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多機能型事業所
あかしあの森
（社会福祉法人
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

埼玉福祉事業協会）

就労移行支援
６人
就労継続支援 A 型 １０人
就労継続支援 B 型 ３４人
生活介護
１０人
さいたま市西区
塚本町 3-139-1
https://goo.gl/BwPvbd

平均年齢

大宮駅西口より西武バス乗車
飯田新田バス停下車 徒歩 25 分
TEL：048-625-5100
FAX：048-625-5011
平成 20 年 1 月 1 日
365 日／9:00～16:00
（事業により違います）

入浴
車いす
医療的
ケア

送迎範囲
食事提供

平均：37.1 歳
最年少：20 歳
最年長：72 歳
さいたま市内全域、ふじみ野市、富士
見市、川越市、志木市
有り（１食あたり 590 円の負担あり）
（食事提供体制加算該当の方は１食
あたり 265 円）
設備有り
該当者なし（対応可）
なし

施設の運営方針・理念
社会福祉法人 埼玉福祉事業協会「あかしあの森」
は、障害者支援施設、杉の子学園、ゆずり葉、杉の子
マート等から約 800ｍほど離れたところにあります。
当法人は、どんなに障害の重い方にも働く場を提
供し、模倣の反復等による社会訓練を実施し、自主
製品の販路拡大や、多種多様な作業種を提供するこ
とによる工賃向上に取り組んでいます。障害の重い

方でも簡易作業等のプログラムにより、生産活動
に必要な知識及び能力の向上や維持を図るとと
もに、工賃増強に取り組み、障害のある方の経済
的な自立を支援し、地域生活の持続・実現を可能
とする手だてとしての事業運営を目指していま
す。障害のある方の経済的な自立を支援するため
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に、職業指導員はその培ってきた技を職業訓練に活かし、就労支援員はビジネスマナーや社会性を
身に付ける職業準備支援を行い、施設外支援や施設外就労の取組みを実施し、本人の希望や適性に
あった職場への就労及び定着を支援し、社会参加を促進していくよう取り組んでいます。
生産活動においては、賃金や工賃として施設での本人の活動が、収入を得ることと結びついてい
くことで、経済的な安定だけでなく、働いてお金を得るという達成感や満足感を体得できる経験の
積み重ねや、働いたお金の金銭管理を学ぶことにより、自分の自信やさらなる向上心に繋がるよう
支援しています。
事業の展開に当たっては、ご利用者の人権を尊重し、権利擁護、虐待防止に努めるだけではな
く、より積極的に、ご利用者の個性を尊重し、個別支援計画に基づいたサービスの提供とご利用者
の意思、能力を生かした支援により、ご利用者自身が主体者として活動できるように支援していま
す。

３

事業内容の紹介

就労移行支援事業
一般企業等への就労を希望する方に対して、就労に必要な知識及
び能力向上の為に必要な訓練、生産活動その他の活動の機会を提供
し、本人の希望や適性にあった職場への就労・自立へのプログラム
を提供しています。

就労継続支援事業

(就労継続支援事業 A 型 B 型)

一般企業等に雇用されることが困難な方に対して、就労の機会や
生産活動、その他の活動の機会を提供し、その知識及び能力向上の
為に必要な訓練、その他の支援を行います。就労継続支援事業 A
型は、最低賃金の支払いをします。就労継続支援事業 B 型では、
その業務により工賃を支払います。
（A 型全員最低賃金保障、B 型
平均約 48,000 円。令和元年実績）
就労支援プログラムとして、
「パンの製造」「焼き菓子の製造」
「花木栽培」「レンタルおしぼりの製作」を実施しています。
また、従たる就労継続支援Ｂ型事業所「花の食品館レストラン」
に於いて、接客サービスの仕事も提供しています。
さまざまな障害特性があっても、一人ひとりの個性に合わせた丁寧
な仕事ができるように支援し、仕事のできる環境と、収入を得るこ
とを提供しています。

生活介護事業
障害の重度化・多様化により、生活介護事業の利用を希望されて
いる重度の障害のある方が、日中活動の場所を必要としていること
に対応する為、平成 30 年 5 月 1 日より、生活介護事業をスタート
しました。
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事業の紹介写真

（パン工房）
・就労移行支援事業
・就労継続支援事業Ａ型・Ｂ型

はじめに、生地作りを行います。
1 回に仕込むパン生地は粉袋で 1
袋以上と多量の為、機械を使用
します。

出来上がった生地を、パンの種類や大きさに合わ
せて、決められた重さに正確に切り分けたもの
を、一つ一つ、丁寧に手で丸め成形していきます。
パンの種類によって成形は異なります。

時間や温度管理が大切な発酵の間、
生地をしっかりと見守ります。
発酵を終えたパン生地を、オ
ーブンに入れて焼成します。

焼き上がったパンは、養生した後、袋入
れ等の作業を行います。柔らかいパン
は、ちょっとした力加減で傷ついてしま
うので丁寧に袋に詰めていきます。
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（菓子工房）
・就労移行支援事業
・就労継続支援事業Ａ型・Ｂ型
＜仕込み作業＞
決められた手順に従い、
材料を順番通りに混ぜ
ていきます。

＜成形作業＞
生地を決められた
重さに量り、丁寧に
丸め、プレートに均
等に並べます。

＜袋詰め作業＞
焼き上がった菓子
を袋づめします。
向き等を間違えな
いよう、割れてし
まわないよう、丁
寧に作業を行いま
す。

＜計量作業＞
材料と必要な数量を確
認しながら正確に計量
します。

＜焼成作業＞
お菓子の種類によ
って焼く時間が異
なるので、確認し
ながら焼き上げま
す。

＜シーラー留め
作業＞
機械を使って袋
の口を密封しま
す。検品した後に
出荷します。

（レンタルおしぼり）
・就労移行支援事業
レンタル先のお
店などから回収
した使用済みお
しぼりを点検し
ます。不良品を廃
棄し、再利用でき
る物は大きな洗
濯機で洗います。

重ねたおしぼり
を製作機に流し、
包装していきま
す。

・就労継続支援事業Ｂ型
洗濯後、毛髪や糸く
ず、浸み、色汚れ等
を再度丁寧に検品
します。おしぼりの
両面をチェックし
た物を丁寧に重ね
て行きます。

包装したおしぼり
の検品を行い、配
送車に積み込み、
順次配送していき
ます。

（花木栽培）
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・就労継続支援事業Ｂ型
・生活介護事業

大きな温室を利用した花の生
産・栽培、敷地内に植えてい
る果樹（ブドウやプルーン、
ブルーベリー等）の栽培をし
ています。収穫した果実は、
販売だけでなく、菓子工房に
て加工し、ケーキ等の素材に
も使用しています。

花の種によって、小さい物
は、慎重にピンセットで播
花の生産・栽培では、育苗
トレイに、種蒔き用の用土
を入れ、種蒔きの準備をし
ます。

種作業を行うこともあり
ます。

（花の食品館レストラン）
・就労継続支援事業Ｂ型

花の食品館レストランで
は、調理の補助や食器洗浄
等、厨房業務を身につける
と共に、接客業務を通して
人間関係やマナーを学んで
いただいています。
飲食店への就労を希望する
ご利用者に対し、大宮花の
丘農林公苑内にある「花の
食品館レストラン」に於い
て、就労へ向けた支援を提
供しています。

接客業務としての心
配りや目配り等も、大
事な仕事の一つです。
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施設の年間の行事

行事名：埼玉福祉事業協会フェスティバル
時 期：4 月下旬
場 所：埼玉福祉事業協会大駐車場
内 容：近隣の方々やお世話になっている方々への感謝と、ご利
用者・ご家族・職員の親睦を深めるイベントです。多数
の屋台やそば打ちの実演、そして舞台での演奏の数々が
行われます。
行事名：親睦旅行
時 期：6 月中旬～9 月下旬
場 所：国内名勝地
内 容：公共施設や交通機関を体験し、社会体験を通じて社会
のマナーやルール、旅の楽しさを感じて頂きます。
行事名：大運動会
時 期：10 月上旬
場 所：日本大学法学部大宮校舎・グランドなど
内 容：日頃は、それぞれの仕事を頑張っている法人の仲間が一
同に介して、働く仲間としての交流を深めると共に、ご
家族や地域の人々、関係者を含めた楽しい一日としてい
ます。
行事名：クリスマス会
時 期：12 月中旬
場 所：埼玉福祉事協会大駐車場
内 容：ご利用者・ご家族・お世話になった方々と、食事や
演芸を楽しんだりします。
行事名：餅つき大会
時 期：12 月下旬
場 所：埼玉福祉事業協会大駐車場
内 容：地域の文化・行事を継承するとともに、来年の幸せ
をご利用者・ご家族・職員一同で願います。
行事名：各種の地域イベントへの参加
時 期：年間を通じて
場 所：イベント会場
内 容：さいたま市内外の団体などから、お誘いや要請を受け
て、様々なイベントに販売や出店で参加しています。
ご利用者が店員として参加します。売上金はすべて障
害のあるご利用者の自立支援の為、作業工賃として支
給しています。
行事名：施設内イベント
時 期：年間を通じて
場 所：埼玉福祉事業協会施設内
内 容：外部のボランティアなどによる、施設内イベントがあ
ります。
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施設の自慢・特色

工賃の向上に特に取り組んでいます。
生産活動では、
“施設の製品だから”と言う
考え方を否定し、
【一般企業以上の製品】を作
り出すことで、より利益の高い製品の販売を
通じて、ご利用者の賃金・工賃が少しでも社
会生活に通用するものになるように努めて
います。

地域交流に力を入れています。
恒例の運動会には、多いときで 850 名を超え
るたくさんの皆様が参加してくださいました。
ご利用者の社会参加や自立には、地域の理解と
受け入れが重要と考え、自治会や各種の団体が
行う催し物にもお招きいただき参加することを
通じ、広報活動に力を入れています。
地域のクラブにお招き頂き、あかしあの森のパ
ン工房による、パン教室を開催しております。例
年好評を頂いております。

自力での通所が難しいという方にも、支援サ
ービスの提供ができるように、必要に応じて送
迎サービスを行っています。送迎車の中でも、一
般交通機関を使う為のルールやマナーの学習を
していただいています。

西４
７

法人が運営しているその他の施設

社会福祉法人
①

埼玉福祉事業協会

杉の子学園【西２】

②

プリムローズ

所在地

④

所在（区） 西区塚本町 3-139-2
施設類型・ 共同生活援助（7）
、短期入所事
定員数等
業（併設型）
（4）
⑤

プリムローズⅢ
所在地

⑨

⑥

西区西遊馬 1198-1

川越市古屋上 6083-8 A-1 号室
棟 107 号室
施設類型・ プリムローズ サテライト
定員数等
共同生活援助(2)
⑧

すこやか倶楽部【西１１】

⑩

西区三橋 5-1010（湯けむり横
丁おおみや内）
施設類型・ （生活介護事業所）
定員数等
生活介護（14）

⑪

杉の子マート
所在地
西区塚本町 1-1-1
施設類型・ （すこやか倶楽部 従たる生活
定員数等
介護事業所）
生活介護（10）

グリーンパーク
所在地

さ い た ま 西 部 生 活 支 援 セ ン タ ー
地域交流スペース あじさい亭
所在地
西区西大宮 4-2-3
施設類型・ 居宅・相談
定員数等

所在地

プリムローズⅡ
所在地
西区西大宮 4-2-3
施設類型・ 共同生活援助（10）
、短期入所事
定員数等
業（併設型）（3）

施設類型・ 共同生活援助(8)、
定員数等
⑦

【西９】

西区塚本 191-9
生活介護事業（60）
施設入所支援事業（50）
施設類型・ 短期入所事業（10）
定員数等
宿泊型自立訓練事業（20）
就労継続支援事業Ａ型（10）
就労継続支援事業Ｂ型（30）

所在地
西区塚本町 1-94-1
施設類型・ 生活介護（50）
、施設入所支援
定員数等
（50）
、短期入所（併設型）
（7）
・
日中一時支援

③

多機能型事業所 ゆずり葉

浦和ふれあい館 喫茶ルーム「あかしあの森」
所在（区） 浦和区常盤 9-30-22
施設類型・ 公益社団法人さいたま市シルバ
定員数等
ー人材センター タイアップ事
業
高齢者・障害者共生事業（活動応
援プラン）
あかしあの森のレストラン
北足立郡伊奈町小室 818-2
埼玉県立精神医療センター内
施設類型・ （すこやか倶楽部 従たる生活
定員数等
介護事業所）
生活介護（6）
所在地

