桜３

アスタネ
（株式会社ゼネラルパートナーズ）

１

施設の概要

定
員
所 在 地

アクセス

連 絡 先
開 設 日
開所日時
平均年齢

２

就労継続支援 A 型
20 人
さいたま市桜区
西堀 8 丁目 3-15-1
https://goo.gl/WYpEml
JR 埼京線「中浦和駅」
「南与野駅」
より徒歩 10 分
浦和駅西口よりバス 9 分、
「西戸橋」
バス停下車、徒歩 1 分
TEL：048-851-3900
FAX：048-851-3800
2015 年 4 月 1 日
月曜日～日曜日 8:00～17:00
平 均：42 歳

送
迎
食事提供
工賃・
賃金

入
浴
車 い す
医療的
ケア

最年少：20 歳
最年長：63 歳
なし
なし
時給 956～986 円
4 時間勤務～7 時間勤務
契約時間が 1 時間伸びるごとに＋
10 円
なし
受入不可
なし

施設の運営方針・理念
精神障がい（うつ病・躁うつ病・統合失調症）のある方を中心
に、知的障がい、身体障がいのある方が地域で安心して働ける場
としてつくられた就労継続支援 A 型事業所です。しいたけ栽培を
行う農業従事者として働きながら、経済的自立と安定した就業が
できるようサポートしています。
仕事内容は、収穫、パック作業に限らず、伝票作成などの事務
系業務、試食イベントなどの接客業務と幅広くご活躍頂ける場を
用意しております。
もちろん、アスタネでの長期就労も可能となっています。

体調が安定し、必要となるスキルが身についた方には就職支援を行います。アスタネを運営して
いる株式会社ゼネラルパートナーズでは、就職・転職支援サービスといった人材紹介事業、就職に
向けた障がい別の専門的な教育・研修を行う事業として就労移行支援事業所を複数開所しており、
就職において必要となるノウハウや就職実績が多数あります。これらの事業と連携することで、情
報提供や求人紹介が可能となっており、応募書類の添削や面接対策などの支援が充実しています。
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事業内容の紹介
アスタネでは、「しいたけ」というアイテムを通して様々な取
り組みをチームで行っています。
収穫チームでは、1 日の作業内容を決める割付の設定、収穫、
菌床の浸水作業、入荷作業、廃棄作業、清掃作業を時間内に出来
るように全員で協力して作業をして頂いております。また、栽培
環境を一定に保つために、データの入力と分析も皆さんに考え、
実施して頂いています。
仕分け・PAC 詰めチームでは、基準に沿って仕分け・PAC 詰

めを行って頂くだけではなく、出荷量の調整、ラベルシールの貼付、ダンボール詰め等、出荷にお
ける一連業務を行って頂いています。
その他にも、販売イベントなどの企画を考えて、準備、実
施して頂く販売企画チーム。
売上の納品書、請求書の作成から入金を管理する経理チー
ム。
アスタネブランドを地域に広げるために SNS などを使っ
て広報を行う広報チーム。
どのチームも、協力し、一緒に考え、意見を出し合いなが
ら働いているため、活気溢れる施設となっております。
また、働く皆さんの可能性を最大限に活かす、発揮する事が出来るように職員もサポートをさせ
て頂きます。
仕事へのやりがい、責任感、達成感などを大切に考えており、
「やってみよう。楽しもう」をキー
ワードに仕事をして頂いています。
アスタネは月曜日から日曜日まで毎日開所しており、
週 5 日、10 時から 15 時までの勤務となります。勤怠が
安定し、体調に問題のない方は最長 8 時～16 時までご勤
務頂けます。
対象障がいは、うつ病・躁うつ病・統合失調症の方と
なっており、担当医より週 20 時間以上の就業許可が下
りている方にご勤務頂いています。始めから週 5 日勤務
に不安がある方は、勤務日数を相談しながらご勤務頂け
ます。
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事業の紹介写真

朝 10 時から朝礼。
作業分担の発表

パックの仕分け作業。
常時、3 種類のパックを作成し

近隣保育園の

てパック器に流しています。

収穫体験。

代官山の猿楽祭に参加しました。
企画、運営をスタッフで行って

代官山ヒルサイドテラスのイベント出店。

もらい、椎茸の新しい質や価値を

椎茸の新しい価値の提案と、精神障がいの

提案しました。

方が働いている姿を社会に発信していま
す。

栽培棟の収穫方法、チームミーティング。

地元スーパーマーケットのお取引先様の

収穫量を増やす、安定させるために話し

見学受け入れ。

合いを行っています。

事業説明をさせて頂き、その後は実際に働
いて頂きました。
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施設の年間の行事

行事名：ハロウィンパーティー

行事名：猿楽祭

時期：10 月末

時期：10 月

場所：施設内休憩所

場所：代官山

内容：お菓子をみんなで食べて懇親を

内容：マーケットイベントに椎茸販

深めます。

売で参加しています。

行事名：保育園バザー
時期：11 月
場所：保育園
内容：椎茸の詰め放題で参加してい
ます。
11 月

行事名：試食イベント
時期：月 20～30 回
場所：近隣のスーパーマーケット
内容：椎茸の試食イベントをお店で実施
しています。

インフルエンザ予防接種

（場所：近隣の病院）
費用は会社負担で予防接種を受けて頂
けます。
1 月～2 月 健康診断
（場所：近隣の病院）
週 30 時間勤務となり、社会保険に加入さ
れた方は健康診断を受けて頂けます。

12 月末

クリスマスパーティー

（忘年会）
（場所：施設内休憩所）
軽食を用意して、みんなで食べて

懇親を深めます。
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施設の自慢・特色
●A 型事業所としては珍しい農業
を事業としています。『しいたけ
栽培』は未経験でも活躍でき、女
性も活躍しています。
●エアコンの温度管理、加湿管理を
行うことで、安定して質の高い椎
茸を生産しています。

●収穫・パック詰め作業だけではなく、幅広い仕事
を用意しております。

●日常業務で体力・集中力を養うことが出
来、達成感を得ることも出来ます。

●東京、埼玉にある百貨店様、スーパーマ
ーケット様に数多くお取り扱いして頂い
ております。
●交通費実費支給、上限 1 万円ございます。
※勤務日数によりお支払いの仕方が変わり
ます。
●シフト制のため、通院日を考えて、お休
みを取ることが可能です。
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法人が運営しているその他の施設

株式会社ゼネラルパートナーズ
① atGP ジョブトレ秋葉原
所在地

東京都千代田区

施設類型・ 就労移行支援事業所（20）
定員数等
対象：うつ症状のある方
③ atGP ジョブトレお茶の水
所在地

東京都文京区

施設類型・ 就労移行支援事業所（20）
定員数等
対象：統合失調症の方
⑤ atGP ジョブトレ梅田
所在地

大阪府大阪市

就労移行支援事業所（20）
施設類型・
対象：うつ症状のある方／発達障が
定員数等
いの方
⑦ atGP ジョブトレ IT・Web 渋谷
所在地

東京都渋谷区

就労移行支援事業所（20）
施設類型・
対象：障がいがあり、働く意欲のな
定員数等
る方
⑨ atGP ジョブトレ IT・Web
所在地

千葉県船橋市

就労移行支援事業所（20）
施設類型・
対象：障がいがあり、働く意欲のな
定員数等
る方

② atGP ジョブトレ大手町
所在地

東京都千代田区

施設類型・
定員数等

就労移行支援事業所（20）
対象：聴覚障がい／発達障がいの方

④ atGP ジョブトレ秋葉原第 2
所在地

東京都千代田区

施設類型・
定員数等

就労移行支援事業所（20）
対象：発達障がいの方

⑥ atGP ジョブトレ横浜
所在地
施設類型・
定員数等

神奈川県横浜市
就労移行支援事業所（20）
対象：うつ症状のある方/発達障が
いの方

⑧ atGP ジョブトレ IT・Web 秋葉原
所在地
施設類型・
定員数等

東京都千代田区
就労移行支援事業所（20）
対象：障がいがあり、働く意欲のな
る方

⑩ atGP ジョブトレ IT・Web 大宮
所在地
施設類型・
定員数等

埼玉県さいたま市大宮区
就労移行支援事業所（20）
対象：障がいがあり、働く意欲のな
る方

