西１０

生活介護事業所

みらいと

（一般社団法人みらいと福祉会）
１

施設の概要

定
員
所 在 地

生活介護 20 人
さいたま市西区植田谷本 402-2
http://urx.blue/XwYs
あり（１食あたり 400 円、480 円の
負担あり）
入
浴 なし
車 い す 受入可
医療的ケ
ア
吸入
喀痰吸引
気管切開
カニューレ使用
胃ろう
受入可
経鼻経管栄養
導尿
膀胱（留置）
受入可
カテーテル
その他
食事提供

アクセス

連 絡 先

開 設 日
開所日時
平均年齢

送

２

迎

大宮駅西口から西武バス「加茂川団
地行き」約 20 分 「加茂川団地」
バス停留所から徒歩 5 分
TEL：048-729-7330
FAX：048-729-7331
e-mail：miraito@zb.wakwak.com
令和 2 年 1 月 15 日
月曜日～金曜日(祝日は除く)10：00
～16：00
平均： 29 歳
最年少： 19 歳
最年長： 50 歳
さいたま市(西区、桜区、中央区、
大宮区、北区、緑区、南区、見沼区、
浦和区)
志木市、富士見市、ふじみ野市、川
越市、新座市

施設の運営方針・理念
一般社団法人みらいと福祉会が運営する「生活介護事業所
みらいと」です。
一人ひとりの“みらい”に“ライト(光)”を当てて、 輝かしていき
たい・一人ひとりの思いに寄り添いたいと考え、その思いから
令和 1 年 7 月に法人を設立し、令和 2 年 1 月に生活介護事
業所を立ち上げました。
障がいのある方が、まず「ここに来たい」「毎日が楽しい」と思

いながら通ってほしいというシンプルな思いから始まり、そして通所される利用者様一人ひとりの個性を大
切にし、みんなの未来が明るく光り輝くことができるよう、職員一丸となって照らしていきたいと思っていま
す。
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心のこもった温かいサービスを提供し、笑顔や笑い声が絶えない、より居心地の良い居場所になるよう支
援することを目指します。
経験豊富で楽しい職員が、一人ひとりに合わせたプログラムを提案し、みんなが笑って過ごせるような活動
を取り組みます。
さまざまな経験・体験を通して、やりがいや生きがいを見つけることに限らず、「楽しいから“えがお”になれ
る」と感じられる空間を提供します。

３

事業内容の紹介

当事業所では主に４つのテーマを中心に

また、当法人から依頼さ

2 つ目のテーマとして「レク

日中を楽しく過ごせるようにプログラム

れています、いらなくな

活動」を行っています。

活動を考えています。

った用紙を手やハサミ

月 1 回のお楽しみの調理実

一つ目のテーマとして「内職作業」を行っ

を使って行う、シュレッ

習やイベント時にはみんな

ています。

ター作業や当事業所の

で楽しめるゲーム等行い仲

「彩の国ブランドフォーラム」様より、さ

パンフレットの三つ折

間意識を高め、仲間と関わ

いたま名物「ナポリタン煎餅」や「うなぎ

り作業等行っています。

る楽しさを学びます。

煎餅」
等個別包装されたお煎餅にラベルシ

内職作業を通して仕事

ールを貼る作業やギフトボックスの中に

をする楽しさや少しで

入れる「しおり」を切る作業等行っており

はありますが工賃も発

ます。

生いたしますので、やり
がいを持って取り組め
るようにと考えていま
す。

最後に 4 つ目のテーマとして「コミュ活」を
3 つ目のテーマでは「外出活動」を行っていま

行っております。「コミュ活」とはコミュニ

す。

ケーション活動の略で人とのコミュニケー

事業所内だけで過ごすのではなく、近所の散歩

ションの取り方が苦手な方の為にゲームや

から時には大きな公園やショッピングモール

SST(ソーシャルスキルトレーニング)などを

等、普段一人ではなかなか行けない場所へ出か

通して、人と接する楽しさや協力して何かを

け、個々の世界観を広げています。また同時に

やり遂げる達成感を感じ取ってもらえるよ

外出時でのマナーやルールも学んでいきます。

う職員が支援しております。

大きなイベントとして「いちご狩り」や「芋ほ
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事業の紹介写真

天気の良い日には散歩に

家庭菜園的な園芸を行っ

創作活動も楽しみの一つ

出掛けます。

ています。

です。

ご近所や時には大きな公

きゅうりやゴーヤ、おくら

季節ごとに、その季節に合

園に行ったりと季節を感

やバジル等を育てました。

った貼り絵をみんなで協

じながら運動も兼ねて歩

収穫した野菜は調理実習

力し作り上げたり、またス

いています。

に使い、特にバジルソース

ノードーム作りは特に人

のパスタは絶品でした。

気があり、出来上がりはと
ても綺麗です。

「彩の国ブランドフォーラム」

季節ごとにレク活動を行

外出レクとして、いちご狩

様より依頼を受けている内職

っています。

りや芋ほりにも参加しま

作業です。個別包装されたお煎

節分、ひな祭り、お花見や

す。取ったさつまいもはお

餅のシール貼りやしおり切り、

七夕、夏祭り、秋や冬には

土産にしたり調理実習で

また袋作り作業が主な仕事で

ハロウィンやクリスマス

も使って美味しい料理を

す。また法人より依頼を受けて

等、お楽しみなイベントが

作っています。

いるシュレッター作業もあり

盛沢山。

ます。どちらも仕上げた分だけ

毎月、調理実習も恒例とな

工賃が発生いたしますので、や

っています。

りがいが持てます。
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施設の年間の行事

行事名：節分
時期：2 月
場所：活動室
内容：様々な大きさの鬼の作
り物にボールを当てて点数
を競うゲームです。何点取れ
るかな？

行事名：ひな祭り
時期：3 月
場所：活動室
内容：みんなで作ったひな壇
を飾って、昼食に調理実習で
作ったちらし寿司を食べま
した。

行事名：お花見
時期：4 月
場所：鴨川沿い
内容：散歩も兼ねて、鴨川
沿いに咲く桜を楽しみま
した。
桜満開で綺麗でした。

行事名：夏祭り
時期：8 月
場所：活動室
内容：手作り神輿をみんな
で担ぎ、威勢よく「わっし
ょい！わっしょい！」と盛
り上がりました。

行事名：バーベキュー
時期：5 月
場所：駐車場
内容：みんなで焼いて、
外で食べるご飯は美味し
いね。

行事名：いちご狩り
時期：3 月
場所：狭山市
内容：狭山市にあるいちご農
園にて、みんなでいちご狩り
を楽しみました。甘くて美味
しかったね。

行事名：七夕
時期：7 月
場所：活動室
内容：短冊にそれぞれ願い
事を書き、笹に飾りました。
願い事、叶うといいね。

行事名：芋ほり
時期：10 月
場所：川越市
内容：川越市にある農園にみんなで出かけ、
スコップや手で頑張って土を掘り、芋ほりを
楽しみました。お土産に掘ったお芋をお家に
持ち帰ったり調理実習でも使ってみたり。
頑張って採ったお芋は、とても美味しかった
ね。

行事名：クリスマスパ
ーティー
時期：12 月
場所：活動室
内容：みんなでごちそ
う食べました。サンタ
さんからプレゼントも
もらったよ。
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施設の自慢・特色

生活介護事業所

みらいとで

は元気で明るい経験豊富なベ
テランスタッフが勢揃い。
個々に合った温かい支援を行
います。また看護師も常勤で
おりますので安心して日中過

ご自宅前まで送迎を行って

施設内はフラットな

います。

作りとなっており、段

福祉車両を 2 台揃えていま

差もありませんので

すので車イスの方でも安心

車イスの方でも安心

です。

して日中過ごせます。

ごすことができます。

静養室も備わっていま

トイレも 2 か所完備してい

定期的に「みらいと通信」を発行し

す。急な体調不良で横に

ます。

ています。

なることも可能です。ま

1 つは車イスでも対応でき

日頃の様子を見て分かるように写真

た肢体不自由の方の着

る広い作りのトイレとなっ

入りで紹介しています。

替えやおむつ交換等に

ており、更にオストメイト

も使う事ができます。

も完備しています。

事業所の周りは環境も良く
静かで自然も多いです。
散歩には最適な場所です。
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