どっぽジョブセンター
（社会福祉法人
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施設の概要

定員
所在地

アクセス
連絡先
開設日
開所日時

２

独歩）

就労移行支援
就労継続支援 B 型
さいたま市北区
日進町 2-1768-3

６人
１４人

川越線「日進」駅徒歩 3 分（北口）
TEL：048-788-1222
FAX：048-788-1161
平成 26 年 11 月 1 日
9:00〜16:00（移行）10:00〜16:00（B）

平均年齢

送迎範囲
食事提供
入浴
車いす
医療的
ケア

平均：33 歳
最年少：19 歳
最年長：61 歳
当事業所から 3 キロ
（それ以降は応相談）
あり（１食あたり 250 円の負担あり）
なし
当事業所の可能な範囲内
なし

施設の運営方針・理念

どっぽジョブセンター日進は就労移行支援と就労継続支援 B 型の多機
能型事業所として平成 26 年 11 月に OPEN しました。「本当に就職でき
る就労支援をしよう！」初期メンバーはこのように一念発起し、現在まで
活動しています。
B 型も就労移行も、段階を追って個人個人に目標設定をして訓練してい
ます。まずは生活訓練をして日々通ってもらうことに集中する方から、一
般企業に就職するために様々な経験と資格を取得する方まで多種多様な
訓練を行っています。
訓練中の雰囲気はなごやかというよりは、締まった空気の中、おこなっ
ています。休憩中はみんなでお話をして楽しんでいるのでメリハリのある事業所です。
就労訓練以外では、年 2 回食べ物の模擬店を出したり、花見や夏祭り、クリスマス会など季節
毎に行事を行っています。皆さんとても楽しんでいる様子です。

施設長の串田です！

就労移行支援の初期利用者は 4 人でしたが、そのうち 3 人は一般企業に就職でき、1 人は A 型
事業所に行きました。B 型では週 2 日通所から週 5 日通所できるようになったり、B 型→就労移
行に変えて訓練しているなど、必ず個々に年間の目標をもってそれを達成できるように支援を行
なっています。
特別支援学校卒業後に、必要であれば直接 B 型を利用する方もいます。学校と区役所と相談支
援と調整の上、決定することですが、それぞれの目標を達成する為には必要なことであるという
方針で行なっています。
「うちに通うことになった方は、自分のやるべき事やこれからやらなければいけない事をしっ
かり自覚してもらうようにしよう。その先に自立があり、人生の楽しみがある。そう信じて訓練
を頑張っていこう」職員会議でこんなことを話していて、全職員が同じ方向を向いて頑張ってい
ます。私はそれをとても心強く思い、日々勉強しています。

３

事業内容の紹介

就労移行支援事業
目標 一般企業に全員就職!!
就労移行支援事業は企業に就職することを前提としているた
め、報連相の仕方や職員から利用者への関わり方は上司と部下の
ような関係作りをしています。その為、訓練の一環として厳しい
伝え方や環境作りをして将来就職した先でも頑張って仕事がで
きるように訓練しています。
また、就職した先でも自ら発信して職場環境を作れるように、
コミュニケーションの訓練を重点的に行っています。基礎的な言
葉遣いや社会人マナーを習得する為に、全体朝礼の司会を行なっ
たり、全体掃除の時に他の利用者への指示出しを行っています。
事業所の外で行う支援として、埼玉県の職業委託訓練の中にある
研修を受けたり、資格取得の為に研修に行ったり、マナー研修を
連続して受けたりと施設の中では足りない部分を外部の機関を
利用することにより補てんしています。
数多くの協力企業が職場実習を受けて頂いているので、実際の職
場体験も十分に経験できます。

就労継続支援Ｂ型事業
目標 生活習慣を整えて、就職力を鍛える!!
就労継続支援 B 型事業では、日常生活訓練＋就職訓練をしてい
ます。サービス利用に期限がないので、個人個人に合わせたペー
スで訓練できることが最大の魅力です。どっぽでは平均工賃約
12,500 円（H28.12 月現在）です。仕事内容は、内職と清掃・管
理委託です。内職の種類は、式辞の蛇腹折や履歴書セット封入、
カレンダー巻き等、約 10 種類あります。種類豊富に内職を受け
ている理由は、内職にも難易度を付け、目標をもってレベルアッ
プしていく支援をしているからです。また、清掃・管理委託の作
業もあり、グループホーム内の清掃作業と病院の外構管理を受け
ています。委託を受けることにより、工賃アップを行いつつ、事
業所の中だけでは訓練が不十分になってしまう部分を補ってい
ます。B 型で訓練をしている方が就労移行支援のサービスに切り
替え、一般企業へ就職するというプロセスも実行している段階で
す。また、週 1 日からまずは通うことから訓練している方もいま
す。それぞれのペースに合わせた支援・指導で皆様とても頑張っ
ています!!
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事業の紹介写真
就労移行支援

立ちながらの内職！企業の求
人は立ち仕事ばかりなので今
から訓練します。

施設外での訓練。
外構管理
（草
むしり等）をします！

就労継続支援 B 型

協力してその日の仕事を
こなします。リーダーは
移行の利用者さんです！

私語だってしません。集中
して頑張っています！

内職物 1 個 100 円の難し
い物も作っています！

この後、自分から 1 時間の
内職の成果を職員に報告
します！

皆で集中して内職作
業！協力し合 う中で自
然とコミュニ ケーショ
ン力が身に付きます。

私が一番多く出来てる！
自信も付きます！
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施設の年間の行事
行事名：花見祭りと調理実習
時期：平成 28 年 4 月
場所：大宮花の丘農林公苑
内容：皆で調理実習して、花見をする

行事名：鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア
時期：平成 28 年 5 月
場所：JR 大宮駅「JR 鉄道倉庫内」
内容：豚汁とフランクフルトの販売（豚汁 300 杯・
フランクフルト 200 本完売）

行事名：どっぽ夏祭り
時期：平成 28 年 8 月
場所：どっぽジョブセンター内
内容：焼きそばと炊き込みご飯、ゲーム

行事名：さいたま市北区民祭り
時期：平成 28 年 11 月
場所：市民の森・見沼グリーンセンター
内容：京風うどんの販売（500 食完売）

行事名：どっぽクリスマス会
時期：平成 28 年 12 月
場所：どっぽジョブセンター内
内容：チキンとクリームシチュー、ゲーム
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施設の自慢・特色

就労移行支援の就職率が優れていま
す！平成 28 年度卒業生 4 人のうち 3
人が一般企業に就職しました！
さいたま市の非常勤職員に就職した
方の卒業式です！高校卒業して 1 年
9 ヶ月で就職しました。

病院の外構管理を年間通して委託を受け
ています。
工賃アップに大貢献！本当に地域の方々
に感謝しています。

内職の種類は 10 種類以上あります！
種類が多くある理由は１つ１つに難
易度を付け、内職でもステップアップ
してもらいたいからです。

季節の行事と模擬店出店を合わせると年間
5 回以上イベントを盛大に行っています。
みんなでピコ太郎ポーズ☆

毎朝、本日の目標を朝礼で発表しています。作
業中の雰囲気はピシっとしています。昼休みはワ
イワイがやがや。
平均工賃は初年度 3,100 円、2 年目 6,400 円、3
年目 12,500 円と急成長しています！

にぎやかな写真を撮る時の共通
ポーズは「よっ！！すしざんま
い！！」(笑)
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法人が運営しているその他の施設
施設名称：ドッポケアホーム宝来
施設類型：グループホーム（GH）
・ショートステイ（SS）
所在（区）
：埼玉県さいたま市西区宝来 382-1
定員数等：GH：６名
SS：１名
℡：048-620-2020

施設名称：ドッポケアクラブ
施設類型：居宅介護（身体介護や家事援助）・移動支援
等
所在（区）
：埼玉県さいたま市西区三橋 6-1645-1-309
定員数等：―
℡：048-778-8300

施設名称：どっぽ就労塾日進
施設類型：放課後等デイサービス
所在（区）
：埼玉県さいたま市北区日進町 2-1112
定員数等：１０名
℡：048-788-2117

