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つばさ共同作業所 

（社会福祉法人 鴻沼福祉会） 

１ 施設の概要 

定員 生活介護  ４０人 

就労継続支援Ｂ型 ２０人 

所在地 （主たる事業所） 

さいたま市中央区 

上峰 2-10-20 

https://goo.gl/c0ALTn 

（従たる事業所） 

さいたま市中央区 

円阿弥 1-3-15 

https://goo.gl/nlSBP9 

アクセス （主たる事業所） 

与野本町駅より徒歩１５分 

（従たる事業所） 

大宮駅よりバス円阿弥下車徒歩３分 

北与野駅より徒歩２０分 

連絡先 （主たる事業所） 

TEL：048-854-8000 

FAX：048-854-3538 

 (従たる事業所) 

TEL・FAX：048-854-8146 

開設日 １９８６年（昭和６１年） 

開所日時 月曜日から土曜日 8:30~17:00 

日曜日 10:00~14:00 

平均年齢 平均：４３．３歳 

最年少：１９歳 

最年長：６９歳 

送迎範囲 中央区・浦和区・南区 

（区全域ではないので送迎が可能か

否かは応相談） 

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 受け入れ可 

医療的 

ケア 

なし 

その他 

設備 

 

エレベーター   あり 

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 

つばさ共同作業所は４年間の小規模作業所時代

を経て、１９８６年（昭和６１年）旧与野市に知的

障害者通所授産施設（当時）として開設されまし

た。孤独な在宅生活を余儀なくされていた障害の

ある人たちや養護学校（現在の特別支援学校）を

卒業しても行き場のない人たちの「社会に出て働

きたい」「人間としてあたりまえの生活がしたい」

という願いに応えていくために、障害の重軽を問

わずに受け入れてきました。 

 

つばさ共同作業所では、障害のある人たちの願

いとその生活実態をもとにして労働や生活を支え

る支援を行っています。社会とのつながりを大切

にして、様々な仕事に取り組んでいます。そして、

働くことを通して利用者ひとりひとりが権利の主

体者として地域の中でその人らしく豊かに生きて

いことを大切にしています。 

「障害者の完全参加と平等・すべての人々が人

間らしく豊かに育ちあえる地域づくりをすすめる

ために」は鴻沼福祉会の活動理念です。利用者支

援のあり方についても、地域でのさまざまな活動

場面においても、常にこの理念を中心にすえてい

ます。

 

主たる事業所 

従たる事業所 

施設長の酒井です 
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３ 事業内容の紹介
生活介護事業 

生活介護事業は働くことを大切にしています。３つの作業班に分かれて行って

います。どのグループに所属するかは実習などを通してご本人の希望や適性を

考えて決めていきます。１か月の平均工賃は 23,000円です。 

 

野菜（じゃがいも・たまねぎ）の袋詰め作業を行っています。トラックで運ばれて

くる野菜の荷下ろしから始まり、袋詰めや箱詰め、トラックへの積み込み、納品と

いった様々な工程を役割分担し、みんなで力を合わせて行っています。 

 

主に靴の保管時に使用する乾燥材の袋詰めや梱包作業を行っています。取引

業者が近いため、台車での荷受や納品を利用者が直接行っています。ひとり

ひとりに合った作業を考えながら、毎日目標をもって仕事に取り組んでいま

す。 

 

自動車部品の袋詰めやシール貼り、梱包などの仕事を行っています。細かい部品から

シール貼り、荷下ろしなど様々な作業工程があり、利用者の得意な仕事を中心に分担

して働いています。仕事以外でも活動として、散歩や食事企画なども話し合いをしな

がら行っています。 

 

 

就労継続支援事業 B型 

就労継続支援事業 B型は、2つの作業班です。実習を通して利用者本人の希

望や適性から所属を決めています。1か月の平均工賃は 26,000円です。 

 

とうふ関連商品の製造と販売を行っています。国産大豆 100パーセントの豆

乳からとうふをつくる製造部とそれを引き売りやイベントなどで販売する販

売部に分かれて働いています。 

 

ＤＭ便の配達と仕分けを行っています。会社の中で働く施設外就労のグル

ープです。午前中はＤＭ便を徒歩や自転車で配達し、午後は次の日に配達

するＤＭ便を地域ごとに仕分けします。 
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４ 事業の紹介写真 

   

乾燥材を袋に入れ、シーラー
機で封止めをします。封入の
向きや数を間違えないよう
注意しながらすすめます。 

いろいろな種類の自動車部品
を決められた方法で加工しま
す。細かい仕事もありますが、
ひとりひとりに合った治工具
などをつかってみんなが作業
に参加できる工夫をしていま
す。 

じゃがいもやたまねぎを
袋詰めし、梱包して納めま
す。商品はその後スーパー
などの店頭に並び販売さ
れます。 

国産大豆のミヤギシロメ
をつかった甘くて濃厚な
とうふを決まった曜日、
時間に引き売りしていま
す。また、イベントなどで
はとうふに関連する総菜
商品なども販売していま
す。とうふ屋の屋号は「一
豆（いちず）」といいます。 

そめや共同作業所でつくっ
ているお弁当を食べます。 

送迎は合わせて 4コース行っ
ています。 

朝の会は各班で行います。そ
の日の予定や仕事の確認な
どを全員で行います。 

配達するお宅を地図に落と
し、配達ルートを書いてＤＭ
便の配達に出かけます。配達
方法は徒歩と自転車のどちら
かですが、安全面を考慮して
決めていきます。午後はＤＭ
便の仕分けを行っています。 
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５ 年間の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事名：入所式・辞令式 
時期：4月 
場所：作業所内 
内容：新しい利用者を温かく迎えます。入所式のあと

は、利用者全員に施設長から辞令を渡します。
「今年度も１年間がんばろう」とみんなで確認
し合います。 

行事名：旅行 
時期：１１月 
場所：那須（２０１６年度） 
内容：利用者の希望から行先を決め、２つのグループ

に分かれて１泊旅行にいきます。 

行事名：成人を祝う会 
時期：１月～２月 
場所：区内コミュニティホール 
内容：二十歳を迎えた利用者へ成人のお祝いをみん

なでします。 

行事名：新年会・忘年会・暑気払い 
時期：未定 
場所：区内飲食店 
内容：利用者の希望を聞いて、お店を選び班ごとにみん

なで出かけます。おいしいものを食べ、楽しい時間
を過ごします。 

行事名：還暦を祝う会 
時期：１月～２月 
場所：区内コミュニティホール 
内容：還暦を迎えられた利用者をみんなでお祝いし

ます。 
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６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者全員に「年休」があります。通院や私的な用事
などで、お休みしても年休を使えば給料は保障されま
す。 
毎年、4 月 1 日は仕事内容や給料、年休を記した「辞
令」を施設長から利用者全員に渡しています。利用者
の「働く権利」の水準を高めていきたいと考えていま
す。 

数年に 1回、鴻沼福祉会コンサートを埼玉会館大ホ
ールで開催しています。コンサートにはプロのアー
ティストの演奏だけでなく、鴻沼福祉会の全事業所
の利用者・職員などが出演するステージもつくって
います。利用者の夢や願いをもとにつくったオリジ
ナル曲も多数あり、ステージ上での利用者のいきい
きとした姿に毎回、多くの共感が寄せられていま
す。 

主たる事業、従たる事業所それぞれで利用者全員
が集まる「仲間の全体会」を月 1回行っています。
会の中では班ごとの 1か月の振り返りや、施設か
らの情報提供を行います。また、法人や施設行事
についてみんなで考える機会としています。会の
後半では利用者から施設や職員に対しての要望な
どを聞き、事業所の運営に生かせるようにしてい
ます。 
各班の中からは代表者 1名が鴻沼福祉会の利用者
代表者会議（「しあわせ会」）にも参加しています。
「利用者が主人公」であるという考えを軸に据え
た運営につなげています。 

毎年 2月には、鴻沼福祉会の全事業所が集まって「実
践報告会」を開催しています。全事業所から実践レポ
ートが報告されます。個別支援や就労支援のとりくみ
を職員がレポートにまとめます。レポートには、職員
がどんな観点をもって実践にとりくみ、利用者がどの
ように成長してきたかが描かれています。その報告を
利用者・家族・職員・関係機関のみなさんなど、みん
なで聞いて、討議をし今年度の実践の前進点や今後の
課題などを確認し合います。 

その他 
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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 鴻沼福祉会 

 

① そめや共同作業所 【見沼４】 ② あざみ共同作業所 【見沼５】 

  所在地 見沼区  所在地 見沼区 

  

施設類

型・ 

定員数等 

就労継続支援Ｂ型（20）  
施設類

型・ 

定員数等 

生活介護（40） 

           

③ きりしき共同作業所 【中央６】 ④ のぞみホーム 

  所在地 中央区  所在地 見沼区 

  

施設類

型・ 

定員数等 

就労継続支援Ｂ型（20）  
施設類

型・ 

定員数等 

共同生活援助（6） 

短期入所（3） 

           

⑤ 第 1たかさご荘 ⑥ 第 2たかさご荘 

  所在地 中央区  所在地 中央区 

  

施設類

型・ 

定員数等 

生活ホーム（9）  
施設類

型・ 

定員数等 

生活ホーム（9） 

           

⑦ 第 3たかさご荘  なつめホーム 

  所在地 中央区  所在地 中央区 

  

施設類

型・ 

定員数等 

生活ホーム（6）  
施設類

型・ 

定員数等 

生活ホーム（5） 

           

⑨ かえでホーム ⑩ かりんホーム 

  所在地 中央区  所在地 中央区 

  

施設類

型・ 

定員数等 

生活ホーム（5）、 

ショートステイ（2） 
 

施設類

型・ 

定員数等 

生活ホーム（5） 

         

⑪ よつばハイツ ⑫ 中央区障害者生活支援センター来夢 

  所在地 中央区   所在地 中央区 

  

施設類

型・ 

定員数等 

生活ホーム（5）   

施設類

型・ 

定員数等 

さいたま市障害者生活支援セ

ンター 
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⑬ 見沼区障害者生活支援センター来人 ⑭ 地域活動支援センター来夢 【中央９】 

  所在地 見沼区   所在地 中央区  

  

施設類

型・ 

定員数等 

さいたま市障害者生活支援セン

ター 
  

施設類型・ 

定員数等 

さいたま市地域活動支援セ

ンター事業（Ⅰ型事業） 

         

⑮ ひかりホーム 
  

 
  所在地 西区 

  

施設類

型・ 

定員数等 

共同生活援助（6） 

短期入所（3） 
  

 


