西１２

西大宮プロダクツ
（社会福祉法人
１

埼玉福祉事業協会）

施設の概要

定員
所在地

生活介護
２０人
さいたま市西区西大宮 3 丁目 61
https://goo.gl/maps/KhuDEeedyy7Z8
rJb8

アクセ
ス

西大宮プロダクツ
さいたま市西区西大宮 3 丁目 61
JR 大宮駅西口から東武バス 8 番のりば
・ 平方行き
・ リハビリセンター行き
・ 丸山公園行き
・ 西上尾車庫行き
いずれも 清河寺下車 徒歩 1 分

開設日

TEL：048-625-5100
FAX：048-625-5011
令和 3 年 4 月 1 日

開所
日時

月曜日～日曜日 10:00～21:00
（事業により違います）

平均
年齢

平均：
39 歳
最年少： 26 歳
最年長： 72 歳

送迎
範囲

さいたま市全域、ふじみ野市、富士見
市、川越市、志木市（ほか応相談）

食事
提供

有り（1 食あたり 590 円の負担あり）
(食事提供体制加算該当者:1 食 265 円)

入浴

設備なし

車いす

該当者有り・対応可

医療的
ケア

ケアの内容によっては対応可。
※事前に施設に確認してください。

連絡先

杉の子マート伊佐沼支店
川越市古谷上 102-4
国道 16 号沿いを大宮方面から川越方
面に向かい、伊佐沼の信号を左折すれ
ばすぐあります。最寄り駅は、川越線
南古谷駅から約 3km 徒歩で約 36 分
最寄りバス停は、
伊佐沼公民館約 500m
徒歩で約 7 分

２

施設の運営方針・理念

社会福祉法人埼玉福祉事業協会は、「感謝・奉仕・実行」を
理念として、「常に相手の立場に立ち、愛情を持った 10 人 10
通り、100 人 100 通りの利用者サービスを感謝の気持ちで提供
させて頂く。目配り・気配り・心配りの中で、ご利用者の意思、
能力を引き出し、本人主体の生活を構築できるように支援させ
て頂く。地域におけるご利用
西大宮プロダクツ正面
者のニーズを積極的に把握
し、何事にも『一歩前へ』の精神により福祉の向上に寄与する。」
を掲げて活動しています。
生活介護事業所西大宮プロダクツは、障害者が様々な業種にチ
ャレンジし、自分の個性にあった働き場所を発見できる事を目指
して、布印刷やリサイクル用品販売などの事業を展開しています。
杉の子マート伊佐沼店
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。
ゆけむり横丁内
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事業内容の紹介

西大宮プロダクツの魅力は、プリント工房として、印刷した布地
によるエコバック等の手作り縫製製品の製作とリサイクル用品の
販売です。プリント工房では、オリジナルデザインも受けつけま
すが、法人内の利用者デザイナーが創作したデザインのプリント
による自社製品の製造販売もしています。
リサイクル用品では、寄贈いただいた新品・中古品の確認や清
掃などを行い、まだまだ使える物の販売などをしています。これ
らの作業には、割り当てなどはなく一人一人が自分のペースで自
分の方法で取り組
むことが出来ます。
利用者のデザイ
ン作品はプロデュ
ースによりエコバックやポーチなどにプリントして販
売しています。
オリジナルデザ
インの場合には
お揃いのＴシャ
ツや行事用の法
被などに対応し
ています。
リサイクル製
品は、清掃後のラベル付けや陳列などをして地域の方
に親しまれています。
コンビニエンスストアで働きたい方のための「杉の子マ
ート伊佐沼支店」は、普通の民家の趣で伊佐沼や伊佐沼
公園を利用する方々や地域の方にご利用いただいていま
す。この店舗では、少人数ですので、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じっくりと
行っています。
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事業の紹介写真
プリント工房

プリント工房では、布地の印刷を行っています。
Ｔシャツなどの既製品の印刷の他、印刷した布地
による縫製も行っています。

リサイクル販売では、新・中古品、なんでも
扱っています。確認作業、清掃や洗濯作業な
ど販売できるような商品になるようにしま
す。
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杉の子マート伊佐沼店

コンビニストアとして当法人「あかしあ
の森」で製造している焼き立てのパンや
お菓子の販売をしています。商品陳列や
整頓もご利用者の仕事です。
清掃や店舗内だけでなく、外掃除や除
草・植え込みなどの手入れも大事な仕事
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～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：埼玉福祉事業協会大駐車場
内 容：ご利用者・ご家族・お世話になった方々と、食事をしたり
演芸を楽しんだりします。

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
として参加したりします。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

西大宮プロダクツは、
「創造」がテーマで、様々な事
にチャレンジしていくことを目的としています。
布プリントは、法人の中で障害が重くても驚くよう
な創作をする利用者の作品をプロデュースする事でデ
ザインとして商品ラベルやバックなどに活かしていき
たいとして始めました。
一つ一つの作品は、販売に適したデザインとは言い
難くても味のある独特な表現があり、その魅力を製品
に反映させることが課題となっています。すでに、美
大との連携により販売製品も出来ています。

地域交流に力を入れています。
恒例の運動会には、多い年で 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。

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。
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法人が運営しているその他の施設
② 多機能型事業所 ゆずり葉 【西９】

① 杉の子学園【西２】
所在地
施設類型・
定員数等

西区塚本 191-9
生活介護（50）、
施設入所支援
（50）、短期入所
（併設型）（7）・
日中一時支援

③ 多機能型事業所 あかしあの森【西４】
所在地
施設類型・
定員数等

西区塚本町 3-139-1
就労移行支援（6）、就
労継続支援Ａ型（10）
、
就労継続支援Ｂ型
（24）、短期入所（単
独型）
（19）

⑤ プリムローズ
所在（区）
施設類型・
定員数等

西区塚本町 3-139-2
共同生活援助（7）、短
期入所事業（併設型）
（4）

西区西遊馬 1198-1
共同生活援助(8)、

⑨ グリーンパーク
所在地

施設類型・
定員数等

施設類
型・
定員数
等

西区塚本 191-9
生活介護事業（60）
施設入所支援事業（50）
短期入所事業（10）
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）

④ 花の食品館レストラン
所在地
施設類型・
定員数等

西区大字西新井 216
（あかしあの森 従たる
就労 継続支援Ｂ 型事業
所）
就労継続支援Ｂ型（10）

⑥ プリムローズⅡ

⑦ プリムローズⅢ
所在地
施設類型・
定員数等

所在地

川 越 市 古 屋 上
6083-8 A-1 号棟 107
号室
共同生活援助(2)

所在地
施設類型・
定員数等

西区西大宮 4-2-3
共同生活援助（10）、短
期入所事業（併設型）
（3）

⑧ 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
⑩ 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・
定員数等

公益 社団法人さ いたま
市シ ルバー人材 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）

