岩槻２

さいたま市槻の木
第１やまぶき
（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
所在地

アクセス
連絡先

開設日
開所日時

２

就労移行支援
６人
就労継続支援Ｂ型 １６人
さいたま市岩槻区
古ヶ場 2－1－11

東武野田線東岩槻駅から徒歩 40 分
TEL：048-794-5005
FAX：048-794-5082
e-mail:daiichiyamabuki.syazi@nifty.com
昭和 57 年 4 月
月曜日～金曜日 9：00～16：00

平均年齢

食事提供
賃金・
工賃
入浴
車いす

平均：38 歳
最年少：21 歳
最年長：53 歳
東岩槻駅と施設間での送迎となり
ます。
あり
月額平均 約 5,300 円
（令和２年度）
なし
可

医療的

なし

送迎範囲

ケア

施設の運営方針・理念

槻の木第１やまぶきは、さいたま市と岩槻市
の合併に伴って平成１７年４月から、さいたま

第２やまぶき」とも、事業の実施、利用者支援、
職員研修等で連携しています。

市社会福祉事業団が運営を行っており、開設当

具体的な取り組みとしては、利用者の意向、

時は「地域デイケア施設」として運営されてい

適性、障害の特性等の事情を踏まえた個別支援

ましたが、平成１９年４月からは障害者自立支

計画を作成し、これに基づいたサービスを提供

援法による就労移行支援・就労継続支援事業Ｂ

するとともに、その効果について継続的な評価

型へ移行し現在に至っております。

をしていきます。

これまでに培ってきた、利用者理解、具体的

また、利用者の意思及び人格を尊重して、常

な支援内容、ご家族や地域との関わりやご理解

に利用者の立場に立ったサービスを提供すると

と信頼、地域特性の理解などを施設運営に生か

ともに、利用者の人権を擁護、虐待の防止等の

して続けていきたいと考えています。

ため、職員の人権意識、利用者支援の知識及び

また、同じ岩槻区内にある「槻の木」
、
「槻の木

技術向上に努めています。

岩槻２
３

事業内容の紹介

就労移行支援事業

就労継続支援 B 型

定められた期間において、生産活動その
他の活動の機会の提供を通じて、就労に必
要な知識及び能力
の向上のために必
要な訓練等を提供
します。

利用者に対して、就労の機会を提供する
とともに、生産活動その他の活動の機会の
提供を通じて、その知識及び能力の向上の
ために必要な訓練等を提供いたします。

「就労支援」についての具体的な取り組
みは、次のとおりです。
・就労に必要な体力の維持・向上のプログ
ラムを実施します。
・生産活動等を通して、職業人としての労
働習慣の獲得、持続力、就労意欲の向上
を目指します。
・所内・外の作業、生産活動等を通して製
造、清掃、事務等における一般知識、理
解力、作業能力の向上を図ります。
・集団生活、社会体験活動等を通して社会
人としての職場における協調性、職場規
律、社会規律、対人関係のマナー、身だ
しなみについて支援します。

※上記写真（所外清掃）
新型コロナウイルス感染症のため、現在は中止して
います。

就労継続Ｂ型事業は、
「工賃の向上」に努め
つつ、
「健康に通い続けられる」ことを目標
に事業を行っています。
・作業内容や受注量、単価について定期的に
見直し改善点を検討しています。
・朝礼や作業報告の場で、受注量や単価、本
日及び今月の売上金額等について話す機
会を設けて、目標金額と実績金額を把握
し職員、利用者ともに工賃向上に向けて
の意識改革につなげています。
・既存業者の新規作業、新規業者の開拓を行
っています。
・作業環境、作業工程の細分化、利用者に合
った冶具を作成、午前・午後に休憩時間を
設け集中力、効率性、合理性を高めていま
す。
・自主製品（紙すき）の販路拡大とともに、
デザインの工夫や品質の均一化など商品
力を高める取組みを行っています。
・体力づくりや健康管理、利用者の満足感を
増やす事により、毎日利用したい事業所
を目指しています。

岩槻２
４

事業の紹介写真
所外作業
令和４年１月から、週２
回（火・木）近隣の会社に
出向き野菜の袋詰め作業
を行なっています。

紙すき作業
牛乳パックのコーティング
をはがすなどの処理をした
後に、パルプにします。パ
ルプをすいて紙にします。

紙すき作業
すいた紙を製品に仕上げます。
ポチ袋、しおり、封筒などに加
工して、区民まつり等のイベン
トや岩槻区役所でのピアショ
ップ、などで販売しています。

１日の流れは、次のとおりです。
仏具カバー
台紙に貼る作業です。

仏具カバー
完成した仏具カバーを袋
詰めしています。

9時

通所、着替え
朝の会
出席の確認、ラジオ体操
今日の作業の確認

9時 15分 作業
10時 20分 休憩
10時 30分 作業再開

材料の検品作業
不良品がないか、一つずつ、
丁寧に検品していきます。

部品の数え作業
数種類の細かい部品を
指示された数量（１～
３６個）に数えます。

12時

昼休み

13時

作業開始

14時

休憩

14時 10分 作業再開
作業終了

15時 10分 作業報告
ストレッチ体操

15時 20分 清掃
日誌の記入

15時 30分 着替え
15時 45分 帰宅

高齢者施設内清掃の受託
週に２回、近所の高齢者施設
の館内清掃に行っています。
（食堂、廊下、トイレ）
※現在は中止しています。

日誌の記入
その日行った作業や活
動を記入し、帰宅しま
す。

岩槻２
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施設の年間の行事
※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて中止または内容の変更があります。

行事名：社会体験活動
時期：毎年５月と１０月頃（年２回）
場所：東京スカイツリー、水族館、映画鑑賞、博物館、散髪、
買い物体験等、利用者の希望に応じて決定
内容：５月は少人数で公共交通機関を利用して実施
１０月は個別のニーズに合わせて実施

行事名：花いっぱい運動
時期：毎年５月と１１月
場所：施設内花壇
内容：季節の花の苗植え
花壇の手入れ（随時）

行事名：さいたま市ふれあい
スポーツ大会
時期：９月後半の日曜日
場所：岩槻文化公園
内容：利用者が競技に参加

行事名：所外研修
時期：毎年９月中旬
場所：近隣県内
内容：貸切バスを利用
した工場見学

行事名：避難訓練
時期：毎年６月と１月
場所：施設
内容：年２回のうち１回は
消防署の立ち合いの
もと実施

岩槻２
６

施設の自慢・特色

牛乳パックや児童センターの古紙をリ
サイクルして、紙すき製品を作成して
います。
季節に合わせたメッセージカードや、
ポチ袋が人気です。

地域のイベントに参加しています。
紙すき体験行い、地域の方々と紙すき
をとおして交流しています。
イベントでの販売活動を行い、地域の
方々と交流をしています。

同法人内の児童センターにおいて、
夏休みに紙すき体験を実施して、地
域の子供たちと交流します。

高齢者施設の清掃作業や近隣の会
社での野菜の袋詰め作業を行なっ
ています。
それぞれ週２回実施しています。
※高齢者施設での清掃作業は新型コロナ
ウイルス感染症のため、現在中止してい
ます。

継続支援事業Ｂ型では、月１回クラブ活動を行っています。
・創作クラブ…絵画、ビーズ等
・スポーツクラブ…バスケットボール、卓球、ビーチバレー、キャッチボール等
・ウォーキングクラブ…体力に応じて距離やペースを決定します
※半年ごとに希望をとり、活動します。

岩槻２
７

法人が運営しているその他の施設
①

③

さいたま市大崎むつみの里第１事業所
【緑１】
所在地
緑区大崎 37-１
施設類型・ 生活介護（70）
、就労移行支
定員数等
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）

②

緑区障害者生活支援センターむつみ

④

所在地
緑区大崎 37-１
施設類型・ 児童発達支援（30）、保育所等
定員数等
訪問支援・相談支援（定員な
し）

所在地
緑区東浦和３-２-７
施設類型・ 相談支援（定員なし）
定員数等

⑤

むつみホーム大間木

⑨

⑪

さいたま市障害者福祉施設春光園うえみ
ず 【西１】
所在地
西区佐知川 299-16
施設類型・ 生活介護（20）
、相談支援（定
定員数等
員なし）

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
見沼区宮ケ谷塔１-280
施設類型・ 生活介護（77）
、生活訓練（10）
、
定員数等
相談支援（定員なし）

⑧

さいたま市槻の木 【岩槻１】
所在（区） 岩槻区黒谷 1135-２
施設類型・ 生活介護（50）
、相談支援（定
定員数等
員なし）

さいたま市槻の木第２やまぶき【岩槻３】 ⑩

かやの木【中央１】

所在地
岩槻区黒谷 1282-１
施設類型・ 就労移行支援（６）
、就労継
定員数等
続支援Ｂ型（10）

所在地
中央区本町西 1-6-3
施設類型・ 生活介護（18）、就労継続支援
定員数等
Ｂ型（10）
、相談支援（定員な
し）

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
北区本郷町 17-７
施設類型・ 生活介護（14）
、機能訓練（６）、
定員数等
相談支援（定員なし）

⑭

障害者福祉施設みのり園 【西８】

所在地
北区日進町３-151
施設類型・ 就労移行支援（15）
、就労継
定員数等
続支援Ｂ型（25）
、相談支援
（定員なし）
⑬

浦和区障害者生活支援センターむつみ
所在地
浦和区北浦和５-６-７
施設類型・ 相談支援（定員なし）
定員数等

所在地
緑区大字大間木 494 番地
施設類型・ 共同生活援助（10）
、空床型
定員数等
短期入所(2)

⑦

さいたま市大崎むつみの里第２事業所

さいたま市みずき園 【中央４】
所在地
中央区大戸２-７-21
施設類型・ 生活介護（26）
、相談支援（定
定員数等
員なし）

所在地
西区三橋６-1587
施設類型・ 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）
定員数等

岩槻２
⑮

⑰

グリーンヒルうらわ介護老人保健施設き
んもくせい
所在地
緑区馬場１-７-１
施設類型・ 医療型短期入所（空床型）
定員数等

⑯

さいたま市さくら草学園

⑱

所在地
浦和区領家１-５-16
施設類型・ 児童発達支援（30）
、保育所
定員数等
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・ 児童発達支援（30）
、保育所
定員数等
等訪問支援・相談支援（定員
なし）

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
桜区田島２-16-２
施設類型・ 児童発達支援（福祉型（30）
・
定員数等
医療型（30））、保育所等訪問
支援・相談支援（定員なし）
さいたま市はるの園
所在地
見沼区春野２-３-５
施設類型・ 児童発達支援（30）、保育所等
定員数等
訪問支援・相談支援（定員な
し）

