
浦和１ 

うらわ学園 

（社会福祉法人うらわ学園） 

１ 施設の概要 

定員 就労移行支援   ２８人 

就労継続支援Ｂ型 ２４人 

就労定着支援   ４０人 

自立訓練      ８人 

所在地 さいたま市浦和区 

領家１－５－２０ 

https://goo.gl/7tUKAx 

 

アクセス (1) 徒歩  

ＪＲ京浜東北線 北浦和駅東口 

下車１５分 

(2) バス 

ＪＲ京浜東北線 北浦和駅東口 

下車 

国際興業バス「さいたま新都心駅

東口行」乗車（所要時間５分） 

→バス停「本太中学校」下車、バス

停前が「うらわ学園」の正門 

※ 10:00～16:00 北浦和バスタ

ーミナル（クイーンズ伊勢丹）バス

停より乗車 

連絡先 TEL：048-886-7210 

FAX：048-886-7963 

 

うらわ学園の SNS 

リニューアルしま

した。 

開設日 昭和 47 年 5 月 1 日 

開所日時 月曜日から金曜日・祝日 

８時３０分～１７時 

平均年齢 平均：２５歳 

最年少：１５歳 

最年長：５０歳 

送迎範囲 送迎なし 

食事提供 なし 

入浴 なし(シャワーあり) 

車いす なし 

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

うらわ学園は、障害者総合支援法が規定する指定障害福祉サービ

ス多機能型事業所であり、就労移行支援事業及び就労継続支援 B

型事業、自立訓練（生活訓練）、就労定着支援事業を運営していま

す。利用者個人の尊厳を保持しつつ、 自立した生活を地域社会に

おいて営むことができるよう支援することを目的としています。 

 そのため、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏ま

えて個別支援計画を作成し、４つのスキル訓練をとおして就労・自

立に必要な力を身につけることを目標にしています。 

■日常生活スキル 

身だしなみ、規則正しい生活(時間、睡眠、食事等）体調管

理、金銭管理等 

■社会生活スキル 

社会的ルールの遵守、マナーの習得、体力の向上、感情のコントロール等 

■就労スキル 

就労意欲、正確性、持続性、安全への配慮、指示理解、報告、就労体力、規則の遵守等 
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■コミュニケーションスキル 

読み書き、言葉遣い、意思表示、協調性等 

その効果について継続的な評価を実施しています。また、その他の措置を講ずることにより適切かつ

効果的に障害福祉サービスを提供することを基本方針としています。 

 
３ 事業内容の紹介

就労移行支援 

 

 

就労継続支援Ｂ型 

清掃指導、生活指導、振り返

り等、曜日によって異なりま

す。 

8:45 出欠確認

 

9:15 作業開始 

11:30 昼 食 

12:35 作業開始 

16:00 下 園 

1日のスケジュール 

身だしなみチェック、 

ラジオ体操を行います。 

週１回マラソンやストレッ

チ、リズム体操を行います。 

当施設の就労 

移行支援では、自

立した生活を営

む事が出来るよ

う、「日常生活ス

キル」「社会スキ 

ル」「就労スキル」「コミュニケーションスキル」

の４つのスキルに基づいた訓練を通して就労す

るための必要な力を培い、個性を重視し、意欲の

充実した人材を育成し、一般就労・職場定着に結

びつけています。 

基礎訓練の後半には、

企業への職場体験実習

を行い、実際に働くこと

の大変さを経験し、課題

点などを克服できるよ

う支援しています。 

就労継続支援Ｂ型で

は、受託作業等の指導

を通し、可能な限り、

利用者個々の特性に応

じて、自立に必要な勤

労意欲や技術・態度・

社会性を養い、積極的 

な社会参加を促し充実した生活ができることを

目標としています。 また、利用者の障害年

金と作業工賃を合算

した額が 10 万円を超

えるように、工賃目標

額を５万円に設定し、

日々の作業を行って

います。 

ワックスがけ作業（ハウスクリーニング） 

希望に応じて、就労継続支援Ｂ型からも企業

就労を目指して訓練を行う利用者さんもいま

す。日々の作業の中で、課題点の改善を図った

のちに企業就労へと繋げていきます。 

 

 

 

現在の作業は①ハウスクリーニング②シュ

レッダーによる文書廃棄③カーテンクリーニ

ングの作業を行っています。これらの作業は、

年間を通して毎日行う作業や、時季の作業など

があり、利用者の作業 

を固定せずに毎日割り振られた作業に参加し

てもらいます。 
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 就労定着支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、就労している障害者の方を対象に、就労定

着に向けた指導・支援を行う。併せて、地域生活に必要とするスキルの指導・支援も行なうことを

目的としています。 

 入社が決まっている方や既に入社されている方、どなたでも就労定着支援サービスをご利用に

なることができます。 

社会福祉法人うらわ学園」を利用せずに別の事業所から就職した方も対象になります。  

働きやすい環境つくりのサポートします 

４つのスキル訓練をとおして、就労定着するための必要な力

を培い、定着をサポートします。 

□日常生活スキル 

身だしなみ、規則正しい生活(時間、睡眠、食事等）体調管理、

金銭管理、自己管理等 

□社会スキル 

社会的ルールの遵守、マナーの習得、体力の向上、感情のコ

ントロール等、場の対応・返事・応答等 

□就労スキル 

就労意欲、正確性、持続性、安全への配慮、指示理解、報告、

就労体力、規則の順守等 

□コミュニケーションスキル 

読み書き、言葉遣い、意思表示、交友関係等 

また働き始めると仕事の事や 

生活のこと等 

これまでと違った悩みが出てきます。 

うらわ学園が 

一緒に解決をサポートします。 

定着支援事業余暇支援 

調理や外出等の活動を通して、親睦を深めると共に、 

コミュニケーション能力の向上を図っていきます。 

また、公共施設等の正しい利用方法を学び、社会スキ

ルの向上を図り、余暇の過ごし方をお勉強します。 

また最近では、離職の原因となっている金銭管理、ス

マートフォンの使い方研修を予定しています。 

定着支援のアクティブタイム年間予定は、 

ホームページに掲載予定。 

調理実習ＡＣＴ 

人気のパンケーキ作り

や、バレンタイン前には

チョコレート作りをやり

ました。 

 
おこずかい管理の勉強 

お給料をもらって、 

貯金する金額や、生活するた

めに使うお金の管理の仕方を

勉強します。 

 

品川水族館へ外出 

余暇の過ごし方のひ

とつ、 

外出方法を学び、休日

の楽しみ方を支援し

ます。 
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自立訓練（生活訓練） 

自立訓練(生活訓練）事業とは 

  自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害

をお持ちの方に対して、2 年間の期間の中で生活能力の維持、向上等

のために必要な支援、訓練等を提供します。 

作業能力がいくら高くても、健康管理や日常生活管理能力に不足

があると土台から崩れてしまい、働き続けることは困難になりま

す。 

  自立訓練事業を利用することで、最長４年間（自立支援サービス ２

年＋就労移行支援２年）の施設利用が可能となり、働く上で必要な

スキルを土台からしっかり固め、より安定して働き続ける為の準 備

を行うことが可能となっています。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

働き続ける上で必要なスキル（職業準備性ピラミッド） 
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４ 事業の紹介写真 

  

  

■作業訓練（紙袋作り） 

紙袋作りを主に、作業訓練を行っています。 

工程は１３工程あり、利用者さん同士での流れ作業、確認作業を取

り入れ、報告、連絡、相談、決まった手順で作業を実施出来ている

かを確認しながら訓練を行っています。 

会社では意外と立ち仕事が多いため、就職したとき､立ち仕事が苦

にならないよう､訓練ではフルタイム立って作業を行います。 

また、屋外での業務、空調設備の不十分な職場環境にも適応できる

ように、ハウスクリーニングに参加したりし、暑さ寒さに負けない

気持ち作りを訓練に取り入れています。 

 

 

 

 

身だしなみ確認は、 
グループで実施。 

ラジオ体操 登園したら、手洗いうがい 
タイムカードを押します。 

就労移行支援 

■事務訓練 

障害者職業総合センターが開発した事務訓練ツールを中核とした

プログラムを実施しています。 

PC 入力や書類作成等、多種多様な実務作業から個別にプログラ

ムを構成しています。 

ＯＡ作業「ＰＣアンケート入力」や履歴書の書き方、求人票の見

方、事務作業の「数値チェック」等を行っています。 
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■駒場競技場で 
マラソンをします。 

■ストレッチと 
リズム体操で柔軟性を。 

■木曜日は、コミュニケーション
の訓練を実施。 

■金曜日は、チャレンジクッキング。 
電子レンジメニューの調理実習で
す。 

■ＳＳＴでは、面接の練習
や、身だしなみ、様々なプ
ログラムを用意していま
す。 
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8：45 に出席確認をします。 

日直があいさつをします。 

身だしなみチェックは、利用
者同士で確認します。 

ラジオ体操を行います。 

作業②シュレッダー  
契約先から専用の段ボール
に入れて回収をします。 

作業②シュレッダー 
 青いボックスを 5 つ並べ、順番
に 1 枚ずつ取る事で、5 枚の束
を作ります。 

作業②シュレッダー  
ホッチキスや付箋を取り除
く仕分け作業を行います。 

作業②シュレッダー 
 シュレッダーに 5 枚 
ずつ投入します。 

就労継続支援Ｂ型 

♦ 作業①シュレッダーによる文書廃棄 
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作業③カーテンクリーニン
グ／依頼先へ伺い、カーテン
を入荷します。 

作業③カーテンクリーニン
グ／検品を行い、破れや汚
れ、修繕箇所などを確認しま
す。 

作業③カーテンクリーニン
グ／洗濯ネットに入れ、洗濯
をします。 

作業③カーテンクリーニン
グ／アイロンをかけます。大
きなものは数人で行います。
１日最大 80 枚程度を仕上げ
る事が可能です。 

作業③カーテンクリーニン
グ／乾燥機で乾かします 
 
 

作業③カーテンクリーニン
グ／職員が検品を行い教室
ごとなどに分け袋詰めをし
ます。 

作業④ハウスクリーニング 
除草、花壇作り作業 

作業④ハウスクリーニング  

公民館様などの室内清掃 

作業③カーテンクリーニング／
依頼先へ納品を行い終了です。 

作業④ハウスクリーニング 
個人宅室内、室外作業 

♦ 作業②カーテンクリーニング 
 

♦ 作業③ハウスクリーニング 
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５ 施設の年間の行事 

 

 

 

 

  

行事名：日帰りレクリエーション 
時期：年度により変更あり 
場所：水族館やフルーツ狩りなど 
 
外出等の活動を通して、利用者同士の親睦を図り、
公共施設等の正しい利用方法を学び、社会スキル
の向上を目的に行っています。 
 

行事名：学園祭 
時期：１１月上旬 
場所：うらわ学園内 
 
毎年、来園者や地域住民の方々との交流を
深めること、利用者さんのコミュニケーシ
ョンの向上を目的に行っています。 

行事名：チャレンジ大会 
時期：３月頃 
場所：駒場競技場 
 
個々のペースに合わせた目標を設定し、完走を
目指しています。 

行事名：アクティブタイム(ACT) 
◎ 調理実習 
時期：祝日 
場所：うらわ学園 
 
調理を通して、コミュニケーションスキルの向上
を図り、利用者同士の親睦を深めます。 

行事名：ホビータイム 
時期：年間１０回 
場所：うらわ学園内 
 
生花、絵画（水彩画・色鉛筆）、切り絵、スポー
ツのグループに分かれて、年間を通して学ぶこ
とで、技術を習得し、余暇が充実できるよう活
動を行っています。 
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行事名：ＡＣＴ 
◎音楽鑑賞など 
 
時期：祝日 
場所：うらわ学園 
 
外部からゲストをお招きしたり、近隣学校
の演奏会へ伺い音楽鑑賞を行います。音楽
鑑賞を通して、社会スキルの向上を図りま
す。 

行事名：企業様等との懇親会 
時 期：１０月～１１月頃 
場 所：ホテル ブリランテ武蔵野 
 
保護者会、同窓会、学園合同で、利用者さ
んが就職した企業の方々、いつもお世話に
なっている行政機関の方々をお招きして
懇親会を行っています。 

行事名：ＡＣＴ 
◎外出指導 
 
時期：祝日 
 
うらわ学園および周辺 
内容：公共交通機関の適切な利用方法や、
外食指導などを行い、社会スキルの向上
を図ります。 

行事名：消防訓練 
 
時期：年２回 
場所：うらわ学園 
 
消防士さんが学園に来て、消火器の使い方
や、防災についての講話をしてくれます。 
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６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労継続支援Ｂ型月平均： 
４５，６５６円 
（R３年度） 
全国  平均 15.776 円(R2)  
埼玉県平均 14.006（R2） 

清掃のプロによるハウスクリ
ーニング指導 
大東公民館、原山公民館、北浦
和インフォメーションセンタ
ーなどの公共施設、自治会館
や一般家庭などの様々な場面
で清掃を行っています！ 

個人の能力に応じた作業
展開 
重度の方、企業就労を目指
す方等、それぞれに合わせ
た指導支援を行っていま
す。 

就労移行の企業就労後の定着率は１００％です。(H29 年度) 
 
退所後も安心！ 
就労後、毎月の企業訪問と本人との面談を実施し、定期的にア
フターケアを行うと共に、ご本人、ご家族が望む限り、組織的・
定期的・永続的に支援させて頂きます。 

春や夏などの長期休暇を中
心に、学校や公民館などのカ
ーテンクリーニングを行っ
ています。 

施設外就労個所は、２個所あ
ります。 
製造関係と高齢者施設の清
掃業務になります。 

仕出し弁当は、温かく季節に
合ったメニューを用意して
くれます。 

＠fukusiuragaku 

 

http://www.facebook.com/urawagakuen 

学園のホームページは、 

いろんな情報がたくさん載っています 

SNS も今年はリニューアル
しました。 
Instagram も開設スタート 

http://www.facebook.com/urawagakuen
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７ 法人が運営しているその他の施設  

社会福祉法人 うらわ学園 

 

 

① 相談支援事業所うらわ 

  所在地 浦和区 

  
施設類型・ 

定員数等 
特定相談支援事業 

      

           


