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定員 

番号 代表施設名 施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 運 営 主 体
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20 グローブルふくひさ グローブルふくひさ 920-3122 金沢市福久町ホ13番1 (076)257-2310 (076)257-2310 (有)ラルゴ 10 30

21 工房シティ 工房シティ 920-0226 金沢市粟崎町5丁目3番地1 (076)238-2111 (076)238-2112 (福)あおぞら福祉会 30 10

22 国立病院機構医王病院 (独行)国立病院機構医王病院 920-0192 金沢市岩出町ニ73番地 (076)258-1180 (076)258-6719 (独行)国立病院機構医王病院 60

23 コスモス コスモス 921-8105 金沢市平和町2丁目21番15号 (076)241-0071 (076)241-0081 (福)むつみ会 21

24 サンサンクラブ「かがやき」 921-8011 金沢市入江3丁目22番地第一まついビル1階 (076)291-1221 (076)291-2237 14

25 
サンサンクラブ「かがやき」 

サンサンクラブ「かがやき」分室 921-8033 金沢市玉鉾2丁目337番地 (076)291-1221 (076)291-2237 
(特非)WAC輝き 

6

26 Share金沢ワークセンター Share金沢ワークセンター 920-1165 金沢市若松町セ104番地1 (076)256-1010 (076)256-1020 (福)佛子園 6 10 24

27 社会復帰施設みらい 多機能型事業所ますますくらぶ  社会復帰施設みらい 多機能型事業所ますますくらぶ 920-0205 金沢市大浦町ホ24番地1 (076)238-3355 (076)238-1621 (医社)青樹会青和病院 20 6

28 就労継続支援Ｂ型事業所仕事＆交流ハウスあおぞら  就労継続支援Ｂ型事業所仕事＆交流ハウスあおぞら 920-0205 金沢市大浦町ヲ55-1 (076)239-8010 (076)239-8011 (医社)青樹会青和病院 20

29 就労継続支援(Ｂ型)ひまわり 就労継続支援(Ｂ型)ひまわり 920-3102 金沢市忠縄町380番地 (076)258-6001 (076)258-6522 (福)石川整肢学園 20

30 就労支援センター「かがやき」 就労支援センター「かがやき」 921-8005 金沢市間明町1丁目344 (076)218-7816 (076)218-7817 (特非)WAC輝き 14

31 就労支援センターひなげし 就労支援センターひなげし 921-8111 金沢市若草町12番7号 (076)243-0326 (076)243-0327 (福)ひろびろ福祉会 10 10

32 障害者ビジネススクールカラフル・金沢 障害者ビジネススクールカラフル・金沢 920-0853 金沢市本町2丁目7番1号越田ビル7階 (076)201-8270 (076)201-8271 (一般社)障害者人材育成機構 10 10

33 就労継続支援B型事業所鳴和の里 就労継続支援B型事業所鳴和の里 920-0005 金沢市高柳町10字106-1 (076)252-7344 (076)256-0566 (福)すぎな福祉会 20

34 自立就労支援センターいしびき 自立就労支援センターいしびき 920-0935 金沢市石引1丁目1-1 (076)216-5310 (076)231-0807 (社医財)松原愛育会 9 31

35 鈴見台虹の家 鈴見台虹の家 920-1161 金沢市鈴見台5-7-13 (076)261-7870 (076)261-7870 (福)金沢手をつなぐ親の会 25

36 すまいる工房 すまいる工房 921-8145 金沢市額谷3丁目49番地 (076)296-0789 (076)296-2014 オリジナルサポート(株) 10 10

37 生活支援センターキャンワーク 921-8051 金沢市黒田1丁目95番地 (076)240-7040 (076)240-7040 10

38 
生活支援センターキャンワーク 

店舗事業ちゃおず 921-8051 金沢市黒田1丁目59番地 (076)240-7040 (076)240-7040 
(特非)KMC 

10

39 生活支援センター雪見橋ワークス城南 920-0966 金沢市城南1丁目8番20号 (076)262-2262 (076)262-2291 6 6 14 6

40 
生活支援センター雪見橋ワークス城南 

生活支援センター雪見橋ワークス城南 生活介護分室リバーサイド 920-0966 金沢市城南1丁目15番40号 (076)262-2262 (076)262-2291 
(福)松原愛育会 

6

41 聖ヨゼフ苑作業所 聖ヨゼフ苑作業所 920-0377 金沢市打木町東155番地 (076)240-6221 (076)240-2001 (福)聖ヨゼフ苑 14 40

42 self-Aオンステージ三口新町 self-Aオンステージ三口新町 920-0944 金沢市三口新町4丁目2-12 (076)235-2010 (076)235-2011 (株)オンステージ 20

43 self-Aハニービー神田 self-Aハニービー神田 921-8027 金沢市神田2丁目2-19 (076)244-3667 (076)244-3668 (株)ハニービー 20

44 self-Aハニービー泉が丘 self-Aハニービー泉が丘 921-8172 金沢市伏見新町278番1 (076)256-3631 (076)256-3632 (株)ハニービー 20

45 self-Aハニービー駅西新町 self-Aハニービー駅西新町 920-0027 金沢市駅西新町1丁目38番6号 (076)232-5511 (076)232-5513 (株)ハニービー 20

46 self-A ハニービー金沢駅東 self-A ハニービー金沢駅東 920-0848 金沢市京町29-11 (076)252-5588 (076)252-5587 (株)ハニービー 20

47 創舎 創舎 920-0968 金沢市幸町2番2号幸町スカイハイツ1階 (076)223-5250 (076)254-0354 (一般社)創舎会 10 10

48 生活介護事業所ながさか 生活介護事業所ながさか 921-8114 金沢市長坂町ヲ103番地 (076)280-5600 (076)280-5606 (医)積仁会 20

49 多機能型事業所やちぐさ作業所 多機能型事業所やちぐさ作業所 920-0827 金沢市牧町チ71番地 (076)251-5139 (076)251-7750 (福)やちぐさ会 14 24

50 たけまた友愛の家 たけまた友愛の家 920-0131 金沢市東原町フ14番地2 (076)257-7830 (076)257-7840 (福)金沢手をつなぐ親の会 35

51 ディーキャリア金沢オフィス ディーキャリア金沢オフィス 920-0853 金沢市本町1丁目6番1号やわらぎ金沢1階102号 (076)223-8651 (076)223-8652 (株)ミナト環境サービス 20

52 デイサービスセンター駅西苑 デイサービスセンター駅西苑 920-0024 金沢市西念3丁目4番25号 (076)234-5145 (076)234-5146 (公益財)金沢福祉健康財団 18

53 デイサービスセンターふれあい デイサービスセンターふれあい 921-8161 金沢市有松2丁目4番32号 (076)245-5601 (076)241-3561 (株)ふれあいタウン 25

54 特定非営利活動法人 オープンハウス・クローバー 920-0942 金沢市小立野3-17-5 (076)264-9272 (076)264-9272 10

55 
特定非営利活動法人 オープンハウスクローバー 

オリーブ 920-0942 金沢市小立野3-21-20 (076)223-7028 (076)264-9272 
(特非)オープンハウスクローバー

10

56 特定非営利活動法人金沢市視覚障害者地域活動支援センター  特定非営利活動法人金沢市視覚障害者地域活動支援センター 920-0862 金沢市芳斉1丁目15番26号 (076)222-8782 (076)222-1831 (特非)金沢市視覚障害者地域活動支援センター 20

57 特定非営利活動法人サポート２４就労移行支援事業所  特定非営利活動法人サポート２４就労移行支援事業所 921-8042 金沢市泉本町5丁目28番地 (076)259-0601 (076)259-0602 (特非)サポート２４ 30

58 なでしこ なでしこ 920-0356 金沢市専光町レ4番5 (076)254-6841 (076)254-6843 (合資)ピース 20

59 ねむねむの輪 ねむねむの輪 920-0226 金沢市粟崎町3丁目3-2 (076)255-2300 (076)255-2342 (合同)イーゼル 20

60 ぴあもーる ぴあもーる 921-8147 金沢市大額1丁目352番地 (076)213-5131 (076)213-5132 ケアパーク金沢(株) 15 20

61 ぱるむ ぱるむ 921-8034 金沢市泉野町5丁目11番6号 (076)214-6756 (076)214-6758 (一般社)ライフPALM 20

62 ハスネテラス ハスネテラス 920-0203 金沢市木越町ツ18番地1 (076)256-0525 (076)256-0526 ケアパーク金沢(株) 8 12

63 パッチワーク パッチワーク 920-0955 金沢市土清水3丁目242番地1 (076)205-8311 (076)205-8311 (福)ゆい 22

64 ハッピータウンクオレ ハッピータウンクオレ 921-8177 金沢市伏見台1丁目6番13号 (076)244-8081 (076)244-8081 (福)愛里巣福祉会 10 30

65 パトリ パトリ 921-8052 金沢市保古1丁目36番地 (076)220-7900 020-4668-2482 (合同)パトリ 10 10

66 Happy Market さくら Happy Market さくら 920-0809 金沢市三池栄町156番地 (076)282-9878 (076)282-9868 (株)さくらCom 20 20

67 彦三のぞみ苑 彦三のぞみ苑 920-0901 金沢市彦三町2丁目12番12号 (076)221-5800 (076)221-5899 (福)金沢手をつなぐ親の会 38

68 ひなげしウエスファクトリーなかお山 ひなげしウエスファクトリーなかお山 921-8046 金沢市大桑町中尾山22番地1 (076)243-2330 (076)243-2330 (福)ひろびろ福祉会 20

69 ひまわり ひまわり 920-0376 金沢市福増町南16番地 (076)214-5550 (076)214-3702 (福)石川整肢学園 25

70 ひろびろ作業所 ひろびろ作業所 920-0946 金沢市大桑町タ1番地18 (076)260-0806 (076)260-0977 (福)ひろびろ福祉会 26 11

71 ＶＳサポート ＶＳサポート 920-0901 金沢市彦三町2丁目1番10号 (076)221-1233 (076)221-1233 (株)ＶＳサポート 20

72 富士リネン株式会社金沢工場 富士リネン株式会社金沢工場 921-8066 金沢市矢木2丁目29 (076)214-6466 (076)214-6422 富士リネン(株) 20

73 ふれあい工房たんと小坂 920-0811 金沢市小坂中18番2 (076)255-0816 (076)255-0861 10

74 
ふれあい工房たんと 

ふれあい工房たんと弥生 920-0816 金沢市山の上町1番26号 ハイロードビル2階 (076)254-1489 (076)254-1499 
(特非)ふれあい工房たんと

10
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■社会福祉協議会 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 FAX 

1 石川県社会福祉協議会 920-8557 金沢市本多町3丁目1番10号  県社会福祉会館内 (076)224-1212 (076)222-8900

2 金沢市社会福祉協議会 920-0864 金沢市高岡町7-25  金沢市松ヶ枝福祉館内 (076)231-3571 (076)231-3560

3 七尾市社会福祉協議会 926-0811 七尾市御祓町１番地 パトリア３階 (0767)52-2099 (0767)53-4100

4 小松市社会福祉協議会 923-0811 小松市白江町ツ108番地1 第一地区コミュニティセンター内 (0761)22-3354 (0761)22-3364

5 輪島市社会福祉協議会 928-0001 輪島市河井町13部120番地の1 (0768)22-2219 (0768)22-9627

6 珠洲市社会福祉協議会 927-1214 珠洲市飯田町5部9番地  市民ふれあいの里健康増進センター内 (0768)82-7751 (0768)82-8280

7 加賀市社会福祉協議会 922-0811 加賀市大聖寺南町ニ11-5  市民会館内 (0761)72-1500 (0761)72-1244

8 羽咋市社会福祉協議会 925-8506 羽咋市鶴多町亀田17番地 羽咋すこやかセンター内 (0767)22-6231 (0767)22-6189

9 かほく市社会福祉協議会 929-1173 かほく市遠塚ロ52番地10  市七塚健康福祉センター内 (076)285-8885 (076)285-2049

10 白山市社会福祉協議会 924-0865 白山市倉光8丁目16番地1 福祉ふれあいセンター内 (076)276-3151 (076)276-4535

11 能美市社会福祉協議会 923-1121 能美市寺井町た8番地1  ふれあいプラザ内 (0761)58-6200 (0761)58-6250

12 野々市市社会福祉協議会 921-8815 野々市市本町5丁目18番5号 (076)246-0112 (076)246-0169

13 川北町社会福祉協議会 923-1267 能美郡川北町字壱ツ屋196番地  保健センター内 (076)277-1111 (076)277-8355

14 津幡町社会福祉協議会 929-0342 河北郡津幡町北中条3丁目1番地  津幡町文化会館シグナス内 (076)288-6276 (076)288-6748

15 内灘町社会福祉協議会 920-0267 河北郡内灘町字大清台140番地  町文化会館内 (076)286-6953 (076)286-6951

16 志賀町社会福祉協議会 925-0498 羽咋郡志賀町富来領家町甲10番地 富来行政センター内 (0767)42-2545 (0767)42-2305

17 宝達志水町社会福祉協議会 929-1311 羽咋郡宝達志水町門前サ11番地  町民センターアステラス内 (0767)28-5520 (0767)28-3112

18 中能登町社会福祉協議会 929-1704 鹿島郡中能登町末坂2部37番地1  老人福祉センターゆうゆう内 (0767)74-2252 (0767)74-2253

19 穴水町社会福祉協議会 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島タの38  保健センター内 (0768)52-0378 (0768)52-1142

20 能登町社会福祉協議会 927-0602 鳳珠郡能登町字松波13字75番地1 内浦総合支所内 (0768)72-2322 (0768)72-2310

 

社会福祉協議会 










