岩槻３

さいたま市槻の木
第２やまぶき
（社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団）
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施設の概要

定員

就労移行支援
６人
就労継続支援Ｂ型 １０人

連絡先

所在地

さいたま市岩槻区
黒谷 1282－1
https://goo.gl/TEOjMU

開設日
開所日時
平均年齢

アクセス

２

①東武野田線岩槻駅から
国際興業バス「東川口行き」
「浦
和東高校行き」で「浮谷下」下車
徒歩 6 分、
または「目白大学入口」下車徒歩
8分
②ＪＲ武蔵野線東川口駅
埼玉高速鉄道浦和美園駅から
国際興業バス「岩槻駅行き」で
「浮谷下」下車徒歩 6 分

送迎範囲
食事提供
賃金・工
賃
入浴
車いす
医療的
ケア

TEL：048-797-0772
FAX：048-797-0773
平成 19 年 4 月
月曜日～金曜日 9：00～16：00
（土日、祝日、年末年始を除く）
平均：42.3 歳
最年少：22 歳
最年長：60 歳
岩槻区、一部緑区
あり（１食あたり 280 円の負担あ
り）
9,153 円
（令和 2 年度、支援金等を含む）
なし
受入可
なし

施設の運営方針・理念

槻の木所長

さいたま市槻の木第２やまぶきは、障害のある方
に就労の機会を提供するとともに、生産活動その
他の活動の機会を提供し、その知識及び能力の向
上のために必要な訓練を行う施設です。周辺は豊
かな自然と住宅街で、静かで落ち着いた環境とな
っています。
当施設では、３つの基本目標を掲げ支援を行っ
ております。
１、 人権に配慮し、利用者のニーズに応じ、
安心できる支援を提供します。
２、 利用者の今ある力を発揮できる本人主体
の支援を最優先します。
３、 社会体験の幅を広げ、地域で安心して暮
らせるお手伝いをします。

これら３つの基本目標をもとに、
「利用者一人ひ
とりが安心してサービスを受けられる施設」を目
指し、日々運営を行っております。
支援の基本方針としては、利用者一人ひとりの
人格を尊重し、本人の意向、適性、作業における特
性等を考慮した個別支援計画を作成します。これ
に基づいて常に利用者の目線に寄り添ったサービ
スを提供します。また、その効果について継続的
な評価を実施し、その人が持つ作業能力の向上と、
作業意欲、達成感を高く持てるように支援をして
いきます。
企業への就労が見込まれる利用者には、生産活
動を通じて就労に向けての自信を持っていただき、
地域で働きながら安定した生活が送れるよう、関
係各機関や福祉サービス提供者と連携を図りなが
ら、就労支援、就労後のアフターフォローを行い
ます。
当法人のスローガンでもある「あなたの笑顔、
みんなのしあわせ」を叶えるため、これからも槻
の木第２やまぶきはより良い支援を目指していき
たいと考えています。
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事業内容の紹介

就労移行支援事業

就労継続支援 B 型

就労移行支援事業で

就労継続支援事業Ｂ

は、一般就労に必要

型では、事業所内外に

な知識、能力向上の

おいて、多様な生産活

ための訓練を、２年

動の機会を提供してい

間行います。事業所

ます。企業からの下請

内外の様々な作業を行い、集中して作業に取組め

作業としては、医療用

る力と働く習慣を身に付けます。また、就労に必

検査用品の組付け作業と梱包作業、箱折り作業、

要な基礎体力を身に付けるためのウォーキング等

ふろく付書籍の解体と素材別の分別作業、リース

にも取り組んでいます。さらに、作業を通じて、

タオルの伸ばしと結束の作業、公園の清掃、施設

就労に向けての自信を持って、就労意欲が高めら

の床清掃等に取組んでいます。また、下請作業以

れるよう支援をしています。

外にも、畑作業、公共施設や行事等での野菜の販

普段の作業、基礎体

売、近隣からの資源回

力づくりと平行して企

収等を行っています。

業（一般企業・特例子

野菜販売や資源回収

会社）の見学、学習会

は、地域の方々との交

（ビジネスマナー、履

流を深め、社会性を育

歴書の作成、求人票の

む機会となっています。

見方等）に取組んで、一般就労を目指せるよう支
援をしています。
実践的な支援としては、企業実習や就職面接会

様々な生産活動を通じて、その人が持つ作業能
力の向上や、作業意欲、達成感を高く持てるよう
に支援をしながら、工賃アップに取組んでいます。

においての支援を行っています。利用者の方の意

その他、社会生活力

向、適性に応じた実習、就労の受け入れ先の確保

向上のための支援とし

に努め、就労に繋がるよう取組んでいます。

て、利用者の自治会に

当事業所で利用期間が終了した方々は、その後

よる活動（レクリエー

の進路として、企業や福祉施設での清掃業務への

ションや忘年会等の企

就労や就労継続支援事業Ａ型・Ｂ型等への転籍を

画・話合い等）
、社会体

されています。働きながら安定した生活が送れる

験活動（公共交通機関の利用等）、消防避難訓練等

よう、関係機関（生活支援センター・相談支援事

を行っています。

業・総合支援センター）と連携を図りながら、就
労後職場定着支援を行っています。

健康管理の支援としては、健康診断・歯科検診
その他の取組みとして、毎朝のラジオ体操とスト
レッチ、ウォーキング（月２～３回）。体を動かす
ことの楽しさを知っていただく機会としてのスポ
ーツレク（年１回）等を行っています。
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事業の紹介写真
就労移行支援事業・就労継続支援Ｂ型

ラジオ体操で、体をスイ
ッチＯＮ！
活動スタート！

ふろく付書籍等の解体、
分別
書籍の付録等を材質別に
分別。誰です？本を見て
いるのは。作業中です
よ！（笑）

畑作業
野菜作りと収穫。採れたて野
菜は、みずみずしい！

工賃支給
毎月 10 日に工賃が支給さ
れます。
（支給日が土・日・祭日の
場合は 10 日前に支給）
令和２年度の一人あたり
の平均工賃は月額
9,153 円（支援金等を含む）
でした。

箱折り
線に沿って丁寧に折り、
箱を組み立てます。慣れ
ないと難しい作業です。

リースタオルの分別、結束
タオルを伸ばし、束を作っ
て紐で縛って、袋詰め。紐
で縛るって意外と む・
ず・か・し・いです。

野菜販売
新鮮野菜を地域の施設や
イベント等で販売、地域の
方々に喜ばれています。

お茶会
工賃支給日、利用者の会
（自治会）代表者が中心と
なって、お互い労をねぎら
う、ささやかなお茶会。

医療用検査用品の組付け
試験管のふたを閉めま
す。ふたが緩まないよう
にパチン！

資源回収
近隣のお宅を訪問して資
源新聞回収。（アルミ缶、
古紙等）
「こんにちは～第
２やまぶきです。」

公園清掃
業 務委 託を 受け て公園
の清掃、除草作業を行い
ます。

ウォーキング
体力維持のため、月 2
～３回のウォーキン
グ。季節の移り変りを
心地よく感じますね。
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朝の会
予定表を見ながら、一日
の流れを確認。
よし、今日もがんばる
ぞ！

企業実習
仕事内容、職場の雰囲気を体
感。経験を積み就労への自信
につなげます。実習を経て就
労した方もいます。

一日の振り返り
出来たこと、出来なかったこ
と、学んだこと、明日の目標等
を日誌に記入し、発表します。

５

企業説明会
ハローワーク主催の合同企
業説明会に参加。この雰囲気
… 緊張します。（汗）

パソコン練習
求人募集で、簡単な入力を求
める企業に対応出来るよう
に、入力の練習。

施設の年間の行事

行事名：社会体験活動
時期：５月
内容：平成 30 年度は「上野」
「新宿」に行きまし
た。公共交通機関の
利用の仕方や公共の
場でのマナー、ルー
ルを学ぶ機会として
います。また、集団行
動を通じて、利用者
さん同士が親睦を図
る機会にもなってい
ます。

行事名：企業見学（就労移行）
時期：５月、９月
内容：年２回、企業の見学会を
行っています。実際に会
社の雰囲気や従業員 の
働く姿、活気等、資料だ
けでは感じることの で
きないものを見て、肌で
感じ取っていただき ま
す。また、働くイメージ
を、より具体的に持って
いただくことを目的 と
しています。

行事名：スポーツレクレーション
時期：６月
場所：第２やまぶき、その他
内容：スポーツを通じて身体
を動かす楽しさや協調
性を養います。また、利
用者さん同士が親睦を
深める機会です。平成
30 年度は、埼玉県障害
者交流センターで、フ
ライングディスクをし
ました。
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行事名：ふれあいスポーツ大会
時期：９月
場所：岩槻文化公園
内容：さいたま市及び当法人が
主催するスポーツ大会で
す。スポーツを通じて親睦
を深め、心身のリフレッシ
ュを図ります。

行事名：岩槻区民やまぶき
まつり
時期：１０月 or１１月
内容：年一回開催される区
民まつり。施設紹介
と野菜販売で出店。
野菜は完売。
「買上げ
ありがとうございま
した！」

行事名：槻の木まつり
時期：１０月
場所：槻の木
内容：施設のお祭りを開催し
ます。利用者さんやお
招きしたボランティア
さん達による歌やダン
ス、活動発表などのス
テージ、農作物や自主
製品の販売、売店（パ
ン・お菓子・飲物）
、フ
リーマーケット等。利
用者、ご家族の親睦は
もちろん、地域の方々
とも交流を図っていま
す。是非、お祭りにお越
し下さい。

行事名：防災訓練
時期：５月・１１月
場所：第２やまぶき
内容：火災を想定した避難
訓練を行います。利
用者の方々に防災に
対する知識を向上と
災害から生命・身体
を守るための迅速な
避難誘導を訓練して
います。

行事名：健康診断・歯科検診
時期：１１月・１２月
場所：槻の木
内容：健康管理のため、各年１
回実施しています。

行事名：忘年会
時期：１２月
場所：第２やまぶき、その他
内容：利用者の会（自治会）
代表者が中心となっ
て、職員と一緒に企画
します。ここ数年は利
用者のリクエストで、
外食とレクリエーシ
ョンになっています。
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施設の自慢・特色

利用者の会（自治会）
所内の生活や活動の充実と
向上のために、利用者さん
自らが様々なことを考えて
企画や実施をしています。
忘年会やカラオケ、ボウリ
ング(施設内)等のレクレー
ション、月１回のお茶会等
が行われています。

野菜の収穫
第２やまぶきの畑では、季
節の野菜が収穫できます。
減農薬で安心して食べられ
る季節の美味しい野菜を市
場価格より、安く購入する
ことが出来ます。

お茶会
利用者の会代表者（自治会）
中心で、毎月工賃支給日に、
お茶会を行っています。飲
み物やお菓子類は、月毎に
利用者さんが交代して、買
い物に行き選んできます。

豊富な作業種類
作業の種類が豊富。現在、室
内外で、７種類以上の作業を
行っています。作業工程別に
分けるとさらに多くの取り
組み内容があります。利用者
さんそれぞれの適性やご本
人の意向に応じた作業を行
っていただけます。

給食リクエストメニュー
定期的にリクエストメニュ
ーの日が設けられ、利用者
の方が食べたいものを栄養
士にリクエストすることが
できます。

送迎バス
３台の送迎バスが出ていま
す。送迎サービスを利用し
ながらの就労が可能です。
（乗降場所については相談
となります。）
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①

③

法人が運営しているその他の施設
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（50）、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１やまぶき【岩槻２】 ⑩

かやの木【中央１】

所在地
岩槻区古ヶ場２-１-11
施設類型・ 就労移行支援（６）
、就労継
定員数等
続支援Ｂ型（16）
、相談支援
（定員なし）

所在地
中央区本町西 1-6-3
施設類型・ 生活介護（15）、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（41）
、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
定員数等
員なし）、放課後等デイサービ
ス（10）
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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）

