
北１４ 
 

アクセシブル北大宮 

（株式会社アクセシブル） 

１ 施設の概要 

定 員 就労継続Ｂ １４人 

就労移行   ６人 

（就労移行は現在休止しています） 

所在地 さいたま市北区 

東大成町 1-626-1 

野原ビル 2 階 

https://goo.gl/maps/TdFZs5xQjTNd

3Lix5 

アクセス ・東武アーバンパークライン 北大

宮駅 徒歩 8 分 

・ニューシャトル 鉄道博物館駅 

徒歩 8 分 

・東武バス(大 51／大 42 系統) 赤

芝・大宮中央総合病院前バス停 徒

歩 1 分 

連絡先 TEL：048-871-5862 

FAX：048-871-5872 

e-mail：info@accessible.co.jp 

開設日 2021 年 7 月 1 日 

開所日時 平日 9:30～16:00 

祝日の振替で土曜開所日あり 

平均年齢 平 均： 36.1 歳 

最年少： 21 歳 

最年長： 61 歳 

送迎範囲 以下の周辺主要駅との往復 

JR 日進駅・宮原駅・土呂駅、東武北

大宮駅、ニューシャトル鉄道博物館

駅 

※昼間は北大宮駅のみ 

工賃 

 

平均作業時間当り工賃 350-400 円

（諸手当等込） 

食事提供 なし 

車いす 受入不可 

医療的ケア なし 

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 

 

 

 

 

 

アクセシブル北大宮は、2021 年 7 月にオープン

した就労継続支援 B 型事業所です。北大宮 

と鉄道博物館の両駅と東武バスからも徒歩圏内、

大宮郵便局近くの分かりやすい場所にあります

（近隣各線の最寄駅からの送迎も行います）。 

アクセシブルは、障がいのある方もない方も、

気兼ねなく参加できるような施設を目指してその

名が付けられました。私たちは、地域社会、事業会

社の皆さまと障がい者の方をつなぐ架け橋となり、

生産活動のお客様にアクセシブルにお願いして良

かった、と仰って頂けるような、そして、利用者の

皆さまのやりがいや自立に繋がるような丁寧な仕

事を目指しています（2023 年 1 月現在、就労移行

支援は休止して B 型に専念しています）。 
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【生産活動等の状況】 

１． 珈琲の焙煎・ドリップバッグ作成 

全自動の小型焙煎器を使ってミャンマー産の

豆を中心に焙煎します。焙煎の温度により『浅

煎り』『中煎り』『中深煎り』『深煎り』まで 4

種類の味の珈琲を作っています。また、焙煎

した豆を粉にして、ドリップバッグも作成し

ます。一人でドリップバッグ製造の工程をす

べて行うこともあれば、いくつかの工程に分

けて協働で作業して頂く事もあります。ミャ

ンマー産の珈琲は、風味があってリピーター

になって頂くお客様も多く、ご好評を頂いて

います。 

２． ネットショップの発送代行 

ネットショップ（国内外）の商品販売の発送

を代行する業務です。 

① 届いた商品を開梱し、不備がないかなど

の確認 

② 商品のセットや緩衝材による梱包 

③ 重さやサイズの計量 

④ 発送用ラベルの作成 

ゴルフボールの国内への発送の他、日本のア

ニメグッズやゲーム、楽器などをアメリカや

ヨーロッパに向けて発送することもあります。 

３． 経理記帳代行業務／データの電子化 

企業の経理の記帳代行業務を行っています。

毎月、領収書などの証憑をお預かりして、そ

れらのデータを基に会計ソフト用の Excel フ

ァイルに入力して頂きます。未経験の方でも、

公認会計士の資格を持つスタッフの指導の下、

簡単な事例から、マニュアルに沿って作業を

して頂く事で徐々に慣れて頂いています。ま

た、証憑データをデジタル化して共有するこ

とで、在宅での作業も可能となっています。

事務系のお仕事をお探しの方にはピッタリの

作業です。 

４． 看板データ入力業務 

工事現場にある看板のデータを読み取って、

Excel のシートに入力して頂きます。 

工事現場の専門用語なども出てきますが、入

力時の作業マニュアルを見ながら取り組むこ

とが可能です。建設業の市場調査として活用

されます。 

５． その他 

不定期ではありますが、チラシの封入作業や、

季節限定ですがスーパー等での食品の販売促

進キャンペーンを行うためのキット一式をそ

ろえて発送する作業なども行っています。 

６． 在宅作業 

感染症の影響などで在宅での作業をご希望の

方もいらっしゃいます。一定の要件はありま

すが、アクセシブルではリモートでの支援体

制、在宅での作業が可能な生産活動の開拓に

より、多くの方に在宅支援もご利用頂いてい

ます。 

 

 

【特色】 

１．年齢構成は、20 代の方から 60 代の方まで幅

広い方にご利用頂いています。男女構成はほ

ぼ半々、精神障がい、発達障がいの方を中心

に、軽度の身体障がい、知的障がいの方にも

ご利用頂いています。 

２．生産活動は、パソコンを活用した経理事務作

業、珈琲の焙煎・ドリップバッグ作成、ネット

ショップの発送代行、その他の軽作業など、

多岐に亘ります。また、多くの業務が皆さん

の分業による協働作業で行います。ご自身に

合った作業を他の利用者の皆さんとの協働作

業でお客様に提供して頂きます。 

３．作業時間中は皆さん真剣に取り組んでいます

が、休憩時間や作業後は趣味や休日の話など

で盛り上がります。また、祝日のある土曜日

に開所して、初詣、ゲーム、モルックなどの年

間行事も企画して行っています。
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３ 事業内容の紹介 

 

  

就労継続支援 B 型とは、障がいや難病のある方で

企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が

軽作業などの就労訓練を行うことができる障がい

福祉サービスです。 

体力に自信がない、ちゃんと通えるかどうか不安

という方は徐々に通所回数を増やす形でのご利用

も可能です。体調等に合わせて無理のない範囲で

通所日数を決めていきます。慣れてきたら少しず

つでも通所日数を増やしていけるように支援して

います。 

また、個人面談の時間を設け、状態の確認を行い、

ご希望や今後の目標などをお話して一人ひとりに

合った支援を行います。 

なお、作業内容

については、簡

単な軽作業から

パソコンの入力

作業など様々あ

りますので、ご

自分の適性に合った作業を行って頂けます。 

最初は簡単な作業から始めて、慣れてきたら段々

難しい作業にステップアップしていくことが可能

で、それにより工賃もアップしていきます。 

在宅利用の支援にも積極的に対応しています。パ

ソコンでのリモート会議ツールを活用し、通所と

変わらない環境で作業を行って頂きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

    

 

就労継続支援Ｂ型 
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４ 事業の紹介写真 
 
就労継続支援Ｂ型 

  

【PC／経理データ電子化】 

領収書などの証憑の写真

撮影（電子化）を行います。 

【発送代行／引渡】 

日本のアニメグッズやゲーム等、日本限定商品等

を海外購入者に向け商品の梱包・発送します。 

 

【発送代行／発送ラベル作成】 

宛先書類に発送者のサインを書

いて、発送ラベルに封入します。 

【PC／経理記帳代行】 

Excelにデータを入力して、最後は 

会計ソフトに取込み納品します。 

 

【発送代行／計量】 

重さやサイズを測り、発送用

の袋に封入します。 

 

【発送代行／開梱～確認】 

送られてきた商品が何か、傷が

ないか確認します。 

 

【発送代行／梱包】 

輸送中に商品が壊れない様

に、緩衝材を使って商品を

梱包します。 
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【PC／看板データ入力】 

工事現場の看板のデータを Excelシートに入力します。 

 

【珈琲／ドリップ

バッグ製造②】 

量った粉を内袋に

入れます。 

【珈琲／珈琲

豆の焙煎】 

小型焙煎機で

珈琲豆を焙煎

します。ボタン

一つなので簡

単です。 

【珈琲／ドリップ

バッグ製造①】 

粉にした珈琲をド

リップバッグ 1 杯

分(12g)量ります。 

【珈琲／ドリップ

バッグ製造③】 

シーラー機で内袋

の口を閉じます。 

【珈琲／ドリップ

バッグ製造④】 

内袋を外袋に入れ

ます。 

【珈琲／ドリップ

バッグ製造⑤】 

シーラー機で外袋

の口を閉じます。 

【珈琲／ドリップバッグ製造⑥】 

ドリップバッグの完成です。 

4 個セット、6 個セットなど、実際に販売される

商品にまで仕上げます。 
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５ 施設の年間の行事 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

行事名：博物館見学 

時期：土曜日開所の際に 

場所：近隣の博物館など 

内容：皆さんのご意見を頂きながら、大宮

周辺の博物館の見学なども行います。 

 

行事名：初詣 

時期：1月上旬頃 

場所：武蔵一宮氷川神社 

内容：事業所から徒歩 15 分に位置する氷川

神社にて初詣を行います。参加者で利用者の

皆さん、スタッフ全員の健康を祈念します。 

 

行事名：お花見（予定） 

時期：3月下旬～4月 

場所：大宮公園 

内容：桜を見ながら参加者同士で交流しま

す。 

行事名：ゲーム 

時期：土曜日開所の際に 

場所：事業所内 

内容：土曜日に、人生ゲーム、トランプ等、

皆さんでゲームを楽しむこともあります。 

行事名：モルック 

時期：土曜日開所の際に 

場所：近隣の公園 

内容：最近流行のモルック。皆さんで楽し

みながら交流を深めていきます。 
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６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業所の雰囲気】 

オープンしてから１年半の事業所です。施設も

きれいと仰って頂ける機会も多く、事業所の雰

囲気をこれから一緒に創って頂けます。 

 

【作業風景】 

就労 B 型での作業は、珈琲の焙煎・ドリップバッグ

作成、パソコン作業（記帳代行など）を中心に、軽作

業も揃えていますので、利用者の皆さんの適性に合

わせて作業を行うことができます。また、ご希望と

適性に応じて、将来的には他の作業への変更や在宅

を組み合わせた作業も可能です。 

【在宅でのご利用】 

Google Meet でご自宅と事業所を接続して、パソコン

作業の記帳代行や看板のデータ入力作業など、事業所

で行っている時と同じ環境をご自宅に再現して作業を

行って頂きます。感染症対策が必要な中で通所回数を

増やしたい方にも有効にご利用頂いています。 

【所在地】 

交通の便が大変良く、鉄道 2 路線に加えバスの利用が

可能です。 

 東武アーバンパークライン 北大宮駅 徒歩 8 分 

 ニューシャトル 鉄道博物館駅 徒歩 8 分 

 東武バス(大 51／大 42 系統) 赤芝・大宮中央総

合病院前バス停徒歩 1 分 
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【工賃体系】 

工賃は、以下の 4つで構成しています。 

 日給：1日通所したら支給（1時間分の作

業工賃を含む） 

 時給加算額：2時間目以降の時間数×作業

に応じた時給（作業内容で変動） 

 通所日数ボーナス：5日通所する毎に支給 

 通勤手当 

 

【送迎サービス】 

就労 B 型の利用者の皆さんには送迎サービ

スをご利用頂くことが可能です。 

周辺の最寄り駅（川越線日進駅、高崎線宮原

駅、宇都宮線土呂駅、東武アーバンパークラ

イン北大宮駅、ニューシャトル鉄道博物館

駅）に朝夕の送迎を実施しています。 

※昼間は北大宮駅のみ。 

【交通費（通勤手当）の支給】 

交通費（通勤手当）を支給します。上限 1 万円までの

実費（最安値）の支給となります。 


