
中央９ 

地域活動支援センター来夢 

（社会福祉法人 鴻沼福祉会） 

 

１ 施設の概要 

定員 地域活動支援センター 20人 

所在地 さいたま市中央区 

鈴谷７-５-７ 

https://goo.gl/Glx2C3 

 

アクセス JR「与野本町駅」より徒歩 15 分 

またはバス停「鈴谷おおかや前」 

より徒歩 3 分 

連絡先 TEL：048-859-7231 

FAX：048-852-3276 

開設日 平成 18 年 10 月 1 日 

開所日時 日～金 9 時 30 分～18 時 

平均年齢 平均：52.5 歳 

最年少：30 歳 

最年長：77 歳 

送迎範囲 なし 

食事提供 なし 

入浴 なし 

車いす 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） あり 

 

 

２ 施設の運営方針・理念 

1999（平成 10）年精神障害者地域生活支援センターとして開設、2006（平成 18）年に地域活動支援

センターⅠ型に移行しました。 

障害のある人たちの地域での暮らしを支え、安心でゆたかな生活が実現することを目的に、活動の場や

地域との交流の場を保障しています。 

主な活動内容として、「憩いの場（フリースペース）」があり、毎日 1 時間程度のプログラムがあります。 

登録者は約 100 人（主な障害として、精神障害のある方が約 7 割、知的障害のある方が約 2 割、身体

障害のある方などが約 1 割）となっています。 

「家にこもりがちの生活をしている」「友達をつくりたい」「働きたいけど、まだ自信がない」など、さ

まざまな思いをもった方がいます。地域活動支援センター来夢とつながることで、「障害をかくさないで

交流できるから安心」「不安はあるけど、自分のペースで活動したい」という声もだされています。社会

や人との「つながり」を実感したり、外にでる自信につながる活動を大切にしています。 

また、地域の関係する機関と連携しながら生活全体をささえることも取り組んでいます。 
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３ 事業内容の紹介 
 

「憩いの場」 

月、火、木、金、日の 10：00～17：15 に登録している方が利

用できるフリースペースを開設しています。 

和室もあり、くつろいだり、囲碁・将棋・麻雀などをたのしむ

方もいます。 

「茶話会」 

週 2 回（日、火）行っています。お茶を飲みながら、みんなで

交流を深めるプログラムです。 

「カフェ＆ミュージック」 

週 2 回（月、金）行っています。自分の好きな音楽をかけながら、お茶をのむプログラムです。 

「昼食会」 

毎週木曜に行っています。市内の福祉作業所の仕出し弁当やボランティアの方の協力をいただ

き、みんなで食事をたべています。 

「体をうごかそう！」 

月 1 回（木）行っています。ストレッチをしています。 

「訪問・生活支援」 

ひとり暮らしの方を中心に、月 1 回程度家庭訪問をしています。 

 

 
 
４ 年間行事の紹介 

   

行事名：クリスマス会 
時期：12 月 
場所：当センターにて 
内容：食事やゲームを楽しみながら、一

年をふりかえる会です。 

行事名：メンバー・ボランティア交流会 
時期：10 月 
場所：当センターにて 
内容：メンバーの体験発表やサークルの

活動発表を行っています。軽食を取
りながら交流をふかめています。 
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５ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 2 回「メンバーミーティング」を行っています。メンバー

からの要望や意見をだしあい、事業所の運営にいかせるよう

にしています。また、障害のある人をとりまく制度や社会の

動きなどを学ぶ機会もつくっています。 

毎年２月には、鴻沼福祉会の全事業所が集まって「実践報告

会」を開催しています。全事業所から実践レポートが報告さ

れます。個別支援や就労事業などのとりくみを職員が、レポ

ートにまとめます。レポートには、職員が、どんな観点をも

って実践にとりくみ、利用者がどのように成長してきたか

が、描かれています。その報告を利用者・家族・職員・関係

機関の皆さんなど、みんなで聞いて、討議をし、今年度の実

践の前進点や今後の課題などを確認しあいます。 

「メンバーミーティング」で話しあい、カラオケ大会や

ゲーム大会などの活動を行いました。 

情報紙「ゆう」を月 1 回発行しています。一か月の活動予定

などのお知らせや、メンバーからの投稿コーナーなどがあり

ます。 

数年に１回、鴻沼福祉会コンサートを埼玉会館大ホールで開

催しています。コンサートにはプロのアーテイストの演奏だ

けでなく、鴻沼福祉会の全事業所の利用者・職員などが出演

するステージもつくっています。利用者の夢や願いをもとに

つくったオリジナル曲も多数あり、ステージ上での利用者の

生き生きした姿に毎回、多くの共感が寄せられています。 

その他１ 

その他２ 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

 

① そめや共同作業所【見沼４】 ② あざみ共同作業所【見沼５】 

  所在地 見沼区染谷 2-145  所在地 見沼区染谷 2-145 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労継続支援Ｂ型 20名  施設類型・ 

定員数等 
生活介護 40名 

           

③ きりしき共同作業所【中央６】 ④ のぞみホーム 

  所在地 中央区円阿弥 1-3-15 鴻沼福祉会館 2階  所在地 見沼区 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労継続支援Ｂ型 20名  施設類型・ 

定員数等 
共同生活援助 6名、短期入所 3名 

           

⑤ 第 1 たかさご荘 ⑥ 第 2 たかさご荘 

  所在地 中央区  所在地 中央区  

  
施設類型・ 

定員数等 
生活ホーム 9名  施設類型・ 

定員数等 
生活ホーム 9名 

           

⑦ 第 3 たかさご荘 ⑧ なつめホーム 

  所在地 中央区  所在地 中央区 

  
施設類型・ 

定員数等 
生活ホーム 6名  施設類型・ 

定員数等 
生活ホーム 5名 

           

⑨ かえでホーム ⑩ かりんホーム 

  所在地 中央区  所在地 中央区 

  
施設類型・ 

定員数等 

生活ホーム 5名、ショートステイ 2

名 
 施設類型・ 

定員数等 
生活ホーム 5名 

         

⑪ よつばハイツ ⑫ 中央区障害者生活支援センター来夢 

  所在地 中央区   所在地 中央区鈴谷 7-5-7 

  
施設類型・ 

定員数等 
生活ホーム 5名   

施設類型・ 

定員数等 
相談支援（定員なし） 

         

⑬ 見沼区障害者生活支援センター来人 ⑭ つばさ共同作業所【中央２】 

  所在地 見沼区南中野 467-1 スガヤハイツ 105   所在地 中央区上峰 2-10-20 

  
施設類型・ 

定員数等 
相談支援（定員なし）   

施設類型・ 

定員数等 

生活介護 40名、就労継続支援Ｂ型

20 名、就労移行支援 6名 

         

⑮ ひかりホーム  

  所在地 西区  

  
施設類型・ 

定員数等 
共同生活援助 7名、短期入所 3名  

 


