●すくすくすまいる事業業所一覧
雇用者の子育てと仕事の両立を支援する雇用環境の充実や地域児童の健全育成の取り組み等を自主的に行う
事業所

事業所名

所在地

福井信用金庫

越前市京町一丁目 5-27
（武生営業部）

南越建設工業株式会社

越前市中平吹町 30-9-11

医療法人林病院

越前市府中一丁目 5-7

石川製紙株式会社

越前市大滝町 11-13

浪花認定こども園

越前市府中三丁目 5-12

丹南ケーブルテレビ株式会社

越前市塚町 101

福邦銀行武生支店

越前市天王町 3-33

港屋重機建設株式会社

越前市岩内町 30-2-27

有限会社細井設備

越前市東庄境町 42-10-4

宇野電機株式会社

越前市村国一丁目 2-7

株式会社光川組

越前市北小山町 1-8

角方建設株式会社

越前市大虫町 3-6-1

株式会社エム開発

事業所名

所在地

若泉土建株式会社

越前市横住町 6-3-1

株式会社津田組

越前市不老町 17-11

鶴野建設株式会社

越前市錦町 2-11

姉川設備機工株式会社

越前市岩本町 11-19

中井建築

越前市千福町 85

三田村土建（株）

越前市清水頭町 1-44

株式会社アカホリ菅工

越前市粟田部町 36-1-6

株式会社ウエキグミ

越前市府中三丁目 9-1

大和建設株式会社

越前市村国二丁目 13-12

北陸労働金庫丹南支店

越前市芝原四丁目 7-40

仁愛大学

越前市大手町 3-1-1

アル・プラザ武生

越前市府中一丁目 11-2

越前市安養寺町 141-16-5

株式会社
シンエツ.テクノサービス

越前市北府二丁目 1-5

株式会社土田建設

越前市東千福町 18-9

株式会社 赤堀

越前市野岡町 5-9

武生電業

越前市千福町 580

関本電設株式会社

越前市北町 22-6

株式会社大虫電工

越前市上太田町 45-38

社会福祉法人
わかたけ共済部

越前市高木町 12-7-1

河上電機株式会社

越前市芝原四丁目 5-10

テラオライテック株式会社

越前市本保町 8-5-1

株式会社三田村工務店

越前市神明町 4-8

神山認定こども園

越前市広瀬町 132-3-1

（株）木津組

越前市粟田部町 6-15

たんぽぽ保育園

越前市常久町 101

平野建設株式会社

越前市横市町 23-43

愛星保育園

越前市白崎町 33-2-1

田中建設株式会社

越前市本保町 21-10

認定東こども園

越前市堀川町 3-14

北信建設株式会社

越前市村国二丁目 1-11

安養寺こども園

越前市安養寺町 89-29-1

北日本建設株式会社

越前市小野谷町 1-2

南保育園

越前市若竹町 12-23

株式会社中西工務店

越前市家久町 90-34-1

西保育園

越前市新保町 32-10

今立中央病院

越前市粟田部町 33-1

社会福祉法人
たけふ福祉工場

越前市白崎町 35-10-1

株式会社 未來住建

越前市帆山町 19-7-3

医療法人 野尻医院

越前市平出一丁目 12-37

越前エネライン株式会社

越前市家久町 118-10-2

福井鉄道株式会社

越前市北府二丁目 5-20
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事業所名

所在地

事業所名

所在地

ヒット工業株式会社

越前市本多三丁目 9-19

高瀬保育園

越前市文京二丁目 4-3

社会福祉法人 陽光会

越前市白崎町 35-11-1

東武内科外科クリニック

越前市横市町 6 番地 3

株式会社エイティーンス

越前市庄町 25-1

中村病院

越前市天王町 4-28

株式会社ＴＯＰ

越前市今宿町 20-1

株式会社モンスター

越前市堀川町 4-36

福井ヤクルト販売株式会社
武生サービスセンター

越前市家久町 53-7-1

株式会社福井銀行武生支店

越前市蓬莱町 1-1

医療法人 誠医会

越前市本多一丁目 10-18

株式会社保険蔵

越前市瓜生町 2-5

医療法人 佐々木医院

越前市粟田部町 29-33

武生森林組合

越前市高瀬一丁目 14-23

坂永造園

越前市文室町 58-14

株式会社 いづみや本店

越前市矢船町 17-12

越前市商工会

越前市粟田部町 11-9

ブルーライン株式会社

越前市池ノ上町 8-2

大浦自動車株式会社

越前市帆山町 14-13-2

池田観光株式会社

越前市赤坂町 33-1-6

マルカワみそ株式会社

越前市杉崎町 12-62

新珠製菓株式会社

越前市小松一丁目 5-1

横山電設株式会社

越前市村国四丁目 17-1

白山運輸有限会社

越前市千福町 183

有限会社嶋谷設備工事

越前市姫川一丁目 9-4

株式会社Ｅうの

越前市押田二丁目 9-2

医療法人 相木病院

越前市中央二丁目 9-40

テラダ調剤薬局
（株式会社テラダ薬局）

越前市本多一丁目 3-9
（本多一丁目 3-3）

認定こども園里山ほのか学園

越前市氷坂町 14-2-1

キョーセー株式会社

越前市妙法寺町 29-2

音装飾店

越前市文京二丁目 6-13

ヤマトタクシー株式会社

越前市粟田部町 35-4-12

株式会社 木だて家

越前市粟田部町 32-15-1

株式会社ふじや食品

越前市矢船町 1-7-1

株式会社 山田書店

越前市常久町 7-1-1

株式会社ティーエムエー

越前市新町 2-17-2

医療法人 堀川医院

越前市本多一丁目 6-7

今立ガス株式会社

越前市千原町 8-10-1

医療法人 武生記念病院

越前市小松二丁目 7-25

株式会社宝徳

越前市黒川町 40-21

岩堀メディカルオフィス

越前市神明町 4-12

有限会社カトウニット

越前市山室町 28-10

医療法人 池慶会

越前市今宿町 8-1

有限会社八王商会

越前市国高二丁目 254

株式会社 宗近

越前市北町 45-63-1

株式会社橋本ファイバー

越前市池ノ上町 58-6

国高保育園

越前市村国一丁目 9-8

株式会社木工房蔵

越前市瓜生町 2-5

株式会社サンライフ小野谷

越前市蓬莱町 6-24

武生青果株式会社

越前市矢船町 17-15

株式会社みずの

越前市家久町 107-3-3

株式会社紙一

越前市家久町 93-1-14

ファニチャ ホリック

越前市大虫町 6-2

嶺北運輸株式会社

越前市大虫本町 20-3-3

株式会社川端工務店

越前市四郎丸町 31-2-9

株式会社越前セラミカ

越前市池ノ上町 5-12

ミナトヤ運輸株式会社

越前市岩内町 24-2-5

株式会社エルゴン

越前市横住町 6-10-2
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