
平成 29 年度事業計画 

１ 目標 

◎ 工賃の増額 

 

 

２ 支援内容 

①日課 

8:00  9:30 11:00～11:10 11:50 ～ 13:15 14:10～14:20 15:00 16:00～17:00 

＊清掃開始時間・・・送迎があるため、通年 15:25～とする。 

＊終礼開始時間・・・15:50 

＊送迎時間  迎え・・・ 8:00～ 9:00 

       送り・・・16:00～17:00 

 

 

② 作業  

◎受託作業 

業者名 作業種目 備考 

サンレー(鈴ヤ商事) プラスチック製品組立  

大栄紙器工業所 箱折  

ぱど西埼玉 情報誌ポスティング 月 1 回水曜日 

ショッパー 情報誌ポスティング 毎週水木金曜日 

日昇技研 ペン入れなど受託作業  

坂戸市役所 千代田公園清掃 25 回／年 

コーユー工芸 受託作業  

向陽カッター ラップ芯抜き  

坂戸市元町 祭り用具袋詰め ６月受託 

埼玉りそな カレンダー袋詰め １１月受託 

 

 

◎自主生産品製作 
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自主製品種目 備考 

農作業 玉ねぎ 障害者農業参入チャレンジ事業 

じゃがいも、ねぎ、大根、夏野菜他 イベント販売、無人販売所設置 

手工芸品 布製品、裂き織り、ビーズ等 イベント販売 



◎資源回収(アルミ缶回収) 

・坂戸市内個人住宅・・・A コース（千代田、清水方面）B コース（伊豆の山、坂戸駅方面）

・マミーマート（千代田）、ヤオコー（千代田）

③ 販売活動

自主生産品を中心に市役所や地域のイベント、協力店等で販売を行う。

休日での販売活動には所員を４,5 名参加とする。 

販売場所 時期・日時

市役所販売 毎月第 3 木曜日

坂戸駅 毎月第2･4木曜日

ことぶき荘販売 毎月第 1 木曜日

たんぽぽ 月 1 回納品

④ 実習・・・大栄紙器工業所、坂戸サークルホーム、みのりの郷、栗原園芸

実習先 実習者 実習日 備考

大栄紙器工業所 柏俣、乗田、窪田、 毎週月曜 時給 350 円 

坂戸

サークルホーム

２名

（希望所員をローテーションする。）

毎週水曜午後 日給 500 円 

小島 毎週水曜午後 日給 1,500 円 

栗原園芸 ２～３名 毎週火木曜日 日給 500 円 

みのりの郷 小島 毎週火曜午後 日給 1,500 円

⑤ 送迎サービス

ⅰ） 送迎者（１０名）・・・鈴木、窪田、岡安、加藤渉、中島、長島正、長島英 

迎えのみ … 加藤敦 根本 送りのみ … 笠松

ⅱ） 送迎方法

＜迎え＞ ワゴン車２台使用

８：００ 送迎担当者 車両点検 出発 送迎担当者 車両点検 出発

８：０８ 加藤敦

８：１３ 鈴木 窪田

８：１８ 加藤渉 岡安

８：３０ (根本) 中島

８：４０ 作業所到着・出発

８：４５ 作業所到着・出発

８：５０ 長島正、長島英

９：０５ 作業所着



＜送り＞ ワゴン車２台使用

１６：００ 作業所発（ワゴン車） 作業所出発（ワゴン車）

１６：０５ 長島正、長島英

１６：１０ 中島 笠松

１６：２０ 加藤渉 作業所到着

１６：３０ 岡安

１６：４０ 窪田

１６：４５ 鈴木

１６：５５ 作業所着

※その他保護者の都合等で臨時に送迎を希望される事あり。

⑥ 所員会議 … 適宜実施（主に、行事係、行事提案、等のときに開催する。）

３ 事務に関すること

① 利用契約締結 … 

受給者証発行しだい順次、契約書、重要事項説明書、個別支援計画に署名捺印。

③ ② 会議

ⅰ）職員会議 ・・・毎月１回以上実施

ⅱ）勝呂城山合同会議 ・・・偶数月実施



年間行事

月 行 事 名 備考 

担当 

予算 

職員 所員 

４ 

お花見会 伏見 0 

住吉神社神楽祭 販売活動 金子 0 

５ 

作業所まつり 城山作業所合同 尾澤(常盤) 110,000 

地域施設交流会(ｽﾎﾟｰﾂ) 金子(常盤) 1,000 

６ 

障害者ふれあい 

スポーツ大会 

健康スポーツ推進課 担当 金子 

(尾澤) 

0 

７ 

七夕会 阿部 1,000 

健康診断 城山作業所合同 尾澤 0 

８ プール 勝呂小学校プール 阿部 2,000 

一泊旅行 城山作業所合同 城山企画担当 常盤 120,000 

９ 地域施設交流会（音楽鑑賞） 金子(常盤) 5,000 

10 

市民まつり 

（よさこい） 

城山作業所と合同演舞 

販売活動 

常盤 

(金子) 

10,000 

バーベキュー 伏見 0 

おごせ福祉作業所まつり 販売活動 常盤 0 

ゆずの木まつり 毛呂山特別支援学校 販売活動 伏見 0 

11 

であいの広場 金子 5,000 

城山ふれあいまつり (尾澤) 0 

12 

坂戸市授産品展示販売会 市役所ホールでの展示販売 常盤 0 

クリスマス会 キリスト教会、 伏見 3,000 

１ 

口腔ケア指導 明海大歯科衛生士による指導 伏見 5,000 

新年会（餅つき会） 金子 3,000 

２ 

節分会 阿部 1,000 

坂戸くらし展 裂き織り実演、販売活動 伏見 0 

３ 

女性センターまつり 販売活動 伏見 0 

社会見学 城山作業所合同 勝呂企画担当 金子 25,000 

グループ外出 1 年を通して実施する。 金子 8,000 

調理実習 5,6,9,11,3 月実施 伏見 0 

誕生会 隔月(奇数月)実施 伏見 1,000 

避難訓練 6,9,12,3 月の 4 回（内、消防署立会い１回） 尾澤 0 

交通安全教育 ６,１月実施。西入間警察署による指導 金子 0 

保護者会 毎月第一月曜日（1 月除く） 尾澤 0 

計 300,000 

※ 予算額には、職員の食費、交通費は含まれない。




