
北６ 

街のステーション 

（社会福祉法人いーはとーぶ） 

１ 施設の概要 

定員 生活介護       ７人 

就労継続支援Ｂ型   １３人 

 

所在地 さいたま市北区 

土呂町 1-17-2 

グランパレス堀口 101 

https://goo.gl/IIzEHP 

アクセス 土呂駅より徒歩 5分 

連絡先 TEL：048-677-7496 

FAX：048-677-7496 

開所日時 月曜日～金曜日 

9：30～16：00 

12月 29日～1月 3日迄を除く 

開設日 平成 25年 7月 1日 

平均年齢 平均：38歳 

最年少：24歳 

最年長：67歳 

送迎範囲 生活介護のみ 要相談 

 

食事提供 なし 

入浴 なし 

車いす 受入可 

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 

 

 

「障害者が、地域社会とのふれあいの中、各人の個性を尊重し、人間らしい豊かな生活を築くこ

とを目的とする。」を理念としています。 

重度重複障害者が地域で生活していくことを支え、各人のニーズに適応した事業を展開するため

に親の会が無認可デイケアを立ち上げて以来、平成 19年に法人格を取得し現在に至ります。 

障害の重い人々が安心して暮らすことが出来る制度やシステムは、現状では十分と言えるものでは

ありません。本法人は障害者がどのような生活を営んでいくかを選択しようとした時に、そのサー

ビスを提供、保障していくことが責務であると考えています。 

そして親の会が立ち上げた建物と理念を継承し、さらに地域に根ざしたものとなるよう力を注ぐ

つもりです。 

「社会福祉法人いーはとーぶ」として根本にあるのは、障害者の福祉の増進に努めることであり、

それが運営に先んずるものでなければならないことを心に深くとめ、地域社会との共存を目指して

管理者の山口です！ 地域の運動会に参加しま

した。 

忘年会で串揚げの食べ放題

に行きました。 
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います。 

 
３ 事業内容の紹介

 

 

街のステーションでは利用者さん一人ひとりが施設外作業と室内作

業を通じ、地域のお役に立てる人材に成長できるように取り組んでい

ます。 

施設外である清掃活動チームは少人数グループ（職員含め 3～5名）

で行動し、地域の企業やマンション・アパート等の清掃活動を行って

います。 

お手伝い隊では除草作業など地域の方のお手伝いを実施していま

す。（職員含め 3名） 

室内作業では、内職作業や野菜販売を行なっています。     

平成 29年 7月 3日からサロンを開始しております。 

 

 

 

 

「街のステーション」の従の事業所である「ピースサンシャイン」

の紹介をします。ピースサンシャインは、利用者さんが中心となり多

岐にわたり活動しています。 

オリジナルアイロンビーズやレターセットなどの製作品や縫製品の

販売をしています。 

週に１回行われるピース会議では、活動や行事の企画のほか、外出

計画など議題は盛りだくさんです。 

同様に週１回行われる「お話サポートプログラム」でもお題を決め

てそれについて一人ひとり話すなど、意見交換の場となっています。 

その他にも「ピーシャンタイムズ」という広報誌も発行していま

す。 
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４ 事業の紹介写真 

 
清掃作業 

9：20頃「おはようございま

す」元気な声が街のステー

ション内に響き渡ります。 

1日の始まりです 

着替えをすませ 9：30 から 45

分まで朝礼の開始です。 

今日の作業担当や注意事項を

伝えます。 

「今日も一日よろしくお願い

します」 

9：45  

早速、掃除道具の準備、持っ

ていく道具を車に積んで出

発します 

10：20頃、現場にて使う道

具の準備、水が出ない場所

などはタンクに汲んでいき

ます。（到着時間は物件先に

よって異なります） 

 

現場にて作業を分配しま

す、今日は掃き掃除が中心

になったため、廊下、階段を

しっかり掃いています。 

又、掃き掃除が早く終わってしま

った場合拭き掃除かモップかけ

なども手伝っていただきます。 

午前中約2件～4件を清掃してき

ます 

（物件の大きさによる） 
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12：00 

街のステーションに帰って

きて昼食をとります。 

昼食は各自で持参したり買

ってきたりしています。 

13：00 

午後の部開始です 

空室の清掃も行っています 

換気に始まり、床やドア、窓な

ども綺麗に拭きます。 

午後も午前同様 2～3件ほど清

掃を行います 

ポリッシャーの作業も行っ

ています。 

15：00 

道具を物置に返します。 

時間があるときは内職も手

伝います。 

15：45 

今日のふりかえりをします

今日起こった事や、出来た

事、出来なかったこと、不満

など何でもいいので伝える

事をします。 

16：00 

ようやく 1日の終わり 

電車に乗って帰ります 

内職作業 

9：20 バスに乗って来てい

ます。 

9：15 着いたらすぐに作業着に

着替えます 

9：30 朝礼をします 

その後作業開始です 

 

 



北６ 

 

サロン 

封入作業を行っています。 

一人一人出来る事をやって

います。 

休憩中はみんなでおしゃべ

りしたりしています。 

シャーペンの袋詰めを行っ

ています。 

シャーペンのディスプレイ

を挿しています。 16:00 

さようなら～ 

サロンに着いたら、すぐに

掃除です。お客様に快適に

過ごしてもらう為に皆一

生懸命です。 

お金の確認中 

（きちんとお金(つり銭)

があるかな）。 

商品の在庫チェック。 

何の商品がいくつあるかの

確認も職員任せではなく自

分たちで行います。 

準備完了。いよいよお客様を

お迎えします。皆、笑顔と挨拶

を忘れずに！ 

15：00 

サロンの営業時間終了

です。 

今日の売上確認、片づけ

をして終了です。 

16：00 

さようなら～また明日！ 

12：00 

昼食です。昼食は

サロン内でお客

様と一緒にとり

ます。 
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  ５ 施設の年間の行事 

行事名：入所式(対象者がいれば) 

時期：4月初旬 

場所：街のステーション(ソリストパレスにて) 

内容：記念品贈呈や先輩利用者からのありがたいお言葉や、メン

バーからの出し物もあります。 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

行事名：お花見 

時期：4月頃 

場所：大宮公園 

内容：公園内を回り屋台なでお昼を調達、桜を見ながら昼食を楽

しみます。 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

施設内で出来るレクなどに変更があります 

行事名：防災見学 

時期：6月頃 

場所：鴻巣防災学習センター 

内容：センター内の地震体験や強風体験、消火体験、避難（煙の

中）体験を行います、そのあとに災害の DVD 鑑賞なども

あります。写真は車いすでの地震体験の様子です。 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

 

行事名：日帰り旅行 

時期：その時により変わります 

内容：その年によって変わるためお楽しみです。 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

施設内で出来るレクなどに変更があります 

行事名：暑気払い 

時期：8月 

場所：その年で変わるのでお知らせいたします 

内容：みんなで出かけてお腹いっぱいたべます 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

施設内で出来るレクなどに変更があります 
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行事名：運動会 

時期：9月下旬 

場所：土呂公園 

内容：毎年行われている土呂地区の運動会に参加して地域の

方々と一緒に走ったりこけたりします。 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

行事名：つなごうパレード 

時期：10月頃 

場所：土呂町付近にて 

内容：毎年、仮装のテーマを決め衣装を自分たちで制作して土呂

町を練り歩きます 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

行事名：忘年会 

時期：12月下旬頃 

場所：毎年異なるため事前にお知らせいたします 

内容：メンバー全員で出かけ（参加者のみ） 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

施設内で出来るレクなどに変更があります 

行事名：新年会 

時期：1月 

場所：街のステーション（グランパレス） 

内容：年によって変更をします。 

今年度はコロナ禍の影響もあり中止としています 

施設内で出来るレクなどに変更があります 

 

行事名：成人式(対象者がいれば) 

時期：1月上旬 

場所：街のステーション（ソリストパレス） 

内容：「ご両親に感謝を」をテーマにお祝いの言葉やメンバーか

らの記念品贈呈やお祝いの言葉、ご両親からの手紙など厳

粛に行いながらも街のステーションらしさのある成人式

をおこなっています。 
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６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 法人が運営しているその他の施設 
 

社会福祉法人 いーはとーぶ 
 

① みるきぃうぇい ② いーはとーぶ【北３】  

  所在地 北区  所在地 北区 

  
施設類型・ 

定員数等 
短期入所（６）  施設類型・ 

定員数等 
生活介護事業（20） 

           

③ さざんくろす ④ ケアーホーム 我が家 

  所在地 北区土呂町 1-5-4  所在地 

・いちごみるく（見沼区）  

・おかえり（見沼区） 

・青いりんご（見沼区） 

・かえるの家（見沼区） 

・オレンジ（北区） 

・グリーン（北区） 

  
施設類型・ 

定員数等 
特定相談支援事業所  

施設類型・ 

定員数等 
共同生活援助（27） 

           

みんなの仲が良いです。 

行事がたくさんあります。 
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