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てづくり厨(くりや) 
ふぁくとりー 

（社会福祉法人もくせい福祉会） 

１ 施設の概要 

定員 就労継続支援Ｂ型  20 人 

(平成 30 年 4 月から B 型のみで運

営) 

所在地 さいたま市桜区 

西堀 8-9-18 

https://goo.gl/lSQLwx 

 

アクセス JR 埼京線 南与野駅 徒歩 10 分 

連絡先 TEL& FAX：048-857-5388 (店舗) 

TEL& FAX：048-674-6642 (事務

室) 

開設日 月～金曜日(祝祭日を除く) 

開所日時 9 時 10 分～16 時 

平均年齢 平均：45 歳 

最年少：23 歳 

最年長：68 歳 

送迎範囲 なし 

食事提供 あり（１食あたり 200 円の負担あ

り） 

賃金・ 

工賃 

年額平均で 10,766 円 

入浴 なし 

車いす 不可 

医療的 

ケア 

なし 

その他 

設備 

 

エレベーター   なし 

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 

てづくり厨(くりや)ふぁくとりーの「くり

や」という言葉は、「台所＝キッチン」という

意味です。その名前の通り、お弁当屋さんをや

っており、他に季節のお菓子なども作っていま

す。 

 

「てづくり厨ふぁくとりー」は、こんなこと

を基本方針として運営しています。 

1.自信がなくてもやってみよう（一歩を踏みだす） 

やったことがないから不安…とためらって

しまう事は誰にでもあります。でもやってみ

たらできるかもしれません！最初は失敗して

も、段々上手にできるかもしれませんよね？ 

失敗の原因を自分で考えたり、別な視点か

ら見る力や考え方を身につけることが、これ

からの生活に大事!! ふぁくとりーはそんな

考え方で「失敗を練習するところ」。つまり

失敗しても立ち直る練習をするところです。 

2.自分の頭で考えてみよう（受身でなく自分

で） 

最初は一緒にやってみましょう。そのうち

だんだん慣れて次に何をすれば良いのか、わ

かるようになってきます。わからない時は相

談しながら。そうやって、｢自分で考え｣､｢用

意し｣､｢実行する｣ことを｢経験し｣､自信につ

なげていきます。 

3.報告･連絡･相談しよう（一緒に働くために） 

そう！わからない時はその事を伝えればい

いし、確認したり相談したりすればいいので

す。 

4.ともに過ごす為のルールを知る 

協力しながら作業する中で、「自分」とい

うものの出し方やそれがその場にあっている

かどうか等を身につけます。 

5.自立へのスケジュール作りをする 

自立ってどんなこと？ 今はどんな風に生

活していますか？ 就労を考えるなら、どん

なスタイルで働きたいのか？ 時間は何時か

ら？ 通勤時間はどのくらいまで大丈夫? 

苦手なことや配慮してほしいことってなんだ
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ろう？…今の状態を踏まえて、無理のない具

体的なステップ作り(その為にどうしたらい

いのか)について一緒に考えます。 

 

 

３ 事業内容の紹介  
 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  
  

 
４ 事業の紹介写真 

  

9:10～ 

開所 

遅刻･欠席連絡受付  

基本ご本人からご連絡を！ 

朝礼 9：50～  

報告事項・各自体調報告・メニ

ュー説明・仕事の分担 

10 時 
弁当製造  

調理・盛付け・洗い物等 

販売開始 11:30～  

接客・配達・賄い食準備 
11 時 

13時頃～ 昼食・休憩 (昼寝も可) 

14時頃～ 後片付け・掃除 

15時頃～ 

終礼・休憩  

コーヒーブレイクも兼ねなが

らの終礼ミーティング。工賃

を稼ぎたい人には追加ポイン

ト作業もあります。 

16 時 

メンバー退所時間  

自分の決めた時間に退所しま

すがリミットが 16 時です) 

お弁当作業 

まずはご飯盛り。ふんわり仕上

がるように山をならし、ごま塩

と自家製梅干しをおきます。 

垂らしたりこぼしたりしない

よう気を付けながら、盛付け

レイアウトにそっておかずを

詰めていきます。 

蓋をして輪ゴムをかけ、作成

日時シールとアレルギーシー

ルを貼ったら出来上がり。 

お弁当作業 

おやつ作業／賄い準備 

※営業日でない日 

同じタイムスケジュールで買物・清掃・調理実習、 

または営業会議やお楽しみ行事を行います。 

「地域に貢献できる作業所」が 

てづくり厨ふぁくとりーの目標です 

ほかに、お彼岸には「おはぎ」、クリスマスやバレンタイン

デーには「チョコマフィン」などを作るときもあります。 

 

「旬彩弁当」という日替り弁当で、おかずの調理は職員が 

行い、お弁当箱に詰めたり配達や店売りがメンバー 

の作業です。 

 ご飯はふんわりと、おかずは

彩り良く、同じ量に、丁寧に詰

めていきます。助け合いながら

の作業なので、チームワークが

とても良いです。 

助け合いながらの作業なの

で、 

チームワークがとても良いで

す。 

 

日替りのお菓子作りと給食としての賄い食準備などが作業

になります。 

お菓子は、通年でカップケーキ、秋～春の大学芋、夏季は

わらび餅です。 

チームワークがとても良いです。 

 

工賃の支給は作業内容ではな

く働いた時間数(10 分単位で算

出)によります。 

令和 3 年度の工賃支給実績は 

10,766 円でした。 
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おやつ作業 

ある日の旬彩弁当。左上から、

ロールキャベツ・大根とさつ

ま揚げの煮物・鮭フライ・自家

製漬物・ピリ辛こんにゃくで、

一個 550 円です。 

予約や配達の分をお客様

ごとに袋やカゴに入れて

取り分けます。メニュー票

と割り箸も忘れずに。 

配達は立候補制です。近場は徒歩また

は自転車で配達担当がお届けします。 

遠い場合は職員が車で配達します。 

計量し材料を合わせたカップ

ケーキの生地をアルミカップ

に入れていきます。 

お芋が出回らなくなる夏場は

「わらび餅」を作ります。 

種類はその時々で、苺・林檎･柑橘･

など季節の手作りジャムを使用、

またピーナッツ、紅茶・胡麻・サ

ラミなど多種類にわたります。 

 

 

 

大学芋を作成中です。 

お菓子作りは、2～3 人の

作業として行うことが多

いです。 

大学芋の出来上がり。 

蜜も手作り。蜜の味もさら

に工夫して新製品はちみ

つ味も登場しています！ 

マニュアルに従って温度や

時間をセットして、オーブン

で焼きます。 

香ばしく焼き上がったら、

網に載せて冷まし、袋にい

れます。 

クリスマスやバレンタインデーに

は人気商品のチョコマフィンを期

間限定で販売します。 
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５ 施設の年間の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行事名：防火訓練 

時期：６月 

場所：施設脇の駐車場 

内容：消防署立ち合いの防火訓練。写真は水消火器を使っての

訓練です。 

行事名：初詣 毎年どこかにお参りにいきます。 

時期：１月初旬 

場所：与野七福神めぐり 

内容：この神社は一山神社。 

この日歩いたのは約１万歩。良い運動になりました。 

行事名：外出行事、行先はミーティングで決めます。 

時期：お盆の頃 

場所：みんなで投票で決定します 

内容：夏は屋内の涼しいところに限る。 

行事名：何をするかはみんなで決定（これはボーリング大会） 

時期：1～3 月 

場所：ボーリング場 

内容：彼はこのスタイルでストライクを取ります！ 

行事名：浦和区ふれあいまつり 

時期：秋 

場所：浦和北公園 

内容：「カップケーキ」「チョコマフィン」などのお菓子で出店。 

仕事として働くのですが、休憩の時に他のお店をのぞく

のも楽しみのひとつです。 

行事名：障害者週間市民のつどい 

時期：12 月上旬(障害者週間に開催) 

場所：プラザノース周辺 

内容：新型コロナの為、残念ですがふぁくとりー名物「ひっつ

み汁」、「コロッケ」「混ぜご飯」は販売できず、「カップケ

ーキ」「チョコマフィン」を中心に出店しています。 

新型コロナの為 

今は見合わせています 

新型コロナの為 

今は見合わせています 

新型コロナの為 

今は見合わせています 

新型コロナの為 

今は見合わせています 
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６ 施設の自慢・特色 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

梅のヘタ取りです。 

梅干しまで手作りしているふぁくとりーでは、季節になると１年

分の弁当用梅干しを作ります。ヘタを取りながらのお喋りも、いつ

もとは違う楽しみです。 

 

ある日の賄いご飯です。お弁当屋さんだからこそできる豪華な

昼食です。その日のお弁当のおかずや味噌汁がつく時もあり、1 食

200 円で提供しています。野菜をたくさん使ったメニューも多く、

一人暮らしの方にもおすすめです。大盛にすることもできます。 

 月に一度、月曜日の午後から「いろいる会」という茶話会を開催

しています。メンバー手作りの素敵なお茶菓子付きです。どんなお

話をしていくかいくつかテーマを出し合い、そのテーマについて

話をしていきます。話すことが苦手な方は、お話を聞いているだけ

でも OK です。普段一緒に作業しているメンバーの新たな一面が

見られたりするのもまた魅力の一つです。 

施設行事ではなく、メンバーの自主行事で、暑気払いと忘年会が

盛大に行われます。 

店探しと予約、参加費徴収から支払いまで、全てメンバーが行い

ます。 

幹事さんは、時には割引クーポンなども駆使し、安くて美味しい

店を探してくれます。 

参加者は、就労中の元メンバーから、元職員、実習生だった学生

さんなど多方面にわたって声掛けしています。 

挨拶をしているのは理事長ですが、理事長も職員も、あくまでも

会費を払って参加する「お客様」です。 

メンバーであれゲストであれ、一緒にこの場を楽しむ「仲間」と

いうことでしょうね～。 

平成 29 年度授産アドバイザー派遣事業を利用して専門家にデ

ザインをしてもらい、店舗にオーニングを取付けました。雰囲気も

明るくなり、とても目立つようになって、お蔭さまで売上げアップ

に繋がっています。 

その際にキャラクターも作り、オーニング・メニュー票・箸袋な

ど、色々なところで活躍しています。 

新型コロナの為 

今は見合わせています 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

① ほっとラウンジ【浦和７】 

 
  

所在

地 
浦和区領家 4-15-10 

  

施設

類

型・ 

定員

数等 

就労継続支援Ｂ型 20名 

クッキーの製造・販売と、カフェをやって

います。 

      

 


