
参考：施設一覧

運営法人名 施設名（事業所名） 事業所所在地 問い合わせ先（TEL）

NPO法人　自立生活支援センター富山 富山生きる場センター 富山市今泉312番地 076-491-3385

有限会社　斉藤商店　 斉藤商店おやべ 小矢部市平田3118 0766-69-8181

NPO法人　すずかぜ工房 すずかぜ工房 富山市城村147番地3 076-481-7323

社会福祉法人　セーナー苑 やまびこの丘・こだまの丘 富山市坂本3110番地 076-467-0679

社会福祉法人　富山市社会福祉協議会 アミティ工房 富山市蜷川15番地 076-428-0380

社会福祉法人　富山市社会福祉協議会 ガラス工芸共同作業所 富山市蜷川15番地 076-428-0380

NPO法人　自立生活支援センター富山 富山生きる場センター 富山市今泉312番地 076-491-3385

ＮＰＯ法人　あすなろ滑川 あすなろ滑川 滑川市野町1656 076-475-8095

一般社団法人　eiki social work コラーレ富山 富山市新庄本町三丁目1-13 076-452-3899

株式会社 ハニービー self-Aハニービー環水公園前 富山市湊入船町3番30号　KNB入船別館2F 076-444-6677

株式会社オレンジ 就労支援A型　オレンジワークス 富山市四ツ葉町22-23 076-441-5560

株式会社綜合キャリアトラスト SAKURA富山センター 富山市桜橋通り1-18北日本桜橋ビル 076-442-2550

社会福祉法人　小さな幸せの家 きらら就労継続支援Ｂ型 富山市城川原三丁目6-19 076-411-9666

社会福祉法人　にいかわ苑 ハートフィールド 下新川郡朝日町南保72－1 0765-83-1736

社会福祉法人　新川会 四ツ葉園 中新川郡上市町稗田１－３２ 076-472-1118

社会福祉法人　白皇山保護園 つばさの郷 富山県富山市才覚寺164-1 076-461-5596

社会福祉法人恵風会　 多機能型事業所このみ 富山市婦中町羽根1068番地12 076-469-6301

社会福祉法人秀愛会 多機能事業所ステップ 富山市稲代1020-3 076-461-4492

社会福祉法人小さな幸せの家 きらら就労継続支援Ｂ型 富山市城川原3丁目6番19号 076-411-9666

社会福祉法人富山県精神保健福祉協会 ゆりの木の里 富山市五福474-2 076-433-4500

社会福祉法人フレンドリー会 パン工房（フレンドリーハウス） 富山市高木西118 076-436-1632

社会福祉法人むつみの里 であい工房 上市町柳町23 076-472-3607

社会福祉法人黎明の郷 トライ工房 小矢部市埴生1476 0766-67-5225

東京堂株式会社 いっこく 入善町入膳2942-11 0765-352-4870

特定非営利活動法人　工房あおの丘 工房あおの丘 下新川郡入善町道古34-3 0765-72-2248

特定非営利活動法人　工房あおの丘 配食のふれ愛にいかわ店 下新川郡入善町青木1390-1 0765-72-3385

特定非営利活動法人　チーム　アプリシエイト ジョブスクールさくらだに（手作り雑貨の店　ル＊テペ） 富山市五福5385-1 076-433-2005

日本社会福祉デザインセンター株式会社 日本社会福祉デザインセンター 富山市高田527 076-482-4460

医療法人社団　重仁 フィールド・ラベンダー 富山市大町3-4 076-495-1555

医療法人社団和敬会 ワークハウス連帯 富山市北代5200 076-434-4361

株式会社　PERSON'S  いずみ 富山市磯部町3－3－26 076‐464‐5789

合同会社　ＦＥＬＬＯＷ　ＳＨＩＰ オーシャン 富山市蓮町1-1-51 076-482-4277

合同会社　ＦＥＬＬＯＷ　ＳＨＩＰ さんらいず 富山市上袋281-1フェアリーテールビル2Ｆ 076-482-6844

合同会社イーグル つばさ 富山市長江新町2丁目5番地43 076-482-5785

社会福祉法人　　マーシ園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーシ園すてっぷ 富山県南砺市谷142 0763-82-0490

社会福祉法人　セーナー苑 はるかぜの丘 富山市坂本3110番地 076-467-0679

社会福祉法人　セーナー苑 工房ＣｏＣｏ 富山市坂本3110 076-467-0679

社会福祉法人　たびだちの会 ワークハウスとなみ野 砺波市中央町10-5 0763-33-5044

社会福祉法人　にいかわ苑 シェアフィールド 黒部市金屋464番地1 0765‐54‐1783

社会福祉法人　にいかわ苑 ワークフィールド 下新川郡入善町椚山　3410-1 0765-74-2520

社会福祉法人　渓明会 渓明園めるへん 小矢部市石動町18-9 0766-67-6521

社会福祉法人　渓明会 花椿　かがやき（いろは） 砺波市　幸町1-7 0763-33-0708

社会福祉法人　渓明会 花椿かがやき 南砺市八塚580-1 0763-22－2252

社会福祉法人　渓明会 渓明園めるへん 小矢部市石動町18-9 0766-67-6521

社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 小矢部事業所 小矢部市石動町9番30号 0766-68-2960

社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 砺波事業所 砺波市宮丸466-4 0763-33-6895

社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 南砺事業所 南砺市高宮1 0763-52-6043

社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 南砺事業所 南砺市高宮１ 0763-52-6043

社会福祉法人　秀愛会 就労支援事業所ハーベスト 富山市稲代41-4 076-461-3320

社会福祉法人　秀愛会 多機能事業所　ステップ 富山市稲代1023 076-461-4492

社会福祉法人　新川むつみ園 新川むつみ園　地域生活支援センター 入善町浦山新2208　　　 0765-78-1120

社会福祉法人　新川会 さつき苑 上市町湯上野27-9　 076-472-0666

社会福祉法人　新川会 つつじ苑 滑川市上小泉412-2 076-475-9261
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社会福祉法人　新川会 工房よつば 上市町稗田1-32 076-472-1118

社会福祉法人　新川会 四ツ葉園 上市町稗田1-32 076-472-1118

社会福祉法人　新川会 雷鳥苑 立山町上金剛寺210 076-462-1751

社会福祉法人　白皇山保護園 ひまわりの郷 富山市八尾町井田508‐1 076‐455‐0117

社会福祉法人くろべ福祉会 あいもと里山工房 黒部市宇奈月町愛本新1052 0765-65-0302

社会福祉法人くろべ福祉会　 くろべ工房 黒部市吉田745-3 0765-56-7284

社会福祉法人けやき苑 ＪＯＢにながわ 富山市蜷川15　富山市通所作業センター内 076－428-0765

社会福祉法人けやき苑 ＪＯＢふたくち 富山市二口4-10-15 076-422-6030

社会福祉法人けやき苑 ＪＯＢ下赤江 富山市下赤江1丁目13-3 076-411-6226

社会福祉法人けやき苑 ＪＯＢ相生 富山市相生町4-2 076-422-8488

社会福祉法人セーナー苑 あおぞら 富山市坂本3110 076-467-0679

社会福祉法人せせらぎ会 せせらぎハウス黒部 黒部市岡208番地 0765-52-4855

社会福祉法人フォーレスト八尾会 おわらの里 富山市八尾町黒田53-3 076-454-2117

社会福祉法人マーシ園 マーシ園すてっぷ 富山県南砺市谷142 0763-82-0490

社会福祉法人むつみの里 自然房 中新川郡上市町柳町23 076-473-1644

社会福祉法人むつみの里 であい工房 上市町柳町23 076-472-3607

社会福祉法人むつみの里 地域生活支援センター自然房 中新川郡上市町柳町23 076-473-1644

社会福祉法人めひの野園 ウォーム・ワークやぶなみ 富山市西金屋6694-4 076-434-5895

社会福祉法人めひの野園 みしまの工房 富山市西金屋8363-2 076-434-6699

社会福祉法人めひの野園 やねのうえのガチョウ 富山市呉羽町2164番地9 076-434-1017

社会福祉法人めひの野園 作業センターふじなみ 富山市西金屋6694-4 076-436-7673

社会福祉法人恵風会 どんぐり工房 富山市山田宿坊1番地8 076-457-2301

社会福祉法人恵風会 多機能型事業所このみ 富山市婦中町羽根1068番地12 076-469-6301

社会福祉法人小さな幸せの家 きらら就労継続支援Ｂ型 富山市城川原3丁目6-19 076-411-9666

社会福祉法人小さな幸せの家 小さな幸せの家 富山市城川原3丁目6-14 076-438-6001

特定非営利活動法人　れいんぼーみさき れいんぼーめぐり 富山市水橋狐塚30-26 076-479-2191

特定非営利活動法人　わかくさ会 わかくさ作業所 魚津市大光寺450番地新川ヴィーラ内 0765-22-5469

特定非営利活動法人　ワン・ファーム・ランド ワン・ファーム・ランド 富山市横樋8番地 076-468-4002

特定非営利活動法人 愛和報恩会 報恩の家 富山市八尾町西川倉23-1 076-455-0597

特定非営利活動法人　知的障害者のくらしを考える会 わくわくファームきらり 中新川郡立山町道源寺851 076-463-1377

特定非営利活動法人　富山あさひ会 あさがお事業所 富山市八尾町大杉3387-2 076―454-2231

特定非営利活動法人　富山あさひ会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークス・さるびあ 富山市笹津37 076-468-4355

特定非営利活動法人あかりハウス あかりハウス 富山市安養坊680 076-441-5005

特定非営利活動法人このゆびとーまれ はたらくわ 富山市富岡町３５５ 076-493-0765

特定非営利活動法人ひまわり ひまわり 富山市太田213番 076-482-6785

特定非営利活動法人ゆめさぽーとらいちょう らいちょう蜷川 富山市蜷川15番地 076-428-1735

特定非営利活動法人ゆめさぽーとらいちょう らいちょう熊野 富山市悪王寺231番地 076-461-4751

特定非営利活動法人ワークハウス剱 ワークハウス剱 上市町中江上99-1 076-472-5119

特定非営利活動法人工房あおの丘 ラヴォーロあおの丘Ｎｅｗ 下新川郡入善町道古34-1 0765-72-2248

特定非営利活動法人工房あおの丘 工房あおの丘 下新川郡入善道古34-3 0765-72-2248


