西２

杉の子学園
（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
50 人
さいたま市西区
塚本町 1-94-1
https://goo.gl/pnVlU7
送迎範囲

アクセス
連絡先
開設日
開所日時

大宮駅西口より西武バス乗車
飯田新田バス停下車 徒歩 10 分
TEL：048-625-5100
FAX：048-625-5011
平成 6 年 4 月 1 日
月曜日～金曜日 9:00～16:00
（事業により違います）

平均年齢

２

平均 ：34.9 歳
最年少：19 歳
最年長：70 歳

食事提供

入浴
車いす
医療的
ケア

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 265 円）
設備有り（機械浴設備なし）
該当者有り・対応可
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。

施設の運営方針・理念
社会福祉法人埼玉福祉事業協会「杉の子学園」は、さ
いたま市の西区に位置し、東に荒川の堤防、西に桜並木
が整備されたびん沼川に抱かれた緑豊かな田園、塚本地
域にあります。県道 56 号ふじみ野方面で治水橋を渡り
1 つ目の信号から塚本本通りへ入ると、すぐに杉の子マ
ートが左手正面に見え、そのまま進み歩道の信号右に
「杉の子学園」はあります。

「杉の子学園」は、家族や関係者の要望と努力により平成 6 年に開設されました。その為、
「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者のニーズを積極的に把握し、何事
も『一歩前へ』の精神により福祉向上に寄与する。」を掲げて支援
しています。
特に近年は、障害者（児）の自立と
経済活動への参加の促進を図る為の
事業に取り組み、地域生活移行の支援に力を注いできました。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によりご利用者の意思、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。
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事業内容の紹介
当法人は地域におけるご利用者のニーズを積極的に把握し、何

事も『一歩前へ』の精神により福祉の向上に寄与することを目指
し、地域社会との繋がりを重視し、障害者支援施設を「そこで住
みたい、そこに通いたい」と選ばれる施設、望まれる地域生活の
場となるよう支援しています。
生産活動として開設当時より行ってきた「レンタルおしぼりの
製作」、施設に隣接する農園での「農作物の生産」、施設内では
「手漉き和紙の製作」
「古紙再生植木鉢の製作」
「リサイクル石鹸
の製作」を行っています。これらの作業では、生産活動への利用
者の参加経験や障害特性を踏まえた工夫をもって支援を展開して
います。また、生産活動を支える創作活動や運動、クラブ活動等
も提供しています。

４

予防接種の

職員研修の

様子

様子

事業の紹介写真
農耕班
４反の畑を耕し、肥料等を漉きこんだ畑に作物の種を蒔きま
す。種は 1mm にも満たない物や、丸くてすぐに転げ落ちてし
まう物など様々です。直蒔きしたり、ポットで育てた苗の根を
傷めないように植え込んだりするなど気の張る作業を慎重に
行います。その後に必要に応じて支柱立てを行います。

作物が育つ土は、栄養がありますから雑草も沢山生え
てきます。除草作業や病害虫への対応さらには灌水な
ど手入れを行います。

育てた農作物を丁寧に収穫します。販売する農作物で
すから、傷が付くような乱雑な扱いは厳禁です。丁寧
に洗って、袋入れなどして販売します。
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おしぼり班

レンタル先のお店などから回収したおしぼり
の点検をまず行います。大きなゴミや破損した
物、再使用できない物を取り除きます。

ゴミを取り除いたおしぼりを、専用の
洗濯機と特別な洗剤を使用し、汚れと
共に殺菌処理などの衛生管理を含めた
洗濯をします。

洗濯されたおしぼりでも、眉毛程度の毛
髪や糸くず、ほつれなどを再度丁寧に検
品します。清潔が第一！真っ白いタオル
の為、インクなどによる点でも色が付い
ている物は取り除かれます。両面チェッ
クされた物を丁寧に重ねて行きます。

重ねたおしぼりを製作機に掛けて
ラッピングします。

制作したおしぼりのラッピングが破れて
いないか、またゴミや汚れにも注意して検
品します。検品したおしぼりを、50 本単位
で袋詰めし、出荷します。
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館内作業班
細かくほ
ぐした物
を「形成
機」で、ポ
ットの形
に整えて
いきます。
新聞紙や使用済みコピー用紙を
ちぎります。
「まぜろうくん」という機械にちぎった古紙を入れて溶か
し、絵の具で色を付けていきます。水けを切り、ほぐし作業
（粘土状になった物を細かくほぐす作業）を行います。
1 週間ほど乾燥さ
せ、完成となりま
す。土に還る為、植
林業者や保育所の
方々にも多数ご利
用いただいており
ます。
石鹸作りは、温度の管理や薬品の管理など
様々な安全管理が必要です。固まった石鹸
をラッピングし販売しています。
手工芸班

牛乳パックをハサミでカットし、
細かくほぐした物を煮込みます。
煮込んだ牛乳パックのラミネート
を丁寧に剥がし、細かくちぎった
紙を乾かし、ミキサーにかけます。

水 に 溶 か し て紙 漉 き
を行います。作りたい
紙 の 色 に あ わせ て 絵
具を入れます。
乾かした紙を加工し、祝い膳・ポチ袋・
のし袋・うちわ等の製品を作ります。
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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：桜区プラザウエスト「さくらホール」
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
どんなに障害の重い人にも働く場を提供し、
障害のある人が地域社会の成員の一人として自
立した日常生活を営むことが出来るよう支援
し、社会自立へ向けての自己実現が可能となる
よう支援することに取り組んでいます。

重度の障害を持つ利用者
や障害特性を持つ利用者に
あっても、生産活動を充実
することで社会参加の促進
を図ることとしています。

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。

広い自家農園でのゆったりとした生産活動を提供して
います。
障害によっては、対人関係が不得手であったり、狭い
環境では不安になったりするご利用者もいます。このよ
うな個性に対して、荒川堤防までの平坦な田園風景と、
見慣れた野菜が延々と並ぶ景観が心的環境として役に立
っています。

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。

自家農園で採れた新鮮野菜は、
当法人「杉の子マート」の他、
「生活彩家 大宮区役所店」様
等に出荷しております。
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法人が運営しているその他の施設

社会福祉法人

埼玉福祉事業協会

① すこやか倶楽部【西１１】
所在地
施設類
型・
定員数等

西区三橋 5-1010（湯けむり横丁お
おみや内）
（生活介護事業所）
生活介護（14）

③ 杉の子マート
所在地
施設類
型・
定員数等

施設類
型・
定員数等

④ 多機能型事業所 ゆずり葉【西９】
所在地

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）

⑥ 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）

⑧ プリムローズⅡ
所在地

西区西大宮 4-2-3

共同生活援助事業（7）
短期入所事業（併設型）
（4）

施設類型・
定員数等

共同生活援助事業（10）
短期入所事業（併設型）
（3）

西区西遊馬 1198-1
共同生活援助事業（8）

⑪ グリーンパーク
所在地

北足立郡伊奈町小室 818-2
埼玉県立精神医療センター内
（すこやか倶楽部 従たる 生活介
護事業所）
生活介護（6）

西区塚本町 3-139-2

⑨ プリムローズⅢ
所在地
施設類
型・
定員数等

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）

⑦ プリムローズ
所在地
施設類
型・
定員数等

所在地

西区塚本町 1-1-1
（すこやか倶楽部 従たる生活介護
事業所）
生活介護（10）

⑤ 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

② あかしあの森のレストラン

⑩

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

⑫ 浦和ふれあい館 喫茶ルーム「あかしあの森」

川越市古屋上 6083-8 A-1 号室棟
107 号室

所在地

共同生活援助(2)

公益社団法人 さいたま市シルバ
施設類型・ ー人材センタータイアップ事業
定員数等
高齢者・障害者共生事業（活動応
援プラン）

浦和区常盤 9-30-22

