
南３ 

しらはた作業所 

（社会福祉法人 南桜会） 

 

１ 施設の概要 

定員 就労継続支援 B型 ２０人 

所在地 さいたま市南区 

白幡５－１１－１５ 

https://goo.gl/mKmBu9 

 

アクセス 埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」よ

り、徒歩 8 分 ロッテ工場前埼京線

高架下 

連絡先 TEL：０４８－８６４－１４００ 

FAX：０４８－７６７－７７４４ 

e-mail：shirahata@deam.jp 

開設日 昭和５４年(１９７９年)発足  

平成３１年（２０１９年） 

社会福祉法人に改組 

開所日時 月曜日～金曜日  

８：３０～１６：３０ 

平均年齢 平均：４２歳 

最年少：２０歳 

最年長：５７歳 

送迎範囲 さいたま市南区・浦和区・桜区・中

央区（他、要相談） 

食事提供 あり 

（１食あたり４００円の負担あり） 

賃金・ 

工賃 

日給￥３００円 

その他 年２回賞与あり 

入浴 なし 

車いす 受入難 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス管理責任者 

森井 光喜 

就労継続支援Ｂ型事業所「社会福祉法人 南桜会・しらはた作業所」は、

知的に障がいをもった方が、仕事・レクリエーション・地域交流などを通し

て、社会の一員として持てる力を発揮し、相互に助け合う中で、一人ひとり

がその人らしい生活を実現できるよう支援いたします。 

個別支援の視点を持ち、利用者及び家族に、現在抱えている問題や叶えた

い希望、抱いている将来像など、ゆっくりとお話を聞かせて頂いた上で、関

係機関との連携を密に取りながら、想いに寄り添った支援計画を立て、一人

ひとりのペースに合わせて、日々の生活の中で実行していきます。 

そして、地域福祉・ノーマライゼーションに重きを置き、自治会との関わり・

積極的な社会参加を促進していく中で、ボランティアや地域住民とのコミュ

ニティを形成し、より良い未来へ繋げていけるよう、周知・啓発に努め、利

用者及び家族が活き活きと暮らせる社会の実現に寄与いたします。 
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３ 事業内容の紹介
 
就労継続支援事業Ｂ型 

しらはた作業所は、平成 28 年 7 月より就労

継続支援Ｂ型のみ運営しています。 

主な作業としては「浅草・雷おこし」の箱折

りを行っていますが、内職などもあるので、適

性に合わせて、みなさんが活躍しています。 

朝８：３０から作業は始まり、１０：００の朝

礼・ストレッチ・散歩・マラソン、１２：００

のお昼休憩、１５：００のおやつ休憩で息抜き

をしながら、１６：３０まで頑張っています。

（体力・ご家庭の都合に応じて帰宅時間を設定

しています。） 

一週間の中には、室内プールや音楽レク・外食活動などの楽しみがあり、春はお花見、夏は七夕・

かき氷・屋外プール、秋はハロウィン、冬はクリスマス会・節分などイベントを企画し、季節を感

じながら一年を過ごしています。 

その他、特別支援学校高等部の現場実習生や教員

を目指す大学生の介護等体験などの受入れも随時

行っており、利用者はもちろん、職員にとっても、

相互に刺激し合える良い機会となっています。 

そして、しらはた作業所の大きな特徴は、近隣自

治会ととても仲良くさせて頂いている事です。しら

はた作業所が主催する「白幡ハナミズキ祭り」では

自治会を挙げて餅つきをして下さったり、自治会が

主催する夏祭りでは利用者が地域の方々とお神輿

を一緒に担いだり、模擬店を出店して盛り上げます。

また、隔月で行われる地域清掃では、ゴミを拾いな

がら、すれ違う地域住民の方々と挨拶を交わし、少しずつ顔なじみになっています。 

日々の仕事はもちろん頑張りつつ、楽しみも沢山企

画して、地域の人たちと出会い、支え合う中で、か

けがえのない仲間たちと一緒に充実した毎日を送

れるよう、日々、活動しています。 

  



南３ 

４ 事業の紹介写真  

  

「梱包」 

束ねられた箱をきれいに包み、

翌日、納品します。 

「箱折り」 

型抜きされた材料が、4,000 枚～

10,000枚、毎朝届きます。 

「箱折り工程」 

生地の素材や厚さ・大きさによ

って折りやすさが変わります。 

「結束」 

組んだ箱を、10～20個ずつ、結束

機を使って紐で縛ります。 

「各種内職」 

結束バンドを専用のビニール

袋に入れ、台紙に合わせホッチ

キスで留めます。 

「ネジ入れ」 

各種長さや数などの違う

ネジを販売用プラスチッ

クケースに入れています。 
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「朝礼」１０時半～ 

点呼をとって・一日の流れの説明

をする他、人によっては休みの日

の出来事を発表したりします。 

「手話タイム」 

「みなさん、おはようございます」の手話

で始まり、一日１単語ずつ！だいぶ覚えて

きました。手先の運動にもなります。 

「ストレッチ」 

作業は、下を向いて集中！

肩もこる！たまに伸ばさ

なきゃね！ 

「マラソン・散歩」 

少しずつでも、運動は積み

重ねが大切！ただ、すごく

暑い日とすごく寒い日は

無理しない！ 

「ラジオ体操・創作ダンス」 

創作ダンスに、最初は照れ

ながらも徐々に元気に楽し

くなってきます。 

「３時のおやつ」 

夏はかき氷やスイカ・秋は焼き芋

なんかもでるよ！ 

「役割当番」 

テーブル拭き・お茶入れ・食器洗い・流

し掃除・トイレ掃除・洗濯・ゴミ捨て・・・

家でもやってね！ 
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５ 施設の年間の行事 

 

 

  

行事名：ハナミズキ祭り 

時期：4月第 3土曜日 

場所：施設前「花と緑の散歩道」 

内容：たくさんの模擬店・楽しいステージで盛り上がります。

つきたてのお餅やゲームコーナーは自治会も共催し、施

設を知ってもらう大切な交流の場です。 

行事名：クリスマス会 

時期：12月中旬 

場所：南区 文化センター・多目的ホール(令和３年度) 

内容：一年間をスライドショーで振り返り・サンタからク

リスマスプレゼントや大道芸人を呼んで大盛り上

がりな 1日です！ 

行事名：浦和施設連絡会・運動会 

時期：10月中旬 

場所：障害者交流センター・グラウンド 

内容：綱引き・玉入れ・障害物競争・リレー・パンくい競

争・ダンス。みんなの一生懸命があふれています。 

 

 

行事名：合宿（１泊２日） 

時期：10月上旬 

場所：伊豆潮風館 

内容：仲間と共に過ごす２日間。観光や体験、お土産を買う

のも楽しみです。 

行事名：白幡こども祭り（夏祭り） 

時期： 9月上旬 

場所：施設前「花と緑の散歩道」 

内容：地域の方々と一緒にお神輿を担ぎます（途中でアイス

も出ます！）・夕方は焼きそばの模擬店を出します。 

行事名：納涼祭 

時期： 8月中旬 

場所：施設内・施設前 

内容：夏のお祭りとして、綿あめ・かき氷・スイカ割りなど

を皆さんに体験してもらい、一日楽しみます。 
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６ 施設の自慢・特色 

 

  

「地域清掃レク」 

隔月で自治会の地域清掃に

参加し、終了後にレクリエ

ーションを行っています。

カラオケやボーリングが人

気です。 

「音楽・カラオケレク」 

毎週木曜日には、午前中の 1

時間ほど歌・ダンス・カラ

オケ・手話・楽器などを使

って音楽レクを行っていま

す。 

「室内プール」 

毎週火曜日には、近くの沼影

市民プールにて 1 コースを

１時間借りきって、体を動か

す機会にしています。 

「七夕レク」 

さいたま新都心駅コンコー

スにて、みんなが書いた短

冊を毎年飾って頂くので、

自分の書いた短冊を見学が

てら、外食をしてきます。 

「ハロウィンレク」 

10月になると、もちろんハ

ロウィンレクとして作業所

内の飾りつけや「トリック

オアトリート！」の掛け声

で魔女からお菓子をもらい

ます。 

「外食活動」 

毎週金曜日は、お好み昼食。

希望するお店ごとにグループ

を作り、武蔵浦和駅周辺に食

べに出かけます。作業所に残

る方はモスバーガー・じゃぱ

ん亭から選んで注文できま

す。 

 

行事名：日帰り旅行 

時期： 2月 

場所： ＪＡＬ工場見学・浅草散策 

内容：大きな音、大きな飛行機の迫力にみんなの視線は釘付

け。その後は、のんびりお寺を散策しました。 
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「防災訓練」 

最寄りの南消防署にご協力を

頂き、避難訓練、水消火器・煙

ハウスの体験を行っています。 

「バレンタイン・ 

ホワイトデー」 

嬉し恥ずかし、照れながらも

自然と笑顔がこぼれてきま

す。 

「季節イベント」 

夏はかき氷・新年は餅つきと、

季節の彩りを感じる行事です。 

「お花見レク」 

桜咲く・・走って飛んで・・

散歩して。 

「誕生日会」 

お菓子とジュースは誕生者が

買い物に同行して、好きな物

を選べるルールにしていま

す。 

「鉄板焼きレク」 

みんなで、手分けして作った

料理は格別です！ 

「さんご・カフェ」 

近くにある、同じ障がいを持つ事業

所が開いているカフェへ隔月で出

かけ、手作りスイーツとドリンクを

堪能しています。 

「イエローレシートキャンペーン」 

イオン北戸田店にて、毎月１１日に行われるイエロ

ーレシートキャンペーンに参加しています。集めた

レシート額の１％を寄付してもらえるだけでなく、

多くの方に施設を知って頂く機会となってます。 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

 

① 社会福祉法人 南桜会 けやき【桜５】 ② 社会福祉法人 南桜会 ハナミズキ 

  所在地 桜区田島 7-19-11 
 

所在地 南区白幡 5-11-15 

  
施設類型・ 

定員数等 

生活介護（20）、就労継続支援Ｂ型

（20）、短期入所（2）  

施設類型・ 

定員数等 
相談支援(定員なし) 

 


