
事業所写真

 

光生舎 スクエア

   光生舎スクエアは、ホームクリーニング
   （布団、一般衣類、ユニフォーム）を行う
   就労継続支援A型の事業所です。
   令和２年４月１日に新規開所いたしました。
   １日８時間のフルタイムでの労働時間を
   提供しています。
   現在は利用定員２０名ですが、最終的には
　 ４０名定員の規模で展開をしたいと計画
   しています。

〒003-0871
札幌市白石区米里1条2丁目3-4

定員数 20名

一日のスケジュール

　　　 8:10

※繁忙期・閑散期により定時に変動があります。

　　 　7:45 出勤準備

　　　 8:00 ラジオ体操

全体朝礼　　　 8:05

12:40

17:00

勤務開始

午前休憩

勤務開始

勤務終了

15:00

10:00

10:10

12:00

14:50

勤務開始

昼休憩

勤務開始

午後休憩

施設の設備

食堂更衣室ウォーターサーバー

トンネルフィニッシャー

施設内には広い食堂、洗面台付き更衣室、1階・2階に

ウォーターサーバー、エレベーターを設置しています。

また2階には身障者用トイレがあります。

Yシャツは昨今ではノンプレスの形状記憶素材

が主流になっています。

大型のトンネルフィニッシャーを使用することで

製品の特性やお客様のニーズに合わせた

仕上げ方へと変化しています。この方法により

作業工程も簡易化され利用者さんも取り組み易

くなります。

たくさんの工夫や仕組みを作り、利用者さんの

「できる」を増やすため、今までは一般の方々が

取り組んでいた作業にも挑戦してもらっています。

安全で楽しく働きやすい職場を目指しています。



  

 
　

　
　
　
　

　

　
 
　

　　　～送迎開始しました～　　　　　　

行事

作業

見学や体験利用など、お気軽にお問い合わせください

電話 ０１１－８２６－３９８０

FAX ０１１－８２６－３９７９

担当：生活支援員 佐々木（ささき）・荏原（えはら）

ユニフォームたたみYシャツプレス

包装タグ付け 洗浄

一人一人に合った作業を行なっています。

平面乾燥機

洗浄前の品物を点検した後、お預かりした品物がどのお客様の物か

タグ付けをします。

その後プログラムが設定された洗濯機で洗浄し、洗い終わった品物を

包装し出荷します。

道内では唯一といわれる大型の

平面乾燥機を 導入しています。

強力なバキューム機能で一気に

水分を吸い取り乾燥させます。

秋祭りやクリスマス会を

行いました。

今年から、誕生者会食も

行っています。

中央バス東営業所とJR白石駅北口から送迎があります。



居宅生活訓練事業

定員：102名

光生舎ケアホームメイプル

〒079-1135
赤平市錦町2丁目6番地
TEL：0125-32-3221

掃除、洗濯、居室の片付け、健康管

理など日常生活についてのサポート

を必要に応じて行います。

その他、生活についての相談も行っ

ていきます。

事業所概要

【事業内容（定員）】

共同生活援助（102名/GH全18棟）

定員102名

（うち女子棟 定員27名/現員26名）

【設立】 平成18年10月

【日中活動】
当法人内で就労されている方の他、一般就労し、

日中は施設外で働いている方もいます。

【所在地】
赤平市若木町、錦町、泉町、百戸町

施設周辺環境

若木町地区（計6棟）
赤平市から滝川市へと向かう坂道の中腹部にあり、

徒歩圏内 にコンビニが２軒、目の前に路線バスの停

留所があります。 若木町地区のみ、通勤用の送迎

バスが運行されています。

ルピナス・サルビア

カトレア・クローバー

ライラック・ポプラ

メイプル

ひなた

いずみ

ハピネス

すてっぷ

あかり・えにし

錦町・泉町地区（計８棟）
法人施設周辺に各GHが立地しており、徒歩圏内に

コープ赤平店さん、赤平駅等もあり高速バス・JRに

もすぐにアクセスできます。錦町・泉町の各GHから

徒歩で通勤しています。

百戸町地区 GH百翠（ひゃくすい）・千翠（せんすい）

妃翠（ひすい）・アイリス （計4棟）

Ａ型事業所のメディック・エル、入所施設のフーレビラや 虹の里

が近くにあります。また、翠光苑という公園がすぐ 隣にあり自然

に恵まれた環境です。女性用の棟も１棟あります。
百翠・千翠・妃翠

アイリス

すまいる



生活環境

行事・旅行

見学・体験利用、その他相談などお気軽にご問合せ下さい。

厚生部（こうせいぶ）まで。

季節ごとに行事があり、旅行やスポーツ大会などに参

加したりして楽しむことができます。その他にも、誕生

者会食なども行っています。

お問合せ先 担当：山本・高橋（やまもと・たかはし）

各棟3名～6名の方が共同生活されており、全居

室が個室です。プライバシーに配慮された環境で

生活できます。

世話人が食事の準備や掃除等、家事全般のお

手伝いをしたり、相談にも対応しています。

各棟には、Wi-Fi環境が整っており、スマホや

ゲームなどもネット回線が利用できます。

また、多くのGHは街の近くにあり、余暇時間や

休日には自由に外出してコンビニやスーパーへ

の買い物やバス・JRに乗って、他の町へ出かける

事も出来ます。

若木町エリアGH 錦町エリアGH

リビング 居室

2020年10月には「すてっぷ」というGHを開設しま

した。地域一般住居での自立生活へステップアッ

プを目指すためのGHです。食材購入、夕食の支

度と後片付け、収支バランスが取れた金銭管理

等、これまで世話人や支援員に頼ってきた自立

生活に必要なスキルの習得を目指していきます。



　　  光生舎
　　　グループホームパル
　　　　　　　　八軒東・発寒・発寒北

◇パル八軒東

札幌市西区八軒1条東5丁目2-39

◇パル発寒

札幌市西区発寒9条10丁目1-26

◇パル発寒北

札幌市西区発寒12条5丁目5-7

◇パル八軒東 ： 定員１０名

◇パル発寒 ： 定員８名

◇パル発寒北 ： 定員７名

掃除・洗濯・居室の片付け、健康管

理など、日常生活について必要に

応じてサポートします。その他、生

活についての相談も行っています。

パル

パル

パル

八軒東

発寒北

発寒

リビング

居室・廊下

リビング

居室

リビング

居室

【設立】平成２２年４月

【設立】平成２６年３月

【設立】平成３０年１１月



【日中活動】 法人内就労Ａ型・Ｂ型に通われている方が多いです。

【生活環境】 発寒・発寒北は、トイレ・浴室・洗面所を共同で使用しており、

八軒東は、１階の３部屋のみトイレ・浴室が居室内に設置されています。

食事は、グループホームの世話人が調理し提供します。

全ての居室に、収納棚・エアコンが設置されています。

施設周辺環境 パル八軒東

パル発寒パル発寒北

▼徒歩圏内にコンビニ・スー

パー・薬局があります。

最寄り駅はＪＲ発寒駅・地下鉄

宮の沢駅です。

▼当法人就労施設まで徒歩５分、

徒歩圏内にコンビニ・スーパーがあ

ります。

最寄り駅はＪＲ発寒中央駅・地下鉄

宮の沢駅です。

▲当法人就労施設までは徒歩１０分、

徒歩圏内にコンビニ・スーパーがあり

ます。

最寄り駅はＪＲ琴似駅・二十四軒駅で

す。

行事
３グループホーム合同の食事会や、

誕生日会もあります。

季節に応じた行事を開催し、

みんなで楽しんでいます♪

【お問い合わせ先】
グループホームパル本部

☎ 011-633-7707

担当 ： 伊藤（イトウ）



1日のスケジュール 取組み事業

定員数　9名

　　  光生舎
　　　グループホーム　ピノ

〒003-0827
札幌市白石区菊水元町

7条1丁目10-10

マンションの一室を利用したグループ
ホームです。
掃除・洗濯・居室の片付け、健康管
理、相談支援など、日常生活について
必要に応じたサポートを行っています。

【設立』 2020年 4月1日

【サービス種別】 共同生活援助

【日中活動】 法人内就労継続支援A型に通われて

いる方が多いです

【生活環境】 男性専用 3LDKの部屋に3人で生活します

トイレ、浴室、リビングは共用です

・家賃 和室：22,000円

洋室：27,000円

・食費 20,000円（朝・夕）

・水道光熱費 15,000円

合計 57,000円～62,000円

※家賃補助（補足給付）対象の

方は10,000円が補助されます

夕食は18時に全員が集まって食べます

【

グループホーム



避難訓練

同じマンションの一階にはコンビニが

あり、スーパー、銀行、郵便局も徒歩

圏内です。地下鉄は近くにはありませ

んが、菊水駅に直結するJRバスのバ

ス停が、徒歩5分以内にあります。

法人内就労継続支援A型事業所（光

生舎スクエア）は徒歩10分～15分ほ

どで着きます。

【お問い合わせ先】

グループホーム ピノ

TEL：011-826-3980（光生舎スクエアにつながります）

FAX：011-826-3979
担当 ： 生活支援員 佐々木（ささき）・荏原（えはら）

間取り上、和室の入り口がリビングに面しています。

洋室と比べてプライベートな空間が保ちにくいため、

少しお安く設定しています

ありません。18時に夕食、20時には世話人が退勤します。

それぞれの時間より遅くなる場合は、事前にご連絡ください。

できません。駐車場を含めて、敷地内は禁煙です。

もし喫煙の事実があった場合は、同居の方々も合わせて

退居になってしまうため、必ずお守りください。

焼肉パーティー



〒075-0007
芦別市北7条西2丁目7番地

〒075-0041
芦別市本町28

そうだんのていく
きっずていく

 きっずていくあしべつ
きっずていくさくらんぼ

赤平市・芦別市を拠点に「指定特定相
談支援事業所」、「放課後等デイサー
ビス」、「児童発達支援」を行う3事
業を運営する施設です。地域に根差し
た施設を目指し、地域交流事業の推進
や活動スペースの貸し出しも行ってい
ます。

〒079-1141
赤平市大町2丁目1番地5

〒079-1141
赤平市大町4丁目6番地２

◆放課後等デイサービス◆

• 13：00～ 学校へのお迎え

• 15：00～ 始まりの会・主活動

療育・自由遊び

おやつなど

• 16：30～ お片づけ、帰りの準備

• 17：00～ 自宅へ送り

活動スケジュール

特定指定相談支援事業所

そうだんのていく
放課後等デイサービス・児童発達支援

きっずていくさくらんぼ

児童の放課後や長期休暇中に集団及び個別での療育を行

います。お子さまのできるチカラを伸ばす活動や生活能

力向上のための訓練、コミュニケーションなど、発達を

促す療育をサポートします。

ご本人やご家族の意向を伺

い、情報提供や他機関との

連携を行いながら、どのよ

うな福祉サービスや地域資

源を活用できるか、総合的

な視点から個々の状況に合

わせたサービス等利用計画

の作成およびモニタリング

等による計画相談支援を行

います。

サービス等利用計画とは？

障害福祉サービス等の利用を希望する

障害児・者の総合的な援助方針や解決

すべき課題を踏まえ、サービス利用者を

支援するための総合的な支援計画です。

ご本人と関係機関（支援員、看護師、

サービス管理責任者等）で集まり、ご

本人の希望や思いを共有し、より良い

支援に繋げています。

放課後等デイサービス・児童発達支援

きっずていくあしべつ

◆児童発達支援◆

• 10:00～ 自宅等へのお迎え

• 10:30～ 健康チェック

おやつなど

• 11:00～ 自由遊び・療育

• 12:00～ 昼食（お弁当持参）

• 12:00～ 自宅へ送り

放課後等デイサービス

きっずていく

※スケジュールの一例です。



施設内活動

児童がのびのびと楽しく過ごすことができる場を提供し、

様々な体験を積み重ね、成長へと繋げていきます。

講演会やワークショップ他、様々なイベントの企画・運営

を通じて、地域のつながりを大切にしています。

そうだんのていく
担当：佐藤（さとう）

野島（のじま）
TEL:0125－74ー6350
営業日：月～金

きっずていく
担当：井下（いのした）
TEL:0125－74－6095

営業日：月～土

対象となる児童
1．発達や日常動作の遅れが心配なお子さま。

2．情緒や発達に不安を持つお子さま。

3．知的障がいを持つお子さま。

4．言語の遅れが気になるお子さま。

5．軽度の肢体障がいを持つお子さま。

きっずていくあしべつ
担当：舘（だて）
TEL:0124－27－9400

営業日：月～金

きっずていくさくらんぼ
担当：内田（うちだ）
TEL:0124－27－7272

営業日：月～金

問
い
合
わ
せ



6,737円

居宅生活訓練事業

92,957円

利用料はその方の収入によって変わります。
年間収入150万円以下、要支援1の方の場合

事務費

施設経営に係る費用

主に食事代

管理費

家賃に相当

暖房費

10～4月の冬季期間

定額

介護サービス費

要支援1の場合

合　計

10,000円

利用料金

生活費

水道代

電気料金

軽費老人ホーム特定施設入居者
生活介護事業所

ケアハウス　すいこう

8,030円

1,400円

1,500円(平均)

43,290円

22,000円

余暇時間を利用した趣味活動

川柳や絵手紙、アクセサリー作り、

書道等の余暇活動に繋がるレク

行事を様々に企画。

年に1度、施設内にて展示。

介護を利用している方、していな

い方に関わらず、皆さん取り組まれ

ています。

敷地内には、畑を完備

毎年、トマトやきゅうり、かぼちゃ、

スイカ等、それぞれにお好きな苗を

植えて、収穫を楽しまれています。

ここでは、元気な方が、水やりや

草取り等、ご自分では不十分な

方の手助けを行う等、

入居者同士の助け合いが

生まれています。

介護利用の有無に関わらず皆さんお元気です！！

〒079-1273

北海道赤平市百戸町

西1丁目3番地

TEL 0125-34-2735

ケアハウスすいこうは、自立されている方が対

象の軽費老人ホームと介護が必要な方が対象の

特定施設入居者生活介護事業所の混合型施設と

なっております。

元気な方から要介護5の方まで幅広く対応して

おり、基本的に介護が必要になっても住み替えの

心配がなく、当施設での暮らしが長く実現できる

事が最大のメリットです。

定員数 定員70名

（軽費29名 特定41名）

施設概要
居 室 浴 室

食 堂

毎月開催の行事・会食



行事・旅行

軽費・特定どちらも、お気軽にご相談下さい。

～体験入所も対応可能です～

月々のレク行事の他、日帰り旅行や夏祭り、

忘年会等大きなイベントも行っております。

お問合せ先 担当：岡田

毎月開催の行事・会食
季節に合わせた行事や美味しいお食事会を

企画し、施設での生活が活性化出来るよう、

工夫をしています。

大好評の玉入れゲーム！！ 5階には託児所も完備。年に数回

お子さん達との合同行事を実施。

鍋やお弁当等のお食事



事業所写真

入所５０名
短期入所(ショートステイ)６名

社会福祉法人北海道光生舎
特別養護老人ホーム

しらかば荘
〒073-0405
歌志内市字神威280番地
TEL：(0125)42-5331

日常生活に常時介護が必要で、自宅では
介護が困難なご高齢者が入所できます。
食事、入浴、排泄など日常生活の介護の
お手伝いや健康管理を行います。また、
介護者の急なお出かけや、介護疲れ等で
少しお休みしたい方などにも対応して一
時的にお預かりすることもできます。

しらかば荘設備や特色ご紹介

入所多床室利用50名分、ショートステ

イ利用６名分あります。車椅子用個浴

やストレッチャー浴、お隣には病院も

併設完備、緊急時にも即対応。毎月

いろんな行事や会食もあり、豊かな緑

の中で、リラックスして過ごせる環境

です。

毎 月 の 会 食 デー

季節に合わせ、栄養の

バランスを考えた、可愛くて

美味しい料理の数々が、

栄養士によって考案され

毎月提供しております。

施設の料金表
ひと月あたり

※食事代とお部屋代も入ってます。

※その他日用品、病院代、床屋代など

が別途かかります。

※年金収入額等により料金が異なり

ます。

(入所)

47，973円～

91，773円

50，229円～

94，029円

52，453円～

96，253円

要介護５ /

要介護４ /

要介護３ /



施設内活動

施設内活動

行事・旅行

長生きしていつまで

も健康でいられるよ

う、体操や口腔リハ

ビリを毎日やってい

ます。

リハビリ活動

余 暇 活 動

余暇時間には、季節を感じ

ながら塗り絵や折り紙で

大きな作品を作ったり、

昔を思い出してプランター

の花植えを行うなど楽しま

れています。

年 間 の 行 事

１年通して、各月・お誕生会、敬老会、夏祭り、

クリスマス会、父・母の日、節分など季節ごと

に沢山の楽しめる行事があります。

お問い合わせ先
入所、ショートステイ利用のご相談承ります。どんな些

細なご相談でも構いません、お気軽にご電話下さい。

TEL:0125-42-5331 担当 齋藤 / 田所



事業所写真

特別養護老人ホーム
入所：80名 短期入所：10名

デイサービス：24名

ゆいま～る・もみじ台
（特養・ショートステイ・
デイサービス・居宅）

〒004－0012
札幌市厚別区もみじ台

南3丁目4番地1

札幌市厚別区のもみじ台小学校跡
地にある施設です。特別養護老人
ホーム、ショートステイ、デイサービ
ス、居宅介護支援事業所の他に就
労継続支援A型B型のく・る・るも併
設しています。

６畳のお部屋、ベッドは備え

付けです。お好きな家具を

置いてお過ごし頂けます。
共有スペースでお食事やテレ

ビを見てお寛ぎ下さい。

デイサービス・居宅

広々した明るい空間で体操や運動の他、おしゃべりやカラオケ、ゲームなどで交流をお

楽しみ頂けます。入浴や食事のお手伝いもしています。

居宅介護支援事業所も併設しています。

日課の運動 午後のレクレーション



問い合わせ
TEL：011-899-1600(特養　：佐藤・大西
　　　　　　　　　　　　　ショート：大西)
　　　 011-802-9009(デイ：石塚)
　　　 011-802-9026(居宅：杉中)
お気軽にお問合せ下さい

特養・ショート
ユニット型（個室）の特別養護老人ホームです。

リハビリ職員（作業療法士・言語聴覚士）によるリハビリも実施しています！

お風呂は横になったまま入浴ができる機械浴もあります。

行事
施設全体での行事や会食を月に一回開催しています。その他、ユニット毎で誕生会や運

動レク、外出行事など楽しんでもらえる機会を多く作っています。夏は広い敷地を利用し

て敷地内でお祭りなども開催しています。



定員：20名

就労移行支援事業所

キャンパスKITE（カイト）

　〒063-0812
　札幌市西区
　琴似2条6丁目1-25
　清水ビル301号

一般就労を目指す方を対象に、
就労アセスメント、プログラム、就
職活動支援等のサービスを提供
しています。実習で工賃をもらい
ながら、一般就労を目指すことも
可能です！



【お問い合わせ先】
キャンパスKITE（カイト）
☎ 011-688-6306
担当：神村（かみむら）、青野（あおの）




