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さいたま市障害者 
福祉施設みのり園 

（社会福祉法人 

さいたま市社会福祉事業団） 

１ 施設の概要 

定員 なし 

所在地 さいたま市西区 

三橋６－１５８７ 

（ひまわり学園敷地内） 

https://goo.gl/PzoZJ7 

アクセス ＪＲ西大宮駅から徒歩 15分 

東武バス「県営住宅前」停留所から

徒歩 7分 

連絡先 TEL：048-622-5544 

FAX：048-625-4854 

開設日 昭和 58年 4月 1日 

LINE  

公式アカ

ウント 

教室事業の申し込みや  

みのり園の最新情報の 

発信をしています。 

友だち追加はこちら➡ 

開所日時 火～日曜日（祝日、年末年始を除

く）、午前 9時から午後 5時まで 

※放課後等デイサービス事業は祝

日、年末年始を除く月～金曜日、11

時 30分から午後 6時まで。長期休

暇中は 10 時 00 分から午後 6 時ま

で。 

送迎範囲 各教室事業等実施の際は、大宮駅

ソニックシティ南側から送迎車を

運行。在宅障害者対象事業（木曜ク

ラブ）実施の際は自宅の近隣まで

送迎。 

食事提供 なし 

車いす 利用可 

医療的 

ケア 

あり。ケアの内容については、必ず

事前に相談してください。 

その他 

設備 

 

エレベーター   なし 

ユニバーサルシート 

（大人用ベッド） あり 

２ 施設の運営方針・理念            

 みのり園は、さいたま市に在住・在勤される

さまざまな障害のある方々に対して、各種教室

等の文化的活動やレクリエーションの機会を提

供して社会との交流を促進し、地域において豊

かな生活が営めるように、昭和５８年４月１日

に開設された施設です。 

施設の運営にあたっては、同敷地内にある「さ

いたま市総合療育センターひまわり学園」に関

する条例を遵守しながら、関係する法令や他の

条例とともに、さいたま市障害者総合支援計画

の「誰もが権利の主体として、安心して地域で

生活できる社会の実現をめざして」に向けて取

り組んでおります。また、基本理念を「いつでも

どこでも集い語り合える施設」とし、次の４つ

の基本方針を掲げております。 

 

① 社会との交流の促進を図ります。 

② 教養の向上及び、社会生活に必要な 

講座を実施します。 

③ いつでも相談できる体制を作ります。 

④ 身体の機能回復及び作業活動を行います。 

みのり園は、障害のある方々の余暇活動を支

援するアットホームな雰囲気の施設です。ゆっ

くり静かに過ごしたい方にも、教室活動で仲間

と楽しみめる時間を持ちたい方にも「来てよか

った」と思っていただける場所でありたいと考

えております。多くの皆様のご利用を心からお

待ち致しております。 
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３ 事業内容の紹介 

  

障害者離職予防事業 

障害者離職予防事業は、就労している障害のある方を

対象に、グループ活動を通して、離職の予防、有効な余暇

活動、仲間作りを支援しています。毎月第１、３、５日曜

日はみのり園、第２、４日曜日は見沼区にある春光園で開

催しています。 

活動内容は、スポーツやレクリエーションを中心とし

た運動、陶芸、塗り絵等の創作活動、さまざまな施設見学

などの園外活動です。これらの活動を通して、みのり園で

は生活や職場での悩みをいつでも相談できる事をお伝え

し、必要に応じて各関係機関と連携した対応も行ってい

ます。 

 

在宅障害者対象事業 

毎週木曜日に実施しているので、通称「木曜クラブ」と

呼んでいます。在宅の障害がある方を対象に様々な活動

を実施しています。 

活動内容は、生活体験を広げるために、料理や陶芸、絵

手紙などの創作活動や、外出する機会を増やすための買

い物や散歩などの園外活動等です。また、染め物の授産製

品作りや、節分やクリスマスなどの季節にちなんだ行事

も行っています。 

 

教室事業 

講師を招き、健康の増進及び文化教養の向上のための

各教室を前期・後期に分け開催しています。各教室では、

共通の趣味・関心を持つさまざまな障害のある方々が、み

な一緒に活動されています。１０代から９０代の方まで

幅広い年代の方々が意欲的に参加されています。お菓子

作り、手打ちそば、陶芸、茶道、編み物、パッチワーク、

革細工、絵手紙、和太鼓など、数多くの教室をご用意して

います。 
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放課後等デイサービス事業 

事業名は「放課後デイサービスみのり」です。 

主にひまわり特別支援学校在学中の障害児を対象とし

て、放課後や長期休暇中に安心した余暇支援ができるよ

う、看護師等の専門職が対応できる体制を整えています。

利用者お一人おひとりの置かれている状況に応じた活動

内容（創作活動・レクリエーション活動・マッサージ・散

歩・壁面づくり・体操・遊び等）の提供と、併せて保護者

の子育て支援も行っています。 
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４ 事業の紹介写真 

  教室事業 

手編み教室 
初心者から熟練の方まで個
人の力量に合ったものを作
成します。また、片手でも編
める器具を使用し、片麻痺
の方も参加しやすい配慮を
しています。遠方の利用者
のために、岩槻区にある、さ
いたま市障害者社会参加推
進センターでも開催してい
ます。 

パッチワーク教室 
さまざまな色や模様の布を
自分で選び、会話を楽しみ
ながらバッグやポーチなど
を製作します。 

茶道教室 
立礼（いすに座って）のお手
前を、講師の方に一から丁
寧に教えていただきます。
美味しいお茶とお菓子を、
美しい作法でいただきま
す。 

絵手紙教室 
季節のものをモチーフにし
て墨と顔彩を使って、葉書
だけではなく団扇などにも
描きます。 

書道教室 
毛筆教室、硬筆教室は知的
障害の方や片麻痺、視覚障
害の方まで、多くの方が添
削指導を受けながら作品を
仕上げています。 

陶芸教室 
皿や茶碗、花瓶等、参加者が
個性豊かな作品を仕上げて
います。作品は各自家庭で
大切に使っています。 

革細工教室 
専門的な機材をそろえ、本
格的な革細工に取り組んで
います。 

手打ちそば教室・手打ちう
どん教室 
粉を混ぜるところから始
め、自分で打ったそば・うど
んを参加者全員で会食しま
す。 

太鼓教室 
和太鼓の魅力に触れながら
演奏を通し、利用者同士の
交流を図っています。 
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在宅障害者対象事業 

苔玉作り教室 
お一人おひとりの
ペースに合わせて
講師と共に作りま
す。土に直に触れ
ながら世界に一つ
だけの苔玉を作り
ます。 

折り紙教室 
季節や年中行事にちなん
だ作品づくりを通じ、折
り紙の魅力を楽しみま
す。 

お菓子作り教室 
簡単に作ることができる
焼き菓子を中心に実施し
ています。講師に教わり
ながら、手作りしたお菓
子の美味しさを皆で味わ
い会食します。 

ボッチャ教室 
 パラリンピックの正式
種目にもなっている球技
で、目標のボールに投げた
り転がしたりしていかに
近づけるかを競うゲーム
です。 
 障害の種別等が違う方
たちが、各自のペースで行
うことができます。毎回応
募者殺到の人気教室です。 

音楽活動ではお一人おひとり
好きな楽器を選んでいただき
合奏や個別演奏を楽しみま
す。 
 
 
 

天候の良い日は近隣の公園等
を散策します。体を動かして
ストレスの発散と、緑豊かな
地域の新発見もできました。 

手話講座も実施していま
す。クイズ形式で様々な 
名前を楽しみながら覚えて
います。みなさん大盛り上
がり！ 
 
 
 
 
 
 
 

白熱のゴロ卓球！ご自
身で作成したカラフル
なオリジナルラケット
を手に、みなさん真剣
そのものです。 

陶芸で個性的な作品づくり
に取り組みます。コップや 
花瓶など、日常で使えるも
のを作成しご家庭で使用し
ます。 

日本の伝統芸能、和太鼓に
も挑戦！講師をお招きして
ご指導いただきます。太鼓
の音にみなさん心も一つに
なりました。 

障害者離職予防事業 
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行事名：みのり園作品展 
時期：例年２月 
場所：みのり園 
内容：各教室参加者の作品

展示、施設紹介、授産製
品の販売等  

岩槻区、見沼区でも
広域的に事業を展開
し、さいたま市在住
の利用者に広く利用
していただけるよう
取り組んでいます。 

たくさんの観葉植物
でいらっしゃるみな
さんを歓迎します。
蓄音機やレコードも
ありますよ！ 

大好きな職員さんとカラフ
ルな「壁面づくり」にチャレ
ンジ！ 

エアトランポリンに挑戦！
ふかふかして気持ちよかっ
たです！ 

ぬり絵に夢中！はみ出さな
いように・・・でもダイナミ
ックに！ 

行事名：ちょこっと散策 
時期：不定期（年５回程度） 
場所：主に市内、近隣市町の史跡等 
内容：紅花染め、川越散策、鉄道博物

館や人形博物館の施設見学等 
 

大宮ソニックシティ南側から
無料送迎車を運行していま
す。近くには路線バスの停留
所もあり、大型スーパー等の
社会資源も揃っています。 

        

 

 

 

 

 

  

放課後等デイサービス事業 

５ 施設の年間の行事 

６ 施設の自慢・特色 

みのり園 

離職予防事業（春光園）月 2 回 

      

 
 
     
        
        
        

教室事業（岩槻本丸公民館）月 2 回 

      

 

 
 
 
 
 
※感染症状況により変更有 



西８ 

① さいたま市大崎むつみの里第１事業所 

【緑１】 

② さいたま市大崎むつみの里第２事業所  

  所在地 緑区大崎 37-１   所在地 緑区大崎 37-１ 

  施設類型・ 

定員数等 

生活介護（70）、就労移行支

援（15）、就労継続支援Ｂ型

（55）、生活訓練（10）、機

能訓練（10）、相談支援（定

員なし） 

 

  施設類型・ 

定員数等 

児童発達支援（30）、保育所

等訪問支援・相談支援（定員

なし） 

      
   

③ 緑区障害者生活支援センターむつみ ④ 浦和区障害者生活支援センターむつみ 

  所在地 緑区東浦和３-２-７   所在地 浦和区北浦和５-６-７ 

  施設類型・ 

定員数等 

相談支援（定員なし）   施設類型・ 

定員数等 

相談支援（定員なし） 

      
   

⑤ むつみホーム大間木 ⑥ さいたま市障害者福祉施設春光園けやき 

【見沼１】 

  所在地 緑区大字大間木 494 番地   所在地 見沼区宮ケ谷塔１-280 

  施設類型・ 

定員数等 

共同生活援助（10）、空床型

短期入所(2) 

  施設類型・ 

定員数等 

生活介護（77）、生活訓練

（10）、相談支援（定員なし） 

      
   

⑦ さいたま市障害者福祉施設春光園うえ

みず 【西１】 

⑧ さいたま市槻の木 【岩槻１】 

  所在地 西区佐知川 299-16   所在（区） 岩槻区黒谷 1135-２ 

  施設類型・ 

定員数等 

生活介護（20）、相談支援

（定員なし） 

  施設類型・ 

定員数等 

生活介護（50）、相談支援（定

員なし） 

      
   

⑨ さいたま市槻の木第１やまぶき 

【岩槻２】 

⑩ さいたま市槻の木第２やまぶき【岩槻３】 

  所在地 岩槻区古ヶ場２-１-11   所在地 岩槻区黒谷 1282-１ 

  施設類型・ 

定員数等 

就労移行支援（６）、就労継

続支援Ｂ型（16）、相談支援

（定員なし） 

 

  施設類型・ 

定員数等 

就労移行支援（６）、就労継

続支援Ｂ型（10） 

      
   

⑪ 日進職業センター【北２】 ⑫ さいたま市大砂土障害者デイサービスセ

ンター 【北１】 

  所在地 北区日進町３-151   所在地 北区本郷町 17-７ 

  施設類型・ 

定員数等 

就労移行支援（15）、就労継

続支援Ｂ型（25）、相談支援

（定員なし） 

 

 

  施設類型・ 

定員数等 

  

生活介護（14）、機能訓練

（６）、相談支援（定員なし） 

  

 

  

 

 

  

７ 法人が運営しているその他の施設 
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⑬ さいたま市みずき園 【中央４】 ⑭ かやの木 【中央１】 

  所在地 中央区大戸２-７-21   所在地 中央区本町西１-６-３ 

  施設類型・ 

定員数等 

生活介護（26）、相談支援

（定員なし） 

  施設類型・ 

定員数等 

生活介護（10）、就労継続支

援Ｂ型（10）、相談支援（定

員なし） 

      
   

⑮ グリーンヒルうらわ介護老人保健施設

きんもくせい 

⑯ さいたま市総合療育センターひまわり学園   

療育センターさくら草すみれ園・たんぽぽ園 

  所在地 緑区馬場１-７-１   所在地 桜区田島２-16-２ 

  施設類型・ 

定員数等 

医療型短期入所（空床型）   施設類型・ 

定員数等 

児童発達支援（福祉型（30）・

医療型（30））、保育所等訪問

支援・相談支援（定員なし） 

      
   

⑰ さいたま市さくら草学園 ⑱ さいたま市はるの園 

  所在地 浦和区領家１-５-16   所在地 見沼区春野２-３-５ 

  施設類型・ 

定員数等 

児童発達支援（30）、保育所

等訪問支援・相談支援（定

員なし） 

  施設類型・ 

定員数等 

児童発達支援（30）、保育所

等訪問支援・相談支援（定員

なし） 

      
   

⑲ さいたま市杉の子園 

  所在地 中央区大戸２-７-17 

  施設類型・ 

定員数等 

児童発達支援（30）、保育所

等訪問支援・相談支援（定

員なし） 


