
岩槻４ 

障害福祉サービス事業所  

カーサ岩槻 

（社会福祉法人 北友会） 

 

１ 施設の概要 

  

定  員 生活介護   25 人 

短期入所   6 人 

所 在 地 さいたま市岩槻区 

谷下 1-1 

https://goo.gl/HHN5qw 

 

アクセス 岩槻駅から徒歩 20 分 

連 絡 先 TEL：048-749-2777 

FAX：048-758-3777 

e-mail: 

casa.iwatuki@watarisuzuranen.jp 

開 設 日 平成 27 年 4 月 1 日 

開所日時 月曜日～金曜日 9：30～16：00 

年中無休    16：00～10：00 

平均年齢 平均：  30 歳 

最年少： 18 歳 

最年長： 61 歳 

送 迎 さいたま市 越谷市 春日部市  

(要相談) 

食事提供 あり 

（１食あたり 670 円の負担あり） 

入  浴 あり 

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 

平成27年4月に埼玉県さいたま市岩槻区に障害者

福祉サービス事業所 カーサ岩槻を開設。 

 

経営方針 ・私達は、職員がやりがいを持ちなが

ら活き活きと働ける職場環境を築き、お客様やご

家族様の期待を超える心のこもった質の高いサー 

ビスを提供しお客様のため、ご家族のため、仲間 

のため、自分のため、社会のために絶え間ない努

力し、永続的に進化をし続ける強い組織となり、 

社会から求められる法人に成長していきます。 

 

 

 

 

 

サービスの理念 ・お客様の人生に輝きを！！ 

お客様の人生をより輝いたものになるために、5

つの要求を満たす質の高いサービスを提供します。 

1 安心(生理的欲求) 

私達は、快食・快便・安眠をモットーにお客様の

日常生活リズムを大切にしたサービスを提供して

いきます。 

2 安全(安全欲求) 

私たちは、衛生環境や見守り環境を整え、お客様

が安全に過ごす事が出来る環境やサービスを提供

します。 

3 ふれあい(社会的欲求) 

私達は、人と人との繋がりと家族の様な温かい関

係を構築できる心地の良い環境やサービスを提供

https://goo.gl/HHN5qw
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していきます。 

4 生きがい(承認欲求) 

私達は、お客様の趣味や特技などの頑張りをしっ

かりと把握し、維持・向上をさせていくサービス

を提供していきます。 

5 幸せ(自己実現欲求) 

私達は、お客様の夢や希望をしっかりと引き出し、

その実現に向けて全力でサポートしていきます。 

 
 
３ 事業内容の紹介 
 

  
生活介護 

カーサ岩槻の生活介護事業所(障がい者通所施設) 

では、常に支援を要する障がい者の方が、自立した

日常生活又は、社会生活が営めるよう、入浴、排泄、

食事、調理、洗濯、掃除等の支援や生活全般に関す

る相談及び助言、創作活動(イベント等)、生産活動

(授産作業、紙すき)の機会を提供のほか、身体機能

(歩行、立位、座位保持)や生活能力(お買い物、外食、

精算)の向上を目的として活動しています。様々な質

の良いサービスを提供し、地域社会で意識的に生き

生きとした笑顔で皆様が過ごすことができるよう

に、支援に取り組み、関係機関や地域、家族との連

携を重視し、障害のある方の社会参加をお手伝いで

きるよう努めています。 

短期入所 

カーサ岩槻の短期入所事業所では、在宅で介助 

支援しているご家族様が一時的に介助、支援が 困

難になった際、短期間施設を利用し入浴、食事 

排泄などの日常生活のサポートや機能訓練を行う

ほか、夜間は（夏は花火ほか）イベントを行います。

二ヶ月前よりお電話にて予約を行いますが、ご好評

につき直ぐに予約がいっぱいになってしまう為ご

了承下さい。また短期間でも日々の生活リズムを崩

さないよう配慮し介護者の休息や入所に向けって

の支援を行っています。 
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４ 事業の紹介写真 

  
生活介護  

散歩から帰ってきたら作業時

間になります。午前中は主に

イベントの飾り作り。 

朝の会を行い、みんなの健康チ

ェックを行います。 

晴れたら公園散歩に行

きます。 

お風呂に入る方は午前中、午後

と入浴を行っています。 
みんな食堂に集まって楽

しくご飯を食べます。 

 

午後も作業時間、イベントに

使う道具の作成に取り組み

ます。 

外で活動する班は畑等作

業草むしり等。 

一日活動をした場所をみ

んなで掃除します。 

15 時におやつの時間となり

ます。 

季節に合わせたおやつが提

供されます。 

帰りの会を行い名前が呼ばれた方から

バスに乗りご帰宅となります。 
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夜はおやすみなさい・ 

朝はおはようと必ず一人一人

挨拶します。 

 

お風呂に入る方を入浴しま

す。洗える所は洗っていただ

き、自立している方は見守り。 

利用者の方と食事の準

備を行い、晩御飯を頂き

ます。 

朝 夕ともにしっかりと 

口腔ケア。服薬を忘れず

に！！ 

短期入所 

16 時～短期入所開始！！ 
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５ 施設の年間の行事 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

行事名：お花見（生活介護） 

時期：4 月 

場所：岩槻文化公園 

内容：桜を観に公園散策します。 

行事名：外食ツアー（生活介護） 

時期：お客様の誕生月 

場所：お客様のご希望添います 

内容：施設でも特別な日という感覚を味わっていた

だけます 

行事名：運動会（生活介護） 

時期：9 月 

場所：岩槻文化公園（陸上競技場） 

内容：さいたま市主催のイベントに参加し楽しんでい

ただけます 

行事名：夏祭り（生活介護） 

時期：8 月 

場所：施設内にて 

内容：夏の一大イベントを施設にて楽しんでいただ

けます 

行事名：遠足（生活介護） 

時期：10 月 

場所：さいたま水族館 

内容：普段行けない場所に行き楽しんでいただけます 
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行事名：花火イベント（短期入所）  

時期：8 月 

場所：施設外にて 

内容：お客様同士の触れ合いを楽しんでいただけます 

行事名：クリスマス会（生活介護） 

時期：12 月 

場所：施設内にて 

内容：ゲーム大会も交えて、みんなで盛り上がります。 

行事名：成人式（生活介護） 

時期：1 月 

場所：施設内にて 

内容：新成人を迎えたご利用者様にお祝いの気持ちを

贈ります。 
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６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

看護師が常駐。 

毎日バリバリ働いています 

年一回 スポーツ大会に参加 

利用者より職員が本気に 事

業所障害物レース 見事に１

位 

毎月のイベントは利用

者の皆様が一から作り

上げます。 

天気の良い日は、必ずみんなでお散歩へ 

近くの神社に行き 行くついでにゴミ

拾いを行います。 

毎月イベントを行っていてお出かけする

ことが多いです。季節を感じられるよう

なイベントがもりだくさん 

暖かい時期には、短期入所の

イベント 

花見大会を実施 

壁面飾り制作 季節に合わ

せた制作活動を行います。 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

① フレシール岩槻 ②  フロス岩槻 

  所在地 岩槻区大字加倉 190   所在地 
さいたま市岩槻区加倉

285-1 

  
施設類型・ 

定員数等 

特別養護老人ホーム(88床) 

 
  

施設類型・ 

定員数等 

共同生活援助（10 床）  

短期入所（6 床） 

 

 

盆踊り みんな踊っていました 夏祭 着ぐるみ来所！！ 

外食ツアー普段食べられ

ないものを食べよう 

複雑なパズル作制 

ガンバレー 
二人で力を合わせて何がで

きるのかな？ 

サンタさんからの素敵な

プレゼント 

水族館に行ってきまし

た。 

共同制作。何が出来上が

るかな？ 


