
北８ 

どっぽジョブセンター 

（社会福祉法人 独歩） 

１ 施設の概要 

定員 就労移行支援    ６人 

就労継続支援 B型 ２０人 

所在地 さいたま市北区 

日進町 2-1768-3 

及び日進町 2-1768-23 

https://goo.gl/6R5OA3 

 

アクセス JR川越線「日進」駅徒歩 3分（北口） 

連絡先 TEL：048-788-1222 

FAX：048-788-1161 

e-mail：jobcenter@doppo.or.jp 

開設日 平成 26年 11月 1日 

開所日時 9:00～16:00（移行）10:00～16:00（B） 

平均年齢 平均：28歳 

最年少：18歳 

最年長：67歳 

送迎範囲 当事業所から 3キロ 

（それ以降は応相談） 

食事提供 あり（１食あたり 250円の負担あり） 

入浴 なし 

車いす 当事業所の可能な範囲内 

医療的 

ケア 

なし 

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） なし 

 

２ 施設の運営方針・理念 

どっぽジョブセンターは就労移行支援と就労継続支援 B 型の多機能型事業所として平

成 26 年 11 月に OPEN しました。「本当に就職できる就労支援をしよう！」を運営理念

に現在まで活動しています。おかげさまで就労移行支援利用者の就職率は令和 2年度、3

年度は 100％、令和４年度も卒業年の方は全員就職をされました！今年度から利用を始

めた方も希望する企業に就職できるよう頑張っています！ 

 B型も就労移行も、段階を追って個人個人に目標設定をして訓練をしています。まず

は生活訓練をしながら日々通ってもらうことを目標にする方から、一般企業に就職する

ために様々な経験と資格を取得する方まで多種多様な方のニーズに応えるべく訓練を行 

っています。訓練中はなごやかというよりは、締まった空気の中でおこなっています。一方で休憩中はみんなで

お話をして楽しむなどメリハリのある事業所です。就労訓練以外では、現在はコロナ禍ではありますが十分な感

染対策をして地域の市民祭りでの食べ物の出店、夏祭り、クリスマス会など季節毎に行事を行っています。 

就労移行支援は特に力を入れて頑張っています。上記の就職率を実現するために様々な訓練を行い、とことん

まで利用者さんとお話をして目標を達成できるよう日々訓練を行っています。 

これまでは B 型で十分な訓練を積んだのちに就労移行にサービスを変更して就職を実現する方が多かったで

すが、令和 4年度には初めて B型を利用していた方が就職することが出来ました。 

最初は通う事すら難しい方でもステップアップを用意しているのが当事業所の強みです。 

特別支援学校卒業後に、必要であれば直接 B型を利用する方もいます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。

B型についてはドア toドアの送迎も行っています。 

見学や実習など随時受け付けています。お気軽にお電話ください。よろしくお願いいたします。 

理事長の串田です！ 
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３ 事業内容の紹介
  

就労継続支援Ｂ型事業 

目標 生活習慣を整えて、就職力を鍛える!! 

 令和３年度 平均工賃 25,000円！ 

 目標平均工賃は 40,000円です！ 

 

就労継続支援 B 型事業では、日常生活訓練＋就職訓練をしていま

す。サービス利用に期限がないので、個人個人に合わせたペースで訓

練できることが最大の魅力です。 

仕事内容は、内職と清掃・管理委託です。内職の種類は、式辞の蛇

腹折や履歴書セット封入、カレンダー巻き等、約 10種類もあります。 

また、清掃・管理委託の作業もあり、グループホーム内清掃や企業

の庁舎内清掃と大学の施設清掃を受けています。委託を受けることに

より、工賃アップを行いつつ、事業所の中だけでは訓練が不十分にな

ってしまう部分を補っています。 

B型を受けている方が就労移行支援に切り替え、一般企業へ就職す

るというプロセスだけでなく B型からの就職も目指しています。 

事業所が日進駅から徒歩 3分と近いこともあり、自主通所のしやす

さも魅力となっています。 

就労移行支援事業 

目標 一般企業に全員就職!! 

☆令和４年度就職率 １００％達成！ 

☆就労移行支援は就職して当たり前！ 

☆その後に定着してこそ意味がある！  

当事業所は上記の理念のもと活動しています。報連相や社内コミ

ュニケーションの仕方から始まり、技能訓練や事務訓練、面接練習、

自分の強み弱みの発見などなど、就職する為に必要なスキルを集中

して学んでいきます。それはすなわち「就労後の定着」にも繋がる

からです。仕事のゴールは就職ではありません、定着してこそ意味

があるのです。 

事業所の中で出来る訓練だけではなく、外で行う訓練として、埼

玉県の職業委託訓練の中にある研修を受けたり、資格取得の為に研

修に行ったり、マナー研修を連続して受けたりと施設の中では足り

ない部分を外部の機関を利用することにより補てんしています。 

数多くの協力企業が職場実習を受けて頂いているので、実際の職

場体験も十分に経験できます。 
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４ 事業の紹介写真  

皆で集中して内職作業！協力し合う

中で自然とコミュニケーション力が

身に付きます。 

沢山内職を作りました。 

カメラに向かってピース！ 

協力して仕事

をこなすこと

の大切さを学

びます！ 

就労継続支援 B 型 

立ちながらの内

職！企業の求人

は立ち仕事ばか

りなので今から

訓練します。 

施設外就労での清掃も頑

張ります！ 

顔を合わせることが苦手な方にも

集中できる環境を作っています。 

就労移行支援 

就労先での作業を見据えて実践的な

訓練にも取り組みます。 

事業所での役割や作業について決め

るディスカッションも行います。 



北８ 

５ 施設の年間の行事  

 

 

 

 

 

 

 

  

行事名：鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア 

時期：平成 3１年 5月 

場所：JR 大宮車両倉庫内 

内容：フランクフルト 1,000本販売 

   令和 1年度からコロナ化で中止。本年度は飲

食販売の中止から参加を断念しましたが来

年度は参加したいと思います！ 

行事名：クリスマス会 

時期：令和 4年 12月 

場所：どっぽジョブセンター 

内容：ズームを用いた各種ゲーム 

   コロナ禍に配慮してズームで各部屋を繋ぎ

チーム対抗クイズ大会をしました。 

行事名：どっぽ夏祭り 

時期：令和 3年 8月 

場所：どっぽジョブセンター 

内容：事業所内で各種ゲーム遊び。 

   今年度はオミクロン株の影響で中止しました。 

 

行事名：グリコピア・イースト見学 

時期：令和 4年年 6月 

場所：グリコピア・イースト(北本市) 

内容：グリコの工場見学 

   コロナ禍の影響で久しぶりの外出イベント！ 

   十分な感染対策の中おもいきり楽しみました。 

行事名：さいたま市北区民祭り 

時期：令和 4年 11月 

場所：市民の森・見沼グリーンセンター 

内容：味噌田楽(600食完売！)・ジュースの販売 

   3年ぶりに開催されました！ 

   初参加の利用者さんがほとんどでしたが楽

しみながら接客や販売、呼び込みをしまし

た。 
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６ 施設の自慢・特色  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内職の種類は 10種類以上あります！ 

種類が多くある理由は１つ１つに難易度を

付け、内職でもステップアップしてもらいた

いからです。 

大学の施設清掃や独立行政法人の庁舎

内の清掃を年間通して委託を受けてい

ます。 

工賃アップに大貢献！本当に地域の

方々に感謝しています。 

施設外就労の清掃はトイレに始まり

モップがけ、洗面台、掃除機、ゴミ集

めなど様々な作業に取り組みます。 

求人職種の多い、清掃のスキルのアッ

プに繋がります。 

 

卒業式では、卒業証書と記念品、寄せ

書きをプレゼントします。 

就職してからも使えるような社会人

アイテムです☆彡 

ジョブセンターは本棟・新棟の２つの

建物で活動をしています。 

利用者さんの性格や特性に合った環

境で自分のペースで取り組めます。 
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イベントの時の集合写真はみんな笑顔で

一杯♪ 

職員利用者入り乱れで、ハイチーズ(^^♪ 

福祉系学校からの職場実習生の受け入

れも積極的に行っています。 

利用者さんとも沢山関わっていただい

ています。事業所にとっても第三者が

関わる貴重な機会となっています。 

希望する方には自己負担 250 円で栄養バ

ランスに優れたお弁当を提供しています。 

 

平均年齢 28 歳。10 代と 20 代が約

73％を占めている比較的若い世代

が集う事業所です。 

歳の近い身近な先輩がいっぱいいま

す！ 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

社会福祉法人 独歩 

 

 
① ドッポケアホーム宝来 ② ドッポケアクラブ 

  所在地 西区宝来 382-1 
 

所在地 西区西大宮 3-19-12 

  
施設類型・ 

定員数等 

グループホーム（６）・ 

ショートステイ（１）  

施設類型・ 

定員数等 

居宅介護（身体介護や家事援助）・

移動支援等 

      
 

    

③ どっぽ就労塾日進（就労訓練特化型放デイ） ④ どっぽカフェ 

  所在地 北区日進町 2-1112 
 

所在地 西区西大宮 3-19-12 

  
施設類型・ 

定員数等 
放課後等デイサービス（１０） 

 

施設類型・ 

定員数等 
就労継続支援 B型（２０） 

      
 

    

⑤ クックキング 

 

 
  所在地 

北区宮原町１丁目 530-1ボランテ加

茂宮 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労継続支援 A型（１０）  


