
岩槻１ 

さいたま市槻の木 
（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 生活介護   ５０人 

所在地 さいたま市岩槻区 

黒谷 1135‐2 

https://goo.gl/5RLcku 

 

アクセス 東武野田線（アーバンパークライン）

岩槻駅 国際興業バス①番乗り場か

ら「東川口駅」行き「浮谷下」バス

停下車 徒歩 10分 

連絡先 TEL：048-797-0850 

FAX：048-797-0851 

開設日 平成 9年 10月 1日 

開所日時 月曜～土曜 9：00～16：00 

平均年齢 平均：36歳 

最年少：19歳 

最年長：55歳 

送迎範囲 岩槻区内 

食事提供 あり（１食あたり 280円の負担あり） 

入浴 なし 

車いす 受入可 

医療的 

ケア 

喀痰吸引、気管切開、胃ろう、経鼻

経管栄養、膀胱（留置）、カテーテル 

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 

 

 

 

 

 

 

 

槻の木は、利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、利用者の心身

の状況、能力、希望や生活環境等を踏まえて、

それぞれの方に合わせた支援計画の作成をしま

す。 

この計画に基づいて利用者に対して福祉サー

ビスを提供する施設です。 

施設の周りは、自然に恵まれた環境にあり、

散歩や落ち葉や木の実を使っての作品づくりや、

季節に合わせた行事を行います。また、畑の活

動では、野菜の栽培や収穫など自然にふれあう

プログラムを多く取り入れています。 

当施設では、「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、次の基本

目標を掲げ支援を行っています。 

 

 

 

１ 利用者及び家族のニーズに沿った個別支

援計画を作成し、進捗状況に合わせて適時

見直しを行い、利用者のニーズ達成に向け

て迅速に対応します。 

２ 当施設では、「できないことをできるよう

にする」支援ではなく「利用者の今ある力

を丁寧に拾い最大限に生かす」支援をしま

す。 

３ 地域の中に出る機会を作り、施設の中で

学んだことを活かせる支援をします。 

これらの基本目標のもとに、利用者の意思や

人格を尊重し、利用者の意向、適正、障害の特

性等の事情を踏まえ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立場に立ったサ

ービスを提供するとともに、その効果について

継続的な評価を実施していきます。そして、地

域の中で利用者が望む生活が実現できるように、

必要に応じて支援を行いながら創作活動、生産

活動の機会を提供し排泄及び食事などの日常的

な介助において、ストレングスを最大限生かし

ながら支援を行い、必要に応じ関係各機関や福

祉サービス提供者と連携を図りさらに充実した

サービスの提供をします。 

サービス管理責任者 

 
槻の木所長 
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３ 事業内容の紹介 
 

日常生活介護では、着脱衣・排泄・食事などの必要な場面で、

状況に応じてその方のできる事を最大限生かしながら適切な援助

をしていきます。 

食事は、栄養士が立てる献立表により、栄養・嗜好・その方の

身体的状況などに配慮してバラエティに富んだ給食を提供します。 

活動は、その方の心身の状況や特性などにより、３つのグルー

プ（Ａグループ、Ｂグループ、Ｃグループ）に分かれ、基本的に

各グループごと行います。Ａグループでは心身のリフレッシュや

健康の維持増進などを目的に、散歩や室内運動など身体を動かす

活動を多く取り入れています。Ｂグループでは、軽作業等を行う

と同時に、その方の体調に合わせ、生活リハビリやリラクゼーシ

ョン活動も多く取り入れながら特に健康と安全に配慮し、活動し

ます。看護師が常駐し、必要な方に医療的ケアも行います。Ｃグ

ループでは、企業から受注した仕事にも取組み、個々の適性に応

じた作業にあたることで、集中力や意欲、社会参加意識の増進な

どを図ります。   

また、ご自身で好きな活動を選んでいただく選択活動も取り入

れています。各グループ共通で、音楽・ゲーム・スポーツなどの

レクリエーションの時間を設け、仲間との関わりやリラックスし

て楽しめる活動も行います。また、自由にその方らしく表現する

事を目的に、創作活動も行います。その方の今ある力を最大限生

かし、自己選択・自己決定をする機会を大切にした活動を目指し

ています。 

各種行事はグループ関係なく、全体で行います。地域のイベン

トなどにも参加しています。 
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４ 事業の紹介写真 

  

槻の木の一日⑦ 
１５：１０頃には午後の活動
後の、水分補給や着替え等の
降所準備も終わり、グループ
ごと帰りの会をします。 

槻の木の一日⑧ 
１５：３０頃、帰りの送迎車
が槻の木を出発します。 
また明日！ 

生活介護 槻の木の１日 

槻の木の一日⑥ 
１３：１０から再び各グルー
プに分かれて午後の活動開
始です。例えば、Ａグループ
散歩、Ｂグループ機能訓練、
Ｃグループ創作など。 

槻の木の一日② 
１０：００頃、着替えなど
を済ませ、A・B・C グル
ープに分かれて朝の会を
します。 

槻の木の一日③ 
１０：２０頃から午前の活動
開始です！例えば A グルー
プ缶つぶし、Bグループ散歩、
C グループ作業など。 

槻の木の一日④ 
１１：３０には午前の活動が
終わり、給食の準備が整う
と、食堂へ移動します。いた
だきます！ 

槻の木の一日⑤ 
食事が終わった方から昼
休みです。この時間はグル
ープ関係なく、皆さん同じ
部屋で過ごします。 

槻の木の一日① 
９：００頃から送迎車が
順々に槻の木に到着しま
す。おはようございます！ 
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仕事 

散歩 

ガチャ玉作業② 
数えたガチャ玉を、ケ
ースに入れてフタを
します。ぴったりとフ
タをするのは、なかな
か難しい！ 

ガチャ玉作業① 
ガチャックという紙をと
める文房具に使う玉（ガ
チャ玉）を、決まった個
数ケースに入れて包装し
ます。これは、５０個数
えているところ。 

散歩① 
天気の良い日は散歩に
も出かけます。 
その方の体力や歩くペ
ースに合わせて、長距離
コース、短距離コースな
どから選びます。Ａグル
ープでは、体を動かす活
動を多く取り入れてい
ます。 

企業から受注した作業も
行っています。 
主にＣグループに所属す
る方が行います。その中
で、ガチャ玉作業の流れ
を紹介します。 

散歩② 
公園の桜がきれ
いに咲いていま
した。四季折々の
自然にふれなが
ら体を動かし、心
身ともにリフレ
ッシュします。 

ガチャ玉作業③ 
フタをテープできれい
にとめて、箱に詰めてい
きます。 

ガチャ玉作業④ 
完成です！この仕事で得
た収入は、本人支給金とし
てＣグループの皆様に還
元されます。これを槻の木
では、“ボーナス”と言っ
ています（年３回）。 
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自主製品② 
選んだ型の上から布用絵
の具をのせて着色してい
きます。 

空き缶つぶし 
アルミ缶をつぶし、リ
サイクル業者に出し
ます。収入は本人支給
金となります。 

農作業 
地域の畑をお借りし
て、野菜を育てていま
す。季節ごとに色々な
野菜が収穫されます。
Ｃグループの一部の方
が取り組んでいます。 

レクリエーション 
ゲーム・動画鑑賞・カ
ラオケなど。Ａ・Ｂ・
Ｃどのグループも行
います。 

自主製品① 
自主製品も作っています。例
えば雑巾にステンシルで模様
をつける作業。これは型を選
んでいるところです。 

自主製品③ 
ちょうちょの模様の雑巾が
できました！ 

室内運動 
バランスボール、トラ
ンポリン、音楽に合わ
せて室内歩行なども
行います。Ａ・Ｂ・Ｃ
どのグループでも取
り入れている活動で
す。 

機能訓練 
理学療法士によ
る機能訓練や、生
活リハビリを必
要な方に実施し
ます。 

リラクゼーション 
心身ともにリラックスして
過ごせる時間も大切にして
います。マットに横になった
り、足浴をしたりもします。 

創作活動 
絵・書道など、素敵な
作品が生まれていま
す。アート作品展に出
展する物も。 

自主製品 

その他 

バリ取り作業 
検尿容器の不要な部
分（バリ）を取り、フ
タを閉め、数を数えて
袋に入れます。 
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行事名：歯科検診 
時期：年１回  
場所：槻の木 
内容：歯科医師および歯科衛生士

が来所し、歯科検診を行い
ます。 

行事名：ふれあいの日 
時期：年６回 
場所：槻の木 
内容：ボランティアさん

による音楽の演奏
などを楽しみます。 

 

行事名：岩槻区民やまぶき
まつり 

時期：年１回 秋 
場所：岩槻文化公園 
内容：区民まつりに出店し、

自主製品・野菜の販売、
施設紹介。 

行事名：２０歳を祝う会 
時期：１月 
場所：槻の木 
内容：新成人となる方がいる

年は、皆さんでお祝いし
ます。 

行事名：外出活動 
時期：年１０回程度 
場所：（この場所は）見沼田

んぼ散策 
内容：鉄道博物館・見沼田ん

ぼ散策・いちご狩り・
カラオケ・買い物な
ど、希望される場所へ
外出します。 

行事名：土曜開所 
時期：年３回 
場所：槻の木 
内容：普段はお休みの土曜

日に開所します。この
日はいつもとちょっと
違ったお楽しみプログ
ラムを用意します。 

行事名：レシートキャンペーン 
時期：年６回 
場所：美園イオン 
内容：「イオン幸せの黄色いレ

シートキャンペーン」に参
加しています。 

行事名：忘年会 
時期：１２月 
場所：槻の木 
内容：年末のお楽しみ！

職員の出し物があ
ったり、おやつが
でたり、皆さんに
楽しんでいただけ
るよう、スペシャ
ルな内容です！ 

５ 施設の年間の行事 

行事名：槻の木まつり 
時期：年１回 秋 
場所：槻の木 
内容：槻の木で一番大きな行事です。

各グループのステージ発表、
カフェ、自主製品や野菜の販
売、ボランティアさんによる
演奏など、ご家族や地域の方
と一緒に楽しみます。たくさ
んのボランティアさんにもご
協力いただいています。 

行事名：健康診断 
時期：年１回  
場所：槻の木 
内容：施設にて健康診断を

実施しています。 

行事名：防災訓練 
時期：年２回 
場所：槻の木作業室 
内容：年２回防災訓練を実施

します。消防車も来て、
消防士から講評をいた
だき、水消火器の訓練
も行います。 
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岩槻区内を送迎します。 
 

槻の木まつり② 
農作物・自主製品販売、
ゲームコーナーなども行
いました。毎年、たくさ
んのボランティアさんに
ご協力いただいていま
す。 

美味しい給食 
施設内の厨房で調理した
温かい給食を提供してい
ます。ペースト食など個別
対応もしています。 

槻の木まつり① 
最大の行事、槻の木まつり
は、利用者の皆さんの歌や
ダンスのステージ発表、映
像を使った活動の紹介な
ど、皆さんが主役です。 

医療的ケア 
看護師が常駐しています。 
喀痰吸引や注入等、医療的
ケアが必要な方も所属さ
れています。 

６ 施設の自慢・特色 

行事名：和土ふれあいフ
ェスティバル 

時期：年１回 
場所：和土小学校 
内容：地域の小学校のイ

ベントに参加し、
地域の方と交流し
ます。 

行事名：スマイルプラス① 
時期：年１回 
場所：未定 
内容：さいたま市社会福祉

事業団が主催する
アート作品展です。
創作活動などの中
から生まれた作品
のいくつかを出展
します。 

 

行事名：スマイルプラス② 
時期：年１回 
場所：未定 
内容：さいたま市社会福祉事

業団が主催するアート
作品展です。創作活動
などの中から生まれた
作品のいくつかを出展
します。 
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外出活動① 
たくさんの外出先の中から行き
たい場所を選んでいただきま
す。年に１人２回の外出活動を、
皆さん楽しみにしています。鉄
道博物館も人気の場所です。電
車好きにはたまりません！ 

外出活動② 
動物園へ出かけてきま
した。 
ランチとお土産の購入
も楽しみました。 

外出活動③ 
ミカン狩りを体験しました。
自分で摘んだミカンを美味
しくいただきました。 

外出活動④ 
ボーリング。みなさんお上手！
外出先でのランチも楽しみの
一つです。 

土曜開所① 
普段は休みの土曜日に年数回
開所します。この日は普段とは
違った特別プログラムを用意
し、好きな活動を選択して参加
します。これは、買い物体験。 
 
 

土曜開所② 
カラオケ。Wii を使って、
最新の曲も歌えます！ 

土曜開所③ 
創作活動。季節の飾りをつくり
ました。 

土曜開所④ 
バスハイク＆散歩。槻の木バ
スで、さぎ山記念公園や岩槻
城址公園などへ出かけてい
き、公園内を散策します。お
散歩中の地域の方とのふれ
あいも楽しいです。 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

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）、空床型短期

入所(2) 

  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 かやの木 【中央１】 

  所在地 西区佐知川 299-16   所在（区） 中央区本町西１-６-３ 

  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（15）、就労継続支援Ｂ

型（10）、相談支援 

         

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 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 北区日進町３-151   所在地 北区本郷町 17-７ 

  施設類型・ 

定員数等 

就労移行支援（15）、就労継続支

援Ｂ型（25）、相談支援（定員な

し） 

  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（福祉型（30）・医

療型（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） 

   

 

 


