
 

 

 

 
市内の障害者就労支援施設では、食

品の製造・販売や清掃作業、リサイクル
回収、箱の組み立てなどの生産活動、
紙すきやちぎり絵などの創作的活動等
を行っています。 
 

障害のある方の社会参加や、障害の
ある方への理解の促進が、購入・発注
の増加につながり、工賃に反映されま
す。また、障害のある方の働く意欲、やり
がいとなり、自立した生活につながりま
す。 

 
ぜひ購入・発注などのご検討をお願

いします！ 

ハーモニー ＜地域活動支援センター＞ 
心の病気から少しずつ復帰を目指す居場所。 

お仕事・作業の場を提供し一人一人思い思いに 
作業に取り組むことができるハーモニー。 
地域との交流イベントにも参加。 
自立にむけ支援のサポートを致します。 
 
住所：戸田市上戸田 5-7-3 サンローゼ戸田 301 
TEL & FAX：048-445-9500 
営業日：月～金 ・ 営業時間 9:00～16:00 
e-mail：harmony-toda@outlook.jp  
 
※ 各ギフト承ります。ご連絡お待ちしております。 

マスク・ヘアリボンの取り扱いも始めました。 

福祉作業所ゆうゆう ＜就労継続支援 B 型＞ 
やりがいをもって働き、楽しみをもって暮らすことを目指

し活動しています。ゆうゆうは、“戸田市優良推奨品のど
らやき”を通じ地域の方との交流とゆうゆうをもっと知っ
て頂きたいと考えています。是非、ご賞味下さい。 
 
製品：どら焼き各種、水ようかん、梅ゼリー、抹茶豆乳プリン 
住所：戸田市本町 5-11-12  
TEL：048-433-4006 ・ FAX：048-423-3777  
営業日：月～金（祝日休み） ・ 営業時間：10:30~16:00  
HP：https://www.wakakusa-kai.com/yuyu/ 
e-mail：yu-yuu@wakakusa-kai.com 
 
※ ポスティングのお仕事、承ります。ご相談ください。 
※ ご贈答用も承っております。お問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
   

にじの杜 ＜就労継続支援 B 型、生活介護＞ 
利用者様のペースで働けることが特徴であり、身体へ

無理のない範囲の仕事を通じ、働く喜びを感じていただ
けます。就労継続支援 B 型では、仕事を募集しており、出
来るだけご要望にお応えできるように致しますので、 お
気軽にお問い合わせ下さい。  
 
作業内容：清掃作業、軽作業 
内職：缶バッジ製作など 
住所：戸田市大字上戸田 5-7 
TEL：048-432-2275 ・ FAX：048-432-6008 
営業日：月～金 ・ 営業時間：10:00～16:00 
HP：https://www.toda-fukushinomori.or.jp 
e-mail：tegami@toda-fukushinomori.or.jp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

缶バッジ: 57 ㎜ 300 円・38 ㎜ 150 円で作成します。 

わかくさ ＜就労継続支援 B 型、生活介護＞ 
北戸田駅から徒歩６分の所にあり、生活介護、 就労継

続支援 B 型事業所に４８名の利用者が通っています。働
くことと暮らすことを中心として日中活動を展開していま
す。特に今後生産活動において、リサイクル回収作業を拡
大していきたいので、アルミ缶や段ボールを提供していた
だける方、ご連絡ください。回収方法は、わかくさまで持
参していただくか、または、こちらから定期的に回収に伺
うかのどちらかになります。よろしくお願いいたします。 

 
住所：戸田市新曽 1522-1  
TEL：048-229-7421 ・ FAX：048-229-7431 
HP：http://www.wakakusa-kai.com/wakakusa 
e-mail：wase@wakakusa-kai.com  

シンフォニー ＜地域活動支援センター＞ 
障がいのある方々が、地域で安心して暮らし、自立生

活を営むことができるように、日中の居場所として利用し
て頂いております。また、創作活動や生産活動、交流活動
等の機会も数多く提供させて頂いております。 

 
住所：戸田市上戸田 5-7-3 サンローゼ戸田 201 
TEL & FAX：048-299-9341 
営業日：火・水・金・土 ・ 営業時間 11:00～17:00 
e-mail：symphony-toda-saitama@nifty.com  
 
※オープンスペース 原則第 1・3 土曜日 14:00～17:00 

 
【就労支援サービスの種類について】 
 
〈就労継続支援 A 型、B 型とは〉 
 

就労機会の提供や生産活動に必要な知識・能力向上のための訓練など、就労に向けた訓練を行います。 
〔対象者〕企業等に就労することが困難な障害者、一般企業等の雇用に結びつかない方など 
（A 型：雇用契約に基づく就労、B 型：雇用契約を結ばずに就労の機会を提供） 
 

〈地域活動支援センターとは〉 
 

創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流活動等を行います。 
〔対象者〕 身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（児）、難病患者等 

 

〈生活介護とは〉 
 

施設内などで、食事や入浴、排せつ等の介護や軽作業等の生産活動や創作的な活動の機会を提供するなど、身

体能力、日常生活能力の維持・向上を図るための支援を行います。 
〔対象者〕地域や入所施設で生活を営むために常に介護等の支援が必要な次の方 

・障害支援区分３（施設入所の場合は区分４）以上の方 
・年齢が５０歳以上の場合は障害支援区分２（施設入所の場合は区分３）以上の方 

   

水菓子各種・プリン150円～ クッキー 100 円 ～ どら焼き各種 140 円～ シフォンケーキ 1,100 円 

カレンダー（大） 1,000 円    壁飾り 100 円 
カレンダー（小）   500 円 
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【障害者就労推進部会での 
取り組み内容】  

障害者就労推進部会では、障害のある方の

「就労」について、福祉的就労・一般就労の２つ

の側面から地域福祉課題を検討・協議し、解決

に向けた取り組みを行っております。 
  
平成 25 年度 
・「障害者就労推進部会設置準備会」開催 

平成 26 年度 
・「障害者就労推進部会」設置 

平成 27 年度 
・戸田市障害者就労プロセスマップ 

「支援者編」「雇用主編」作成 

平成 29 年度 
・戸田市障害者就労プロセスマップ 「本人編」作成 
 

※プロセスマップご希望の方は、障害福祉課へお

問い合わせください。 
TEL：048-441-1800(内線 699) 
e-mail：syogaifuku@city.toda.saitama.jp 

グリーン ＜就労継続支援 A 型＞ 
就労継続支援Ａ型事業所として、２0 代から７0 代まで

の方々に、日々の就労機会の提供と支援を行っており、現
在は、軽作業を軸として、利用者さんに合わせてグループ
毎に作業をしております。また、定期的に国道・市道のボ
ランティア清掃も行っており、自立と社会貢献の両立を目
指して活動しております。 
 
住所：戸田市笹目南町 29-24 オーネスト 1 階 
TEL：048-423-2955 ・ FAX：048-423-2987 
営業日：月～金 ・ 営業時間：10:00～15:30  
担当：鈴木、関 
e-mail：sunbase_green@yahoo.co.jp  
 

※ 軽作業の仕事を募集しておりますのでお気軽に 

お電話ください(内容は応相談) 
 

つばきガーデン ＜就労継続支援 B 型＞ 
障がいや心の病などによって一般就労することが困難

な方々にスタッフのサポートのもと、その方に応じたお仕
事をして頂きながら、①生活リズムを整える。②体力をつ
ける。③就労への意欲を高める。④コミュニケーション（発
信）力を伸ばす。⑤自己肯定感を持つ。などの目的をもち
通所していただく場所です。 

まずは活動の一歩から取り組みを始めてみませんか？ 
季節ごとのイベントは利用者様のご意見を入れながら

企画していきます。※戸田公園駅・西川口駅へ送迎を行
っています！ 
 
作業内容：アマゾン・メルカリなどの発送代行業務（商品の梱

包、ラベル貼り）、パソコン業務（データ入力・文

字お越し・出品作業）、内職など 
住所：戸田市中町 1-20-46 
TEL：048-434-9221 ・  FAX：048-424-9221 
e-mail：tubaki-garden@iris-lab.co.jp  
 

かがやき ＜就労移行支援、就労継続支援 B 型＞ 
就労移行では、就職を目指し２年間の利用期間におい

て、職場体験、就労準備訓練、求職活動支援等を実施し、
働くための基本的な労働習慣や職場でのマナーを習得し
ています。 

就労継続支援Ｂ型においては、清掃やタオルたたみ等
の生産活動を中心に働く意欲やスキル、マナーの習得を
目指し、通過型施設として働くことと暮らすことを一体的
に支援しています。 

これからも、地域の皆様とともに安全で安心した生活
が営まれるよう充実した支援に取り組んでまいりたいと
思います。 

 
住所：戸田市笹目 2-9-1 
TEL：048-471-9331 ・ FAX：048-471-9332 
HP：http://www.wakakusa-kai.com/kagayaki  
e-mail：works@wakakusa-kai.com  
 

もくせい園 ＜生活介護＞ 
もくせい園は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことが出来るよう、排泄及び食事の介助、創作
的活動や生産活動の機会の提供をしています。  

また、自主製品（なべ敷き、ふきん等）の製作等の生産
活動や貼り絵等の創作的活動、調理等のレクリエーショ
ンや機能訓練を行っています。  

自主製品（なべ敷き、ふきん等）は、地域のイベントや
施設で販売していますので、是非お立ち寄りください 
 
住所：戸田市川岸 2-4-8 戸田市障害者福祉会館 1 階 
TEL：048-445-8530 ・ FAX 048-445-8535  
HP：http://www.todashakyo.or.jp/mokusei/  
e-mail：e-toda@todashakyo.or.jp  
 
 
 
 
 
 
木工ストラップ/ふきん（2 枚入り）/ビーズイヤリング/へアゴム  各 300 円   
木工キーホルダー 200 円  なべ敷き（小） 600 円 ビーズブレスレット 100 円 

戸田市障害者就労支援センター 
戸田市にお住まいの障害のある方の就職や職場定着

の相談・支援を行うセンターです。また、企業からの障害
者雇用に関する相談も受けています。 

相談は予約制になっていますので、まずはお気軽にお
電話ください。（設置：戸田市からの指定管理） 
 
住所：戸田市笹目 2-9-1 かがやき 2 階 
TEL：048-471-9333 ・ FAX 048-471-9334  
HP：http://www.wakakusa-kai.com/wsc  
e-mail：wsc-toda@wakakusa-kai.com 
 
 

障害者就業・生活支援センター みなみ 
戸田市、川口市、蕨市にお住まいの障害のある方の

就職や職場定着の相談・支援を行うセンターです。戸田
市障害者就労支援センターと連携した取り組みをして

おり、主に就労している当事者同士の交流を目的とした
サロン活動等を行っています。（設置：国・県の委託事
業） 
 

住所：戸田市新曽 1993-21 カーサ・フォルテ北戸田 1 階 
TEL：048-432-8197 ・ FAX 048-229-3950  
HP：http://www.wakakusa-kai.com/minami  
e-mail：minami@wakakusa-kai.com 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

【「困りごと」全般への 
相談支援事業者】 

障害のある人やその家族などから、生活上の困

りごとなどの相談ができる窓口として、下記の窓口

があります。 
〈戸田市障害者基幹相談支援センター〉 

所在地：戸田市大字上戸田 5-6 
TEL：048-446-6785 ・ FAX：048-446-6752 
E-mail：kikan@wakakusa-kai.com  
担当地区：市内全域 

 
〈障害者生活支援センター ひかり〉 

所在地：戸田市本町 2-16-3 ハイツヨシタカ 107 
TEL：048-229-7038 ・ FAX：048-229-7065 
E-mail：hikari@wakakusa-kai.com  
担当地区：喜沢・喜沢南・下前・中町・本町・ 

下戸田・南町・川岸・戸田公園 
 
〈特定相談支援事業所 四季〉 

所在地：戸田市上戸田 3-23-32 
TEL：048-420-2557 ・ FAX：048-420-2558 
E-mail：sg@04season.com   
担当地区：上戸田・新曽・新曽南・下笹目・ 

氷川町・美女木・美女木東・笹目・ 
笹目北町・笹目南町・早瀬 

戸田市地域自立支援協議会 障害者就労推進部会(発行:令和 2 年 3 月、更新:令和 3 年 10 月) (戸田市障害福祉課 048-441-1800[内線 699・283])  
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