
北２ 

日進職業センター 

（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 就 労 移 行  １５人 

就労継続Ｂ  ２５人 

所 在 地 さいたま市北区日進町 

３－１５１ 

 

 

アクセス JR高崎線 宮原駅から徒歩７分 

JR川越線 日進駅から徒歩８分 

連 絡 先 TEL：048‐666‐3434 

FAX：048‐666‐1576 

開 設 日 昭和 61年４月１日 

開所日時 月曜日～金曜日 ９：00～16：00 

平均年齢 就 労 移 行：２３歳(１８～４４歳) 

就労継続Ｂ：４５歳(３４～６４歳) 

送  迎 なし 

食事提供 あり（１食あたり 250円の負担あり） 

工賃 

(R3平均) 

就 労 移 行   8,042円／月 

就労継続Ｂ  15,124円／月 

入  浴 なし 

車 い す 受入不可 

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 

日進職業センターは昭和６１年４月に開所以来、

社会的自立と就労自立の実現を目標に、地域にお

住いの障がいのある方に働く場としてご利用いた

だいてきました。 

現在は、就労移行支援事業及び就労継続支援事

業Ｂ型の多機能型事業所として、一人ひとりが望

む働き方、働き甲斐に寄り添い、個性・主体性・

可能性を尊び、豊かな生活を送れるよう支援する

ことを基本方針としています。 

そのため、作業や職業訓練の充実を図る一方で、

日々の生活を通して働くことの意義や必要性を見

つめ、地域生活を営んでいくために必要なスキル

を身につけていただけるようなプログラムをご用

意しています。 

就労移行支援事業では、警察や通信会社から講

師をお招きし、就職していかれたＯＢ・ＯＧを交

えてルールやマナーの学習会を開催するなど、公

共交通機関の利用や購求力の向上を目的として社

会生活力に着目したプログラムを実施しています。

学校卒業後すぐの方には、こうしたプログラムを

より理解しやすい解説とディスカッションを交え

たファーストプログラムをご用意しています。 

就労継続支援事業Ｂ型では、マナーとルールの

習得を目的とした社会体験学習や余暇支援の一環

としてリフレッシュタイム、アートタイム、クラ

ブ活動を実施しています。 

ＪＲ２駅から徒歩１０分圏内という利便性に恵

まれ、これまで積み重ねてきた就労実績と就労ア

セスメント技術、確実な作業を信頼して契約して

くださっている企業との連携、隣接企業との災害

時相互援助協定など、特色豊かな事業所です。こ

れからも、社会福祉法人としての責任と役割を自

覚し、地域福祉の拠点となることを目指します。
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３ 事業内容の紹介  
 

 就労移行支援  

就労移行支援では、大きく「職業スキル」と「社会生活スキル」に分

けてアセスメントを行い、可能性の発見と働く力の開発に努めています。 

付録雑誌の加工、チラシのはさみ込みなどの受注作業を通じて職業ス

キルや職種、時間、環境など適性を確認し、外出や学習会、ミーティン

グを通じて社会生活スキルの確認を行っています。 

また、施設外就労として定期的に近隣の大型店舗にて値札付けや品出

しを行うなど、お客様に接しながら実際の就労に近い形で経験を重ねる

こともできます。 

毎日の活動は、どのような環境のもとで、どのような支援を行えば、

企業の中で力を発揮することができるかという視点でアプローチをして

います。身につけるべきものと支えるべきものを明確にし、それをフィ

ードバックすることでご自身の理解を深め、それぞれの個性を活かせる

職場につなげています。 

就職後も職場を訪問して現状を確認することや、親睦会を開催して仲間

と顔を合わせる場を設けるなど、働き続けるための支援を行っています。 

 

 

 

 就労継続支援 B 型  

就労継続支援Ｂ型では、働くことを通して喜びや生きがいを感じ、充

実した日々が送れるよう支援をしています。 

作業内容は、有名ホテルで使用されるアメニティグッズの検品と箱詰

め、アジアン雑貨の商品化加工、広告チラシの封入や住宅設備会社で使

用した軍手の洗浄等を行なっています。複数の作業工程で、一人ひとり

のペースや状態に合わせた取り組みを提供しています。 

また、希望に応じて、企業就労の支援も行っています。日頃の活動を

通じて準備を整え、職場実習など企業で働く体験を提供し、企業就労へ

繋げていきます。 

その他、余暇の充実を図るクラブ活動やリフレッシュタイム、社会人

としてのマナーや生活スキル習得を目的とした外出体験のプログラムも

行なっています。 
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４ 事業の紹介写真 
 
  就労移行支援  
  

【パソコン訓練】 

作業以外にも個別の 

訓練でスキルアップ 

を目指します。 

【チラシのはさみ込み】 

チラシを折って、はさみ 

込んでいきます。納期が 

短いのでスピードも大切 

です。 

【施設外就労】 

衣料の値札付けなど、 

買取品を店頭に出す 

商品化を行っています。 

【リフォーム資材の作成】 

床板の張り替えで 

使う大切な資材。 

３cmにカットし、 

２５枚セットにします。 

【雑誌付録の加工】 

毎月変わる付録内容。 

買う方の顔を想像し 

ながら、見本のとお 

りに仕上げます。 

【体験】 

公共交通機関の利用、 

買い物、外食などの 

経験を重ね、社会 

生活力を高めます。 

【企業見学会】 

企業で働くとはどういうこ

と？ 

会社の方や実際に働いてい

る方の話を聞き、就労に大

切なことを学びます。 

【学習会】 

社会生活に必要なルール

やマナーを学びます。内

容により就職した OB・

OG も参加できるように

しています。 

【OB・OG との親睦会】 

これまで就職した OB・OG

と現在利用されている方

で、チーム対抗ゲームや食

事を通じて親睦を深めま

す。とても盛り上がりま

す！ 
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 就労継続Ｂ型  

【アメニティ検品】 

有名ホテルのアメニティ

ですので、より厳しい検

品基準があります。 

ベテランは、チリひとつ

見落としません。 

【アメニティ箱詰め】 

厳しい検品をクリアし

た製品を箱詰めしてい

きます。 

お客様が宿泊を快適に

過ごせるように、丁寧

に詰めていきます。 

【軍手の洗浄】 

一枚一枚向きを揃え、 

ほつれた糸を切り、１０ 

組にして納品します。 

【アジアン雑貨の加工】 

洗浄、バリ取り、コーテ

ィング加工と製品によ

り異なる多様な加工を

工程を分けて行ってい

ます。 

【クラブ活動】 

年３回のクラブ活動では、

季節を感じながらのウォ―

キングや卓球、カラオケ等

を行います。みんなが楽し

みにしている活動です。 

【軍手の洗浄】 

業務用の洗濯機を使い、

しっかりと汚れを取り

除きます。 
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 ５ 施設の年間の行事 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事名：学習会（移行） 

時期：年２回 

場所：事業所内 

内容：消費者トラブル、SNS トラブル等、スマートフ

ォンの安全な使い方や、就労マップを用いた目標設定

など就業生活に必要な力を養います。 

行事名：体力づくり（移行） 

時期：年５回 

場所：近隣の公園、事業所内 

内容：毎日の歩数測定、ウォーキング、体力測定など、

体力を養うとともに、健康管理の意識を高めることを

目的としています。 

行事名：社会体験学習（継続Ｂ） 

時期：年１回 

場所：教養娯楽施設、体験型施設等 

内容：公共施設を利用することで、楽しみながら社会

人としてのマナーやルールを習得できるようにしてい

ます。 

行事名：クラブ活動（継続Ｂ） 

時期：年５回 

場所：事業所内 

内容：楽器演奏、ダンス、年度末発表会 

音楽クラブとダンスクラブを選択していただき、活動

しています。身体を動かしたり、音楽を楽しむことで

日頃の労をねぎらい、心身をリフレッシュさせます。 
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行事名：外部講師による講習会 

時期：年２回 

場所：主に事業所内 

内容：体操、フラワーアレンジメント等 

外部より講師を招き、体操やアートに接しながら、健康

意識や季節感を楽しんでいただけるようにしています。 

行事名：アートタイム（継続Ｂ） 

時期：年１回 

場所：事業所内 

内容：作品を通して、個々の思いを表現してもらうこ

とを目的としています。作品は日進駅ステーションギ

ャラリーに展示する予定です。 

行事名：地域クリーンアップ・ロードサポート 

時期：月１回以上 

場所：事業所周辺 

内容：地域の環境美化に対する認識を深めるとともに、

清掃道具の扱いに慣れ、確実な清掃活動を行うように

しています。 

行事名：打ち上げ会 

時期：年１回 

場所：事業所内 

内容：１年の締めくくりとして利用者同士の親睦を図

り、歌舞などを披露して自己表現の場としています。 

※ 行事については、感染症等のまん延状況により

縮小または中止とすることもあります。 

行事名：リフレッシュタイム（継続Ｂ） 

時期：年２回 

場所：事業所内 

内容：DVD 鑑賞、運動他 

仕事からリフレッシュを図るとともに、利用者相互の

親睦を深めることを目的としています。 

 



北２ 

６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JR 高崎線宮原駅及び JR 川越

線日進駅の両駅から徒歩 10

分圏内で、利便性に優れてい

る場所にあります。 
 

年１回、日進駅のギャラリー

に作品を展示しています。 
 

公認心理士による検査や面談

を毎月行っています。希望に

応じて、心理士からご家族向

けにフィードバックを行いま

す。 

 

就労し自立を目指すために、

日常生活や社会生活の見直し

と確認をする時間を設け、働

く準備をするようにしていま

す。 

 

 

隣接している会社と災害時に

お互いに援助する協定を結ん

でいます。 

 

 

日進職業センター 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

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)、短期入所

(空床型) 

  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 西区大字佐知川 299-16   所在地 岩槻区大字黒谷 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 岩槻区大字黒谷 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 かやの木 【中央１】 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 中央区本町西１-６-３   所在地 北区本郷町 17-７ 

  施設類型・ 

定員数等 

生活介護(18)、就労継続支援

Ｂ型(10)、 

  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) 
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⑬ さいたま市みずき園 【中央４】 ⑭ 障害者福祉施設みのり園 【西８】 

  所在地 中央区大戸２-７-21   所在地 西区三橋６-1587 

  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 

身体障害者福祉センター(定

員なし)、放課後等デイサービ

ス(10) 

       

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(医療型(30)・福

祉型(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) 

   

 


