・帯小物の製作 

金額 

〇せんべい、かきもち：100 円（税抜）／袋 ※セット販売も有り 

〇玄米菓子：120 円～／袋 ※セット販売も有り 

〇マット、帯小物：100 円～／個 

〇外作業：請負、委託料などご相談に応じます 

その他（アピールポイント等） 

【野菜せんべい】 

福井県産コシヒカリを自家製粉し、米粉 100％、無着色無添加にこだわった口あたりの軽いせん

べい。野菜パウダーでカラフルに色付けし、子供にも食べて頂ける一品。味は、きな粉、生姜、おか

ら、かぼちゃ、トマト、紫芋、よもぎの 7 種類を用意。数量限定で販売を行う明太子味もあり。 

【揚げてないかきもち】 

福井県産のもち米を使用し、油を使わずカリッと食べれるかきもち。塩にもこだわり、飽きのこな

いまろやかな優しい味に仕上がっている。味は、こんぶ、ごま、玄米を用意。 

【玄米粉 100％菓子】 

福井のシンボル恐竜と福井県産コシヒカリと玄米を融合させた体に優しいミネラルたっぷりのお

菓子。恐竜の焼印が特徴のせんべい（恐竜のタマゴ）、ポリポリと固く仕上げ

たハードワッフル（恐竜のほね）、サクッとフワッと口どけの良いボーロ（恐

竜のうんち）のユニークな 3 種類を用意。 

 

愛情込めて、一生懸命、製造&作業しています！HP も更新中！ 
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事業所名 社会福祉法人 慶長会 障害者就労支援事業所「つづきの家」」 

所在地 
〒910-0375 

坂井市丸岡町南横地 10-44 

TEL 

FAX 

0776-66-6776 

0776-66-6799 

事業所 

の紹介 

当事業所は、主としてエル・ローズグループの業務を受託しており、

お客様へのダイレクトメールや情報冊子の作成なども行っていま

す。 

物品・ 

役務名 
ダイレクトメールや情報冊子の作成など 

内容説明 

おお客様へお送りする大切な郵便物等を、ご指示頂く内容にて大切に封入致し

ます。短い納期の業務も対応可能です。 

金額 
ご要望に応じ、ご相談させて頂きます。 

参考）＠6（冊子 4 冊をファイリングする） 

その他（アピールポイント等） 

今までの実績として、情報冊子の作成やダイレクトメールの封入作業など様々 

な業務を行っております。 
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事業所名 社会福祉法人 慶長会 障害者就労支援事業所「つづきの家」」 

所在地 
〒910-0375 

坂井市丸岡町南横地 10-44 

TEL 

FAX 

0776-66-6776 

0776-66-6799 

事業所 

の紹介 

当事業所は、主としてエル・ローズグループからの業務を受託して

おり、「芝政ワールド」などアミューズメントパーク等における環

境整備を行っています。 

物品・ 

役務名 
環境整備 

内容説明 

お剪定・草刈り・除草剤散布・側溝清掃など各種清掃を行います。 

金額 ご要望に応じ、ご相談させて頂きます。 

その他（アピールポイント等） 

今までの実績として、アミューズメントパーク、老人福祉施設、保育園、企業

内での環境整備を行っており、納期、質、価格など顧客の多様化するご要望に

お応えしております。 
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事業所名 ＮＰＯ法人 自立支援センター はあとスマイル春江 

所在地 
〒919-0463 

坂井市春江町江留上昭和2-28 

TEL 

FAX 

0776-51-5166 

0776-58-2522 

事業所 

の紹介 

重度の知的障害の方が多いため、利用者が製品作りに携われるのは、 

ごく一部の工程ですが、週に 1 回、1 時間ほどの制作時間に与えら 

れた作業をコツコツと取り組んでいます。 

物品・ 

役務名 

紙パックを再利用して作成したハガキ、メッセージカード 

コースター 

内容説明 

・納期を定めて注文を受けることはできません。 

・施設販売のみです。 

・一度に大量の注文は受付けておりません（最大 10 個まで） 

金額 
ハガキ（1枚入り）50円 （3枚入り）150円 

メッセージカード、コースター 1枚50円 

その他（アピールポイント等） 

紙パックを再利用し、紙すきをしてハガキ、メッセージカード、コースターに

する紙を作成しています。オリジナルの配色でカラフルな製品が多いのも特徴

です。 

・季節のハガキや年賀状もあります。 

・メッセージカード、コースターは2種類ずつあります。 
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事業所名 ＮＰＯ法人 ピアファーム 

所在地 
〒910-4103 

あわら市二面 45-19-1 

TEL 

FAX 

0776-77-2930 

0776-77-2931 

事業所 

の紹介 

あわら市で農業に特化した事業所として活動をしており、果樹を始め露地

野菜を生産し、直売所とスーパーの 2 か所の販売店を運営しております。

青果物等のご注文の際にはぜひ、ピアファームをお使いください。 

物品・ 

役務名 
別紙のとおり 

内容説明 

納 期 等：受注から 2～3 日 

出荷可能量等：別紙のとおり 

金額           要連絡 

その他（アピールポイント等） 

梨やブドウの栽培に関しては、講習や研修にも積極的に参加し、より良い商

品を出荷できるように品質の向上に努めています。 

 また、地元で採れた新鮮な野菜や果物を中心に販売している直売所やスーパ

ーも近隣の方々からのご愛顧を頂き、併せて販売させて頂いている惣菜、お弁

当も好評を頂いております。 

 ピアファームでお力になれることがあれば、何なりとお申し付け頂けると幸

いです。 

 どうぞよろしくお願い致します。 
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事業所名 社会福祉法人 ハスの実の家 わくわくワーク パン工房 

所在地 
〒919-0621 

あわら市市姫 1-608-2 

TEL 

FAX 

０７７６-７３－７３００ 

０７７６-７３－７３０１ 

事業所 

の紹介 

天然酵母、国産小麦にこだわった ママが喜ぶ 安心 安全なパンを作

っています。 

物品・ 

役務名 
天然酵母、国産小麦にこだわったパン 

内容説明 

天然酵母、国産小麦パン 

納 期：3日間 

最大提供可能量：50個／日 

賞 味 期 限：２～４日（製造日を含む） 

金額 
〇玄米パン  450 円  〇田舎パン  420 円 

〇ライ麦パン 420 円  〇菓子パン  150 円 

その他（アピールポイント等） 

星野の天然酵母使用、北海道産小麦粉のパンです。 

特に、小麦粉、塩だけのシンプルなパンは、天然酵母だから出せる味です。 

アトピーの人にお勧めです。 

菓子パンの内容 （賞味期限 2 日） 

・よもぎあんパン 

・とみつ金時あんパン 

・かぼちゃあんパン 

・メロンパン 

・チ―ズパン 
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事業所名 株式会社 農楽里 

所在地 
〒919-0601 

あわら市山室７２字１０１ 

TEL 

FAX 
0776-63-6317 

事業所 

の紹介 

・平成２５年に、農業生産活動を通じて、障害者の就労支援に取り

組むとしてＡ型事業所を開設。具体的な取り組みとして、あわら

市特産の「越前柿」の生産と、あわら農楽フアーム（農業生産法

人）の農業生産業務の受託作業を両輪として事業に取り組んでい

る。 

 

 

・  

物品・ 

役務名 
・米（玄米、精米） 

内容説明 

納 期 等：米（玄米・精米）は、あわら産で１年間低温保管し、品種は、

コシヒカリ（特別栽培米）、ハナエチゼンを通年販売しています。 

出荷可能量等：年間６０トン販売可能で、相談・注文いただき納品します。 

金額 お問合せ下さい 
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事業所名 
社会福祉法人 コミュニティーネットワークふくい 

あわら事業所 

所在地 
919-0601 

あわら市山室 72-98 

TEL 

FAX 

0776-73-1040 

0776-73-1013 

事業所 

の紹介 

当事業所は、空缶・ペットボトルの分別・減容作業、自家製軍手の

製造・販売及び、仕入れ軍手・ウエスの販売を中心とした就労継続

支援A型・B型事業を、その他、生活介護を行っています。利用者の

ニーズに合わせたサービスの提供を行うとともに、就労事業では、

利用者が中心となる作業環境の構築に取り組んでいます。 

物品・ 

役務名 

〇国産軍手（高級） 

〇国産軍手（特 B） 

内容説明 

〇高級：特紡糸 2 本編み 

〇特 B：特紡糸・ウーリー糸（ポリエステル）使用 

金額 

〇高級：1 ダース 12 双入 440 円/10 ダース 4,400 円（税抜） 

〇特Ｂ：1 ダース 12 双入 360 円/10 ダース 3,600 円（税抜） 

※ご注文（ロット）は 30 ダースからになります。（配達可） 

その他（アピールポイント等） 

○当事業所にて原料仕入れ、製造をしている軍手です。 

 利用者が一つ一つ出来上がりを確認・検品し、製品化しています。 

○高級軍手は『特紡糸』と言われる主糸を 2 本使用し、しっかりとした質感と

肌触りのよい軍手です。網目の隙間も小さく、細かい粒状の物も通しにくい

ので、一般作業、園芸作業、現場作業に向いています。程よい厚みが手を汚

れや危険から保護します。 

  

      1 ダース 12 双         10 ダース 
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○特 B 軍手は『特紡糸』と水着などにも使用されている『ウーリー糸』という

非常に伸縮性を持った糸を独自の配合率で編み込んだ軍手です。当事業所製

造の【高級】とは違い特紡糸を 1 本にする事でコストを下げつつ、伸縮性と

丈夫さを兼ね備え、肌触りもよいものに仕上げました。柔らかさがあるため、

長時間使用しても疲れにくいという長所もあります。 

   

      1 ダース 12 双          10 ダース 

 

○以下の商品も取り扱っておりますので、お問い合わせください。 

【純綿軍手】 ／ 熱に強く綿 100% 

 【特用滑り止め付軍手】 ／ 黄色つぶ滑り止め付 

 【スムス布手袋】 ／ 精密作業、静電防止等に利用 

 【カラー軍手】 ／ 色付き糸で編んだ軍手（女性・子供に大人気） 

 【サイズ別軍手】 ／ 女性用や子供用、幼児用など（受注生産・限定品） 

 【タオル】 ／ 粗品用に！プリント付きタオルも可 

 【プリント付き軍手】 ／ スローガンや安全標語など（型代別途） 

○ウエスも販売しております。（少量サンプルご準備しております。） 

製品仕上げ、油汚れ取り、拭きとり仕上げなど現場での用途いろいろ。繊維

くずを付けたくない、きれいに脂分や水分をふき取りたい、油汚れや黒ずみ汚

れをふき取りたいなど。 

【タオルウエス】【シーツウエス】【メリヤスウエス】【ジャージウエス】と言

った用途や場面にあった使い方が出来るウエスを各種用意しております。 

kg（キロ）単位で販売・ご準備しておりますので、お問い合わせください。 

 

◆お届けにつきましては発送、またはルート配送にて対応しております。ご注

文後、お届けまでに 2 日～7 日ほど頂戴しております。また、大量に必要な場

合、ご相談させて頂きます。 
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事業所名 社会福祉法人 六条厚生会  コミュニティーまるおか 

所在地 
910-0242 

坂井市丸岡町西里丸岡 4-38 

TEL 

FAX 

0776-66-2244 

0776-66-2248 

事業所 

の紹介 

当事業所では、利用者の方の「働きたい」思いを大切にし、作業を

通して一人一人のもっている力を伸ばしていきます。内職作業を中

心に、外部の掃除も行っております。 

物品・ 

役務名 
内職作業 

内容説明 

封入れ、チラシ折り込み、ホッチキス、シール貼り、箱折りやカタログ製本な

ど、いろいろな内職作業を請け負います。 

金額 ご要望に応じて相談させていただきます。 

その他（アピールポイント等） 

・一つ一つ丁寧にさせていただき、納期を守ります。 

・短期や単発の仕事でも受けさせていただきます。 

・法人内に同一事業を行っている事業所が複数ありますので、大口の要望にも

お応え致します。 

 


