令和３・４年度 福島市障害者就労施設等からの物品等調達契約有資格者名簿
登録
番号

業者名

代表者名

電話
番号

FAX

希望１
業種

希望３
業種

備考

管理者

890005 ベーシック 憩

施設長 高野 真哉

福島市渡利字鳥谷下町67-1

890006 けやきの村

園長 佐藤 武美

福島市飯坂町中野字高田前2番地 542-3275 542-6978
７

890007 アートさをり

所長 齋藤 尚也

福島市南沢又字前田5番地の27

559-3465 563-1063

縫製品

890008 ファームもみの木

管理者 児玉 ヒデ子

福島市笹谷字西小樽4番地

573-6418 573-6419

その他の
製品

縫製品

890009 太陽学園

園長 武田 万昌

福島市桜木町１１番16号

534-5397 533-3421

加工食品

縫製品

890011 あさひスマイル

所長 佐藤 敦子

福島市北五老内町１番２１号

529-6811 529-6813

業務委託 業務委託

除草作業、清掃作業、組立、袋詰め、シール貼り

890012 つぼみ

理事長 田澤 和枝

福島市飯坂町八景１－６

542-7515 542-7515

業務委託 加工食品

袋詰め、シール貼り、焼き菓子（クッキー、ケーキ）、
ジャム

施設長 高野 敦子

福島市上野寺字西原42番地の3

592-1171 592-1172

印刷

業務委託

その他の 名刺、ポスター、パンフレット作成、封筒、ハガキ、機
関誌印刷、封入、袋詰め、シール貼り、天然アクセサ
製品
リー、ストラップ

890017 父の夢

園長 古川 彰彦

福島市八木田字並柳41番の3

545-8058 545-1128

加工食品

縫製品

ラスク、マフィン、スコーン（焼き菓子）、あんぱん、ず
その他の製 んだロール、くるみパン、羊毛製品（ストラップ、ネック
品
レス、マグネット、ヘアピン）、牛乳パックリサイクル和
紙製品（コースター、ハガキ、ポチ袋、マグネット）

890018 すてっぷ

施設長 竹田 敏明

福島市北中央一丁目１２番地の１

533-7677 533-7677

業務委託 加工食品

890024 福島福祉カレッジ

管理者兼サービス管理
責任者 後藤 千加

福島市泉字曲松21番地2

572-3481 572-3482

業務委託 業務委託

890025 ジョブ・サポート笑心

管理者 奥野 大亮

福島市南町１６０－１

572-4025 572-4019

印刷

業務委託

890027 マリアージュ

管理者 菅野 和江

福島市黒岩字堂ノ後８２－１

563-7605 563-7605

加工食品

縫製品

890028 アットホーム

管理者 芳賀 美加子

福島市泉字上谷地２０番地の３

572-3790 572-3890

加工食品

その他の
製品

890029 Works-SCS笹谷

管理者 鈴木 実

福島市笹谷字南田１４－５

563-5233 597-8081

業務委託 業務委託 加工食品 ル貼り、飲料（りんごジュース）

890030 そら

管理者

鈴木 あさみ

福島市笹谷字稲葉２４番地の２

563-1898 563-1891

業務委託 業務委託 業務委託 除草作業、農作業、組立、袋詰め、シール貼り

890031 つくしの里

管理者

加藤 圭子

福島市松川字平舘１１番地１

563-1515 563-1516

加工食品 業務委託 業務委託 除草作業、清掃（掃き・拭き清掃等）

890032 インテリオール福島

管理者 八百板 徹

福島市置賜町８－２２

563-3718 563-3719

業務委託

共同作業所クリエイティブ
ファクトリー

福島市松川町関谷字大窪４７番地 573-8400 573-8400 業務委託

希望２
業種

890003 笹森の郷

890014

菊地 信男

住所

529-6901 529-6902

農産物

加工食品 電子・機械等の簡易点検や作業、たまご、弁当

加工食品

その他の
製品

スコーン、クッキー類、木工製品・木工プランター・飛
沫感染防止パーテーション

印刷

業務委託

名刺、はがき、封筒、チラシ、パンフレット、ポスター、
冊子、機関誌、シール、缶バッチ・コースター作成、農
作業、組立、袋詰め、シール貼り、建物の清掃、除草
作業

さをり織り製品

木製ＣＤラック・小物入れ・コースター・キーホルダー・
ブローチ、プルポンマスク・バック・ポプリ・クッション

菓子パン、総菜パン、クッキー、バック、巾着、組立、

業務委託 封入、説明書折り

除草作業、組立、袋詰め、シール貼り、ジェラート、漬
物の素

縫製品

ハウスクリーニング、除草作業、墓石清掃、農業（野菜
の袋詰め、ラベル貼り）、布マスク製造

名刺作成、封筒印刷、はがき印刷、組立、袋詰め、
シール貼り

その他の 弁当、皮製小物、工芸品、生活雑貨、小物
製品

焼き菓子、チョコレート菓子、缶バッチ

農作業（摘花、摘果等）、箱詰め、袋詰め、組立、シー

ポンせんべい（米菓子）、袋詰め、シール貼り、封入、

インターネット作業、機関紙作成、組立、袋詰め、シー

印刷

その他の ル貼り、ポスター・パンフレット・冊子名刺作成印刷、封
筒印刷、はがき印刷、機関紙印刷、ビーズ製品、粘土
製品
細工

その他の
製品

ハウlスクリーニング、除草作業、剪定、ガーデニング
生活雑貨、小物

890033 ヴィレッジ

施設長 村山 健

福島市方木田字辻１０－１２

504-1062 504-1062

業務委託

890034 あおば

管理者 菅野知恵子

福島市泉字道下１６－１７

573-4394 597-6230

業務委託 業務委託 業務委託 業

890035 ワークセンター歩

所長

福島市荒井字横塚３番１３０

593-5871 597-6187

業務委託 業務委託

890036 Works-SCS南福島

管理者 野口 博美

福島市伏拝字沢口１０

597-6285 597-6285

業務委託 業務委託 業務委託 ル貼り、除草作業

阿部 ミイ子

清掃、草刈り、資源物回収、農作業（草刈り）、封入作

縫製品

袋詰め、組立、除草作業、皮製品全般

農作業（摘花、摘果等）、箱詰め、袋詰め、組立、シー

