
社会福祉法人
北海道光生舎
～令和４年度 ご案内～





目次

１．光生舎について ・・・・・・・・・・・・・P2

２．利用者へのサービスについて

・サービスを利用するために・・・・・・・・・P6

・利用可能なサービス・・・・・・・・・・・・P7

3．職員の支援体制について

・生活支援 ・・・・・・・・・・・・・・・ P8

4．利用可能人員の情報

・グループホーム利用可能人員・・・・・・・・ P9

5．利用料のサポートについて ・・・・・・・・ P10

6．事業所一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・ P12



１．北海道光生舎の概要

光生舎は赤平市を中心に、歌志内市、札幌市等１９施設運営している社会福

祉法人です。２０１７年には創業６５周年を迎え、２０２２年現在、１０００名

を超える方々が光生舎のサービスを利用されています。

創業のクリーニングを中心としながら、多種多様なサービスを展開しているの

が特色で、働くことを支援する就労系の事業、生活全般を支援する入所系の事業

の他、グループホームや、相談支援事業、就労移行支援事業所、児童の放課後デ

イなど数多くのサービスからご自身にあったサービスを探していただくことが可

能です。

２．就労関係

就労継続支援A型・B型、就労移行支援と赤平、歌志内、札幌に合計11の就労

系事業所があり、多くの利用者さんがサービスを利用しながら活躍しています。

クリーニング工場での仕事がメインで、衣類などを洗うホームクリーニング、ホ

テルの寝具などを洗うホテルリネン、病衣や寝具といった病院寝具、モップや玄

関マットを洗うダストコントロール等いくつかの工場があり、その中でご自身に

あった作業を見つけていきます。ご自宅から通所される方もいれば、光生舎のグ

ループホームで生活しながらお仕事をされている方もいらっしゃいます。全部で

２２カ所のグループホームがあり、お休みの日は買い物など自由に外出をしなが

ら地域での生活を楽しんでいます。

３．作業工賃

道内と比較してもトップクラスの工賃水準となっています。就労関係の平均年

齢は、約４３歳ですが、高等養護学校を卒業された若い方も多く活躍されていま

す。

北海道の平均額（令和2年） 光生舎の平均額
就労継続支援A型 約 76,881円 約 137,547円
就労継続支援B型 約 19,202円 約 34,244円

１．光生舎について
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４．入所施設

入所施設では身体状況やお年寄りのニーズ合わせた、食事や入浴、レクリ

エーション活動など、安心で安全な介護サービスを提供しています。

○虹の里～車椅子を使用する方々が介護や看護を受けながら生活する障害者

支援施設です。

○フーレビラ～知的障がい者が軽作業、余暇活動などを行いながら生活する

障害者支援施設です。

○ゆいま～る～自分の家にいるようなアットホームな空間で介護を受け

ながら生活することが出来る、特別養護老人ホームです。

○ケアハウスすいこう～６５歳以上の高齢者が誰でも利用できる軽費老人

ホーム、入居後に介護が必要になっても同じ建物の中で特定施設入居者

生活介護のサービスに移行することも可能な、長く安心して暮らすことが

できる老人ホームです。

○親愛の家～生活困窮者やアルコール依存症などの方々が、日中支援、

軽作業を通して自立を目指して生活する救護施設です。

〇しらかば荘～日常生活に常時介助が必要とされる、満６５歳以上で

要介護3以上の認定を受けた方が安心して暮らせる様に、必要なサービス

を受けられる特別養護老人ホームです。

介護者が急なお出かけや休息をとりたい時など、要介護者をお預かり

できるショートステイもご利用できます。

施設間連携が整っており、怪我や病気で介護が必要になった時や、長年働

いて定年を迎えたあとに暮らす施設を探すとき等、その時、その状況に合わ

せてサービス選び直すこともできます。
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5．相談支援事業所・児童

〇そうだんのていく～指定特定相談支援事業所です。障がいのある方（児･
者）の個々のニーズや課題・目標に対して、一人ひとりに適した障害福祉
サービスを検討し、サービス利用に必要なサービス等利用計画を作成しま
す。

〇きっずていく～児童発達支援・放課後等デイサービス事業所です。障が
いのあるお子さんや発達に特性のあるお子さんに対して、生活能力向上の
ための訓練・コミュニケーション等、集団及び個別での療育を行います。

６．ケアプランセンター

〇ゆいま～る～在宅（家）での生活を続けていくに当たり、支援や介護が
必要な高齢の方の為に、「どうすれば在宅での生活を続けていけるか」
「ご本人やご家族の負担を減らすことができるのか」等、ご利用者の今
後の生活や暮らしを他の事業所の担当者と一緒に考え、計画・調整し、
実現する事業所です。

7．就労移行支援

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。

8．その他

学校卒業したてでサービス利用料金の支払いが難しい時、光生舎独自の取
り組みとして「利用料安心サポート制度」を活用いただけます。
２０歳以降障害基礎年金を受給するまで利用料を徴収せず、年金受給後に
工賃と合わせて無理なく返済して頂ける制度です。
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２．利用者へのサービスについて

～サービスを利用するために～

◇サービス利用を始めるまでの流れ
（１）サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し、

障害支援区分の認定を受けます。

（２）市長村は、サービスの利用の申請をした方（利用者）に
「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利
用計画案」の提出を求めます。

（３）市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、
支給決定します。

（４）「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサー
ビス担当者会議を開催します。

（５）サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する
「サービス等利用計画」を作成します。

（６）サービス利用が開始されます。

引用：全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について」より
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2．利用者へのサービスについて
～利用可能なサービス～

年齢や身体的・体力的に働くことが厳しい状況になった際には、
「ゆいま～る・もみじ台」や「しらかば荘」、「すいこう」な
ど、光生舎の高齢者施設にて、老後も継続して生活をしていた
だけるようになっております。

卒

業

生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

一
般
就
労

福
祉
的
就
労

◇年齢や身体的・体力的に働くことが厳しくなった場合

一般企業

生協、トドック、MaxValuなど

株式会社光生舎

ピュア ※過去の実績

実習

生活介護

就労移行支援

一般就労

◇サービスについて
サービス利用の流れについては以下の図の通りとなり

ます。

就労継続支援B型

就労継続支援A型
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3．職員の支援体制について

~生活支援~

〇生活支援
・体調管理

入所施設では看護師が体調管理のサポートをします。

・金銭管理
金銭管理の難しい利用者につきましては、金銭管理をさせ
ていただきます。

・生活相談
本人からの生活する上での困り事等の相談に対して、解決
出来るよう支援致します。

・サービスの手続き
サービス申請や施設変更等の対応を致します。

・年金申請
希望があればこちらで対応致します。その際には、過去の
情報提供を依頼させていただきます。

・入浴介助
介護度の高い利用者につきましては、介助体制の整った施
設にて入浴介助を行っております。

・連絡調整
本人に対するご家族の不安や心配事の相談を承ります。
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４．利用可能人員について

～グループホーム～

ケアホーム名 住所 男女 定員 月額

メイプル 赤平市（錦町） 女 ５名 5万円

ハピネス 赤平市（錦町） 女 ６名 5万円

ルピナス 赤平市（若木町） 男 6名 5.5万円

サルビア 赤平市（若木町） 男 6名 5.5万円

カトレア 赤平市（若木町） 男 6名 5.5万円

クローバー 赤平市（若木町） 男 6名 5.5万円

ライラック 赤平市（若木町） 男 6名 5.5万円

ポプラ 赤平市（若木町） 男 6名 5.5万円

あかり 赤平市（錦町） 男 6名 5.5万円

ひなた 赤平市（錦町） 男 6名 5万円

いずみ 赤平市（泉町） 女 4名 5万円

えにし 赤平市（錦町） 男 6名 5.5万円

アイリス 赤平市（百戸町） 男 ６名 5.5万円

すてっぷ 赤平市（錦町） 女 3名 3.8万円

すまいる 赤平市（泉町） 女 6名 5.5万円

百翠 赤平市（百戸町） 男 ６名 5.5万円

千翠 赤平市（百戸町） 男 ６名 5.5万円

妃翠 赤平市（百戸町） 女 ６名 5.5万円

パル発寒 札幌市（発寒） 男 8名 6.5万円

パル発寒北 札幌市（発寒） 女 7名 7万円

パル八軒東 札幌市（八軒） 男女 10名 6.5万円

ピノ菊水元町 札幌市（菊水） 男 9名 6.2万円

※月額内訳：家賃・光熱水費・食費

令和4年4月現在
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家賃月額の補助について
一人1万円の上限額で自治体から家賃補助が出ているため、GH・CHに入った場合、
個人負担額は上記の表より1万円差し引かれたものとなります。



5．利用料のサポートについて

◇内容

高等養護学校卒業後、障害年金の受給資格が得られる前の

18歳から20歳までの間、利用者負担の支払いが難しい方に

ついて、利用者負担の一部もしくは全額を法人独自の制度

により貸付を行っております。

※限度額：50万円・金利なし

◇返済について

年金を受給出来るようになってから貸付額に応じて返済

期間（最長10年）を設定し返済していただきます。

※入所時に利用契約とともに金銭管理サービスを提供さ

せていただきます。

年金受給後も、年金の受給口座の通帳をお預かりし、本

人の収入・支出を考え、本人・ご家族とともに貸付の返

済計画を考えてまいります。

※退所時に貸付金の残高が残っている方については、一括

返済をお願いすることになります。
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5．利用料のサポートについて

令和元年５月～

就労継続支援Ａ型事業における
利用者負担減免事業の法人負担の開始

就労継続支援Ａ型事業における利用者負担減免事業とは？

→A型事業所利用者は利用料として１割の利用者負担を
求めることが原則です。しかし、A型は雇用契約も結び、
雇用関係が存在することから、事業所判断により利用者
負担額を免除（法人負担）することができる事業です。

対象者は？

→前年度に一定の収入がある方が対象となります。

例えば…
支援、養護学校卒業後「一般就

労」などで一度就職するも退職し、
心機一転「A型事業所」で働きた
い方などは利用者負担が発生する
ケースがあります。

この際、当法人のA型事業所で
は減免を受けることが可能です。

卒業生も
サポート！
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北 海 道 光 生 舎 事 業 所 一 覧

＜入所施設＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

光生舎クリーナース

施設入所支援 35

〒079-1135
赤平市錦町2丁目6番地
TEL：0125-32-3221
FAX：0125-32-2174

山本・髙橋

生活介護 20

光生舎ワークショップ

施設入所支援 40

生活介護 40

光生舎エルム・ソーイング

施設入所支援 40

就労移行支援 10

自立訓練 10

生活介護 10

光生舎メディック・エル

施設入所支援 30 〒079-1273
赤平市百戸町西1丁目2番地

TEL：0125-34-2201
FAX：0125-32-2560

山本・奥山

生活介護 30

光生舎フーレビラ
（旧法 知的障害者更生施設）

施設入所支援 60
〒079-1272

赤平市百戸町東4丁目13番地
TEL：0125-32-3507
FAX：0125-32-3508

長谷川生活介護 60

短期入所 4

光生舎虹の里
（旧法 身体障害者療護施設）

施設入所支援 60

〒079-1273
赤平市百戸町西2丁目2番地1

TEL：0125-34-2700
FAX：0125-34-2600

小木

生活介護 60

短期入所 3

デイサービス 15

＜救護施設＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

親愛の家
（生活保護対象施設）

措置施設 100

〒073-0407
歌志内市字文珠165番地4

TEL：0125-42-2673
FAX：0125-42-2313

荒井



＜通所施設＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

光生舎クリーナース 就労継続Ｂ型 15

〒079-1135
赤平市錦町2丁目6番地
TEL：0125-32-3221
FAX：0125-32-2174

山本・髙橋

光生舎エルム・ソーイング

就労継続A型 10

就労継続B型 20

光生舎ライト・プラザ
就労継続Ａ型 10

就労継続Ｂ型 40

光生舎ワークショップⅡ 就労継続Ｂ型 40

光生舎メディック・エル 就労継続Ａ型 30

〒079-1273
赤平市百戸町西1丁目2番地

TEL：0125-34-2201
FAX：0125-32-2560

山本・奥山

光生舎クリーン・セブン 就労継続Ａ型 20

〒073-0404
歌志内市歌神４１番地
TEL：0125-42-2456
FAX：0125-42-3536

稲垣

光生舎フロンティア 就労継続Ａ型 40

〒063-0802
札幌市西区二十四軒2条1丁目

TEL：011-624-0200
FAX：011-624-0202

野口・鷲見

光生舎プラザ・イン・サッポロ

就労継続Ａ型 10 〒063-0828
札幌市西区発寒8条10丁目4-27

TEL：011-664-1888
FAX：011-664-0770

松本
就労継続Ｂ型 30

光生舎く・る・る

就労継続Ａ型 20 〒004-0012
札幌市厚別区もみじ台南3丁4-1

TEL：011-899-1600
FAX：011-899-1601

佐々木

就労継続Ｂ型 20

光生舎スクエア 就労継続A型 20

〒003-0871
札幌市白石区米里1条2丁目3-4

TEL：011-826-3980
FAX：011-826-3979

佐々木・荏原

＜グループホーム＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

ケアホームメイプル 共同生活援助 102

〒079-1135
赤平市錦町2丁目6番地
TEL：0125-32-3221
FAX：0125-32-2174

久保

グループホームパル 共同生活援助 25
〒063-0861 

札幌市西区八軒1条東5丁目2番39号
TEL：011-633-7707

伊藤

グループホームピノ 共同生活援助 9
〒003-0827

札幌市白石区菊水元町7条1丁目10-10
TEL：011-826-3980

髙橋・荏原



＜相談支援事業所＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

そうだんのていく

指定特定相談
支援事業

指定障害児相談
支援事業

なし

〒079-1141
赤平市大町4丁目6番地2
TEL：0125-74-6350
FAX：0125-74-6281

野島・佐藤

＜高齢者施設＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

ケアハウスすいこう
特定入居 41

〒079-1273
赤平市百戸町西１丁目３番地

TEL：0125-34-2735
FAX：0125-34-2310

岡田

軽費老人ホーム 29

しらかば荘
特養 50

〒073-0405
歌志内市字神威280番地
TEL：0125-42-5331
FAX：0125-42-5037

齋藤・田所

ショートステイ 6

光生舎ゆいま～る・もみじ台

特養 80
〒004-0012

札幌市厚別区もみじ台南
3丁目4番地1

TEL：011-899-1600
FAX：011-899-1601

髙橋・大西
（特養）

髙橋
（デイ）デイサービス 24

＜児童通所事業所＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

きっずていく
放課後等

デイサービス
10

〒079-1141
赤平市大町4丁目6番地2
TEL：0125-74-6095
FAX：0125-74-6281

井下

きっずていくあしべつ
児童発達支援
放課後等

デイサービス
10

〒075-0007
芦別市北七条西２丁目７番地

TEL：0124-27-9400
FAX：0124-27-9401

舘

きっずていくさくらんぼ
児童発達支援
放課後等

デイサービス
10

〒075-0041
芦別市本町28

TEL：0124-27-7272
FAX：0124-27-7273

内田

＜就労移行支援事業所＞

事 業 所 名 サービスの種類 定員 住所・連絡先 担当者名

キャンパスKITE（カイト） 就労移行支援 20

〒063-0812
札幌市西区琴似2条6丁目

1-25清水ビル301号
TEL：011-688-6306
FAX：011-688-6307

青野・神村



夕食 17：30～18：10

昼食・昼休み 12：00～13：00

作業 13：00～14：45

作業 8：10～10：00

作業 10：15～12：00

作業 15：00～17：30

就寝 23:00

入浴 16：00～20：00

居宅生活訓練事業

休憩 10：00～10：15

休憩 14：45～15：00

門限（外出時の帰宅時間) 22:00

朝食 7：00～7：45

ラジオ体操・朝礼 8：00～8：10

1日のスケジュール

起床 6:30

定員：35名

光生舎クリーナース

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

施設での取り組み

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

福祉手帳を所持しており、市町村で障害

区分認定調査を受け、利用が適当である

と認められた方。

主に身体障害者の方が利用しております。

事業所概要

【サービス内容（定員）】

就労継続支援B型（15名）

生活介護 （20名）

施設入所支援 （35名）

短期入所 （ 2名）

【設立】 昭和34年9月

【日中活動】
本人の現状に合わせて、家庭から出る衣類やホテル関係

の品物であるリネン品のクリーニング作業を行っています。

・就労継続支援B型：ホームクリーニング工場またはリネン

サプライ工場でのクリーニング作業

・生活介護：ハンガー拭きなどのクリーニングに関する軽作業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

施設の２階に図書

スペースがあり、

自由に本を

読むことができます。

図書スペース

本の種類は

小説やコミック

などたくさん

あります。

本は定期的に

入れ替わる事が

あります。



生活環境

作業の様子

行事・旅行

施設見学・体験入所、その他相談などお気軽にご連絡下さい。

厚生部（こうせいぶ）まで。

ホームクリーニング工場またはリネンサプライ工場で

クリーニング作業をしています。クリーニング品のたた

み品物を運ぶなどさまざまな作業があります。

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）

居室は個室となっており、プライバシーに配慮された環境と

なっています。Wi-Fi環境も充実しており、スマホなどもネット回線

が利用できます。

施設は街の近くにあり、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買い物、バス・JRに乗って他の町へ出かけ

ることができます。



1日のスケジュール

起床 6:30

定員：40名

光生舎ワークショップ

〒079-1135
赤平市錦町3丁目5番地
TEL：0125-32-3221

就寝 23:00

居宅生活訓練事業

休憩 10：00～10：15

夕食 17：30～18：10

朝食 7：00～7：45

ラジオ体操・朝礼 8：00～8：10

作業 8：10～10：00

作業 10：15～12：00

入浴 16：00～20：00

門限（外出時の帰宅時間) 21:00

昼食・昼休み 12：00～13：00

作業 13：00～14：45

施設での取り組み

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福

祉手帳を所持しており、市町村で障害区分

認定調査を受け、利用が適当であると認め

られた方。

主に日常生活において介護を必要とする

身体障害者の方が利用しております。

事業所概要

【サービス内容（定員）】

生活介護 （40名）

施設入所支援 （40名）

【設立】 昭和54年4月

【日中活動】

本人の現状に合わせて、一般家庭から出る衣類や

ホテルリネン品のクリーニング軽作業を行っています。

生活介護班でのタオルたたみやハンガーふき作業

などを行っております。買い物やガーデニングといった

余暇活動も行っています。

介護員が対応し、機械浴や入浴介助を実

施しています。リハビリを含めた活動とし

て歩行訓練や口腔体操など行っています。

生活に不安のある方に対して介護員が

サポートさせていただきます。簡単なお

仕事をしながら工賃を稼ぐこともできます。



生活環境

作業の様子

行事・旅行

施設見学・体験入所、その他相談などお気軽にご連絡下さい。

厚生部（こうせいぶ）まで

生活介護班としてタオルたたみやハンガーふきをなどの

クリーニングに関わる作業をリハビリも兼ねて行っております。

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）

支援員・介護員が必要に応じて生活面で手助けを行い、車椅子の

方や歩行に不安がある方でも安心して生活できるようになっています。

また施設内は、Wi-Fi環境が充実され、スマホなどもネット回線が利用

できます。施設は街の近くにあり、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に出かけられます。



夕食 17：30～18：10

昼食・昼休み 12：00～13：00

作業 13：00～14：45

作業 8：10～10：00

作業 10：15～12：00

作業 15：00～17：30

就寝 23:00

入浴 16：00～20：00

居宅生活訓練事業

休憩 10：00～10：15

休憩 14：45～15：00

門限（外出時の帰宅時間) 22:00

朝食 7：00～7：45

ラジオ体操・朝礼 8：00～8：10

1日のスケジュール

起床 6:30

定員：60名

光生舎エルム・ソーイング

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

施設での取り組み

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福

祉手帳を所持しており、市町村で障害区分

認定調査を受け、利用が適当であると認め

られた方が利用されています。

主に養護学校を卒業してすぐの方が自立に

向けた訓練を行う為に利用されています。

事業所概要

【サービス内容（定員）】

就労継続支援B型 （20名）

就労継続支援A型 （10名）

就労移行支援 （10名）

自立訓練 （10名）

生活介護 （10名）

施設入所支援 （40名）

【設立】 平成5年4月 【日中活動】
日中活動はホテルリネン、一般家庭から出されるクリーニング

作業です。

一人一人の障害程度や適性に合わせてシーツの仕上げ機や

タオルたたみ機への投入、袋詰、運搬などの作業を行います。

法人内雇用
法人内雇用につい

ては、写真のような

清掃補助の他に介護

補助・調理補助から

も選ぶことができます。

一般就労として、法人内か一般企業への就職を選択して

頂き、実習を行ってます。

昨年3名一般就労に成功しています。

施設外就労
民間企業の業務の一部

を施設に委託し、利用者

さんに委託された業務に

従事してもらいます。利

用者さんへの作業支援、

相談支援等は施設の職

員が行います。
水産加工関係の企業と契約を行い、

現在、5名の利用者さんが従事して

います。写真はししゃもを焼く前の

網に並べる作業です。



生活環境

作業の様子

行事・旅行

施設見学・体験入所、その他相談などお気軽にご連絡下さい。

厚生部（こうせいぶ）まで

ホテルリネンや一般家庭から

出されるクリーニング作業を

行います。

障害の程度に合わせてたたみ

作業や仕上げ機の投入作業な

どを行っております。

季節ごとに行事を企画しております。旅行やスポーツ大会

などもありますので、自由に参加し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）

タオルたたみ機への投入、袋詰、運搬などの作業を行います。

施設は街の近くにあり、余暇時間や休日には自由に外出してコンビニ

やスーパーへの買物や、バス・JRに乗って他の町へ出かけられます。

施設内ではWi-Fi環境が充実され、スマホやゲームなどもネット回線が利用

出来ます。施設内は支援員が24時間在中し、色々な対応をしながら安心した

生活が送られます。この他にも生活スペースも充実しており、開かれた施設と

なっております。



光生舎　メディックエル

事業所写真
赤平市の「福祉の里」にあり翠光苑という
公園と隣接し自然豊かな場所にあります。
メディックエルは昭和44年に開設され、病
院や医院、施設の寝具、病衣、白衣のク
リーニングが主な作業です。

就労継続支援A型：30名
入所：30名

生活介護：30名

〒079-1121
赤平市百戸町西１丁目2番地

TEL：0125-34-2201

1日のスケジュール

休憩 14：45～15：00

作業

8：00～10：00

10：00～10：15

10：15～12：00

12：00～13：00

13：00～14：45

15：00～17：00

ラジオ体操・朝礼・作業

休憩

作業

昼食・休憩

作業

10時休憩では売店で買い物をす

ることが出来ます。

勉強会

週に1回利用者さん向けの勉強会を開催しています。体調

管理や仕事についてなど「自立」に向けた内容となってい

ます。

GHについて
工場から徒歩2分程度の場所に男性3棟、女性1棟、合計4棟のGHがあります。



行事・旅行

問合せ先

施設内活動

作業風景
作業は誰にでも出来るように機械化されており、未経験の方も安心・安全に作業に取組める

ようになっています。

寝具仕上げ 洗浄作業 病衣仕上げ

先輩利用者さんの声

行事
クリスマス会や旅行が企画されて一緒に働いている仲間たちと楽しい時間を過ごせます。

お問い合わせ 担当：山本
施設見学、体験実習等随時受け付けております。

お気軽にご連絡ください。



就寝 21:00

入浴・余暇・外出 14：00～

夕食 17:30

余暇 18：30～

朝食 8:30

日中活動 9：30～11：30

昼食 12:00

居宅生活訓練事業

定員：60名（施設入所支援）
定員：60名（生活介護）

障害者支援施設
光生舎フーレビラ

〒079-1272
赤平市百戸町東4丁目13番地

TEL：0125-32-3508

利用者さんの1日（平均）

起床 7:00

余暇時間はカラオケ・ぬりえ・

手芸・ゲーム・スポーツ等、

1人1人の楽しみに合わせて

支援しております。

施設周辺の紹介

フーレビラは、障害者支援施設で「施設入所

支援」「生活介護」を主サービスとし、知的や

精神に、障がいを持った利用者が生活して

います。1人1人のニーズや能力に合わせた

生活支援を提供しており、「安心・安全」とす

る生活の実現を追求しております。

生活（共有）スペース

男性利用者フロア女性利用者フロア

赤平駅：車8分

最寄りバス停（茂尻）：徒歩10分

最寄りコンビニ：徒歩8分 赤平市立病院：車7分



日中活動

行事

旅行

施設見学・体験入所、その他相談など

お気軽にご連絡下さい。遠方でも面談に伺います。

タオルの選別作業、清掃作業、身体機能維持活動等、

1人1人の特性や身体面・精神面に合わせた日中活動

を行っております。

行事は、毎月会食（夏:焼肉冬:鍋）を行い、季節行事とし

て、クリスマスやハロウィン等の行事があります。年間24

回程度の行事を利用者さん、職員で楽しんでいます。

道内旅行を中心に利用者さんと職員で旅行にいきます。

温泉や体験等、宿泊の観光旅行です。

担当者より 担当：長谷川



事業所写真

入所/生活介護　60名
デイサービス　15名/日

短期入所　3名

障害者支援施設　光生舎虹の里
光生舎虹の里デイサービスセンター

光生舎虹の里短期入所事業所

〒079-1273
赤平市百戸町西2丁目2番地1

TEL：0125-34-2700

心身に障害があり、在宅生活が困難で
ある方がご利用いただける施設です。
日常生活に必要な介護サービスを受
けることが出来ます。主に車イスで生
活されている方が利用されています。

施設の設備

部屋は個室が48部屋と二人部屋が9部屋です。

入浴は専用の車イスやストレッチャーで入浴が出来ます。

理容室を完備しており外部業者が施設に来てくれ対応してくれます。

個室

浴室

理容室

介護ロボット

介護ロボット導入しています。

お掃除ロボは食堂や廊下を掃除してくれています。

ベッド離床センサーにより、利用者様の状態と安全

を見守ります。

ベッド離床センサーお掃除ロボ

１日のスケジュール

上記のスケジュールが基本となります。

その他リハビリや、入浴、病院受診等、

個別支援計画に基づいた介護サービスを

提供しています。

6:00 起 床

8:00 朝 食

10:00 水分補給

12:00 昼 食

14:45 おやつ

17:30 夕 食

20:00 消 灯



リハビリ 柔道整復師が1名勤務しています。

機能維持･低下防止の為のマッサージやリハビリを行っています。

生活の様子 カラオケは大人気です。

お部屋ではパソコンや仲間と共にゲームを楽しんでいます。

行 事 内部の行事の他、外部からゲストを呼んだりしています。

お問い合わせ先

まずはご連絡下さい。

施設見学、面談対応も随時行っています。

担当：小木（こぎ）



居宅生活訓練事業

定員：100名

救護施設　親愛の家

〒073-0407
歌志内市字文珠165番地4
TEL：0125-42-2673

余暇時間はカラオケ・ぬりえ等

好きなことを自由に行えます。

個々に合った楽しみ方の

提供をしております。

救護施設が取組む事業の一つに

「居宅生活訓練事業」があります。

この事業は救護施設の入所者が

円滑に居宅生活に移行できるよう

施設において居宅生活に向けた

生活訓練を行い、施設外に訓練用

住宅を確保して居宅生活に近い

環境で訓練を行ないます。

親愛の家では平成28年から

スタートし1年間を通し生活体験

を重ねる事で、より円滑に居宅

生活に移行できるよう支援を行

って

います。

居宅生活訓練事業について

親愛の家は生活保護法第38条に規定

された保護施設のひとつで北海道には

当施設を含め9か所あります。当施設では

支援を必要としている人を幅広く受入れ

”最後のセーフティーネット”としての役割を

担っています。

生活スペース

二人部屋一人部屋

夕食 18:00

余暇 18：30～

就寝 22:00

日中活動 10：30～11：30

昼食 12:00

入浴・余暇 14：00～

1日のスケジュール

起床 6:00

朝食 8:00

始めは二人部屋からの入居となります。



作業・当番

余暇活動

行事・旅行

施設見学・体験入所、その他相談など

お気軽にご連絡下さい。遠方でも面談に伺います。

施設内のお掃除を入所者皆さんで分担し

綺麗にしています。

軽作業も行っておりタオル畳み、外部委託作業

も請けています。

余暇活動ではカラオケ、塗り絵等好きな物を選び

活動出来るようになっています。

図書コーナーは入所者さん同士で管理し貸出を

行っています。

買い物レクや日帰り・一泊旅行を企画し

入所者さんと共に計画、実施しています。

秋祭り、クリスマス会等様々なイベントを

行っています。

お問合せ先 担当：荒井



作業 13：00～14：45

休憩 14：45～15：00

作業 15：00～17：30

居宅生活訓練事業

昼食・昼休み 12：00～13：00

作業 8：10～10：00

休憩 10：00～10：15

作業 10：15～12：00

8：00～8：10ラジオ体操・朝礼

1日のスケジュール

定員：50名

光生舎ライト・プラザ

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

施設での取り組み

身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者福祉手帳を所持しており、市町村

で障害区分認定調査を受け、利用が

適当であると認められた方が対象と

なっています。

事業所概要

【サービス内容（定員）】

就労継続支援B型 （40名）

就労継続支援A型 （10名）

【設立】 昭和54年11 【日中活動】
施設のホームクリーニング工場で洗浄や仕上げの作業を行って

います。その中でも和服や毛皮、皮革、靴他、高級衣料も扱って

います。技術を伴う作業から簡単な作業まで利用者の能力にあ

った職場配置・作業提供をしています。

就労継続支援A型の他にも一般企業への

就職に向けて、実習を行っています。今年

は1名の一般就労に成功しています。

A型の利用者さんの作業の様子（下）

作業日数と時間は、年間変形労

働時間表に基づいて決められま

す。年間で平均するとほぼ週休2

日の体制となります。



作業環境

作業の様子

行事・旅行

施設見学・体験入所、その他相談などお気軽にご連絡下さい。

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）

施設のホームクリーニング工場で洗浄や仕上げの作業を行って

います。その中でも和服や毛皮、皮革、靴他、高級衣料も扱って

います。技術を伴う作業から簡単な作業まで利用者の能力にあ

クリーニング業の中で、主に

一般クリーニング品を取り扱

い、その中でも高級衣料を

専門に洗浄をしています。

靴やバッグ、皮革製品や毛

皮類を中心に洗浄や色掛け、

修理の作業を行っています。

・乾燥機作業（左）

洗浄された衣類を

乾燥機に投入しています。

・皮革製品の色掛け（右）

靴やバッグの色落ち箇所を

修正をしています。技術が必

要な難しい仕事です。

外部での食事の

様子（左）

パークゴルフ大会の

様子（右）



作業 13：00～14：45

休憩 14：45～15：00

作業 15：00～17：10

居宅生活訓練事業

昼食・昼休み 12：20～13：00

作業 8：10～10：00

休憩 10：00～10：15

作業 10：15～12：20

8：00～8：10ラジオ体操・朝礼

1日のスケジュール

定員：40名

光生舎ワークショップⅡ

〒079-1135
赤平市錦町3丁目5番地
TEL：0125-32-3221

施設での取り組み

身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者福祉手帳を所持しており、市町村

で障害区分認定調査を受け、利用が

適当であると認められた方が対象と

なっています。

事業所概要

【サービス内容（定員）】

就労継続支援B型 （40名）

【設立】 昭和54年4月

【日中活動】
ホテルリネン品のクリーニング作業を行っています。

作業内容はホテルで使用された寝具やタオル類の

洗浄や仕上げ作業などを行っています。

高い工賃支給を目指すために職域拡大にも積極的

に挑戦しており、各個人の障害の程度、能力、体力

によって適正配置と作業時間の配慮をしています。

自宅から通っている利用者の方もいます。

工場内マップで迷わずに移動！

（リネン工場）

作業日数と時間は、年間変形労

働時間表に基づいて決められま

す。年間で平均するとほぼ週休2

日の体制となります。

工場内は広く、運搬

作業などをしている

中で迷ってしまう利

用者の方もいます。

迷わない為に左図

のように行きたい場

所のラミネートをマッ

プに重ねる事で道に

迷わず、自力でス

ムーズにできるよう

にしています。

また作業の手順書

なども作成していま

す。



作業環境

作業の様子

行事・旅行

施設見学・体験入所、その他相談などお気軽にご連絡下さい。

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）

クリーニング業の中で、主に

ホテルリネンサプライ作業を

行っており、全道各地から集

められたシーツ、ピロケース、

浴衣、タオル、クロスなどを

洗濯してホテルに納めてい

ます。

作業の流れは、

「分類→洗浄→乾燥→仕上→出荷→配送」

となります。

右の写真は、

タオルたたみの様子です。

職員から手順を教わりながら進めています。

←日帰り旅行の様子

ソフトボール大会の様子→



事業所写真

1日のスケジュール 取組み事業

定員：20名

光生舎　クリーン・セブン

〒073-0404
歌志内市字歌神41番地
℡：0125-42-2456

主に高齢者施設や病院関係のリネンや
衣類のクリーニングを行っています。
高い工賃支給を目指し、利用者の職域拡
大に積極的に取り組んでいます。
利用者の年齢層は２０代～６０代と幅広く
個人に合わせた作業を提供しています。

08：00 ラジオ体操・朝礼

08：10 作業①

10：00 休憩

10：15 作業②

12：00 お昼休み

13：00 作業③

14：45 休憩

15：00 作業④

17：30 退勤

勤務時間については個人の

状況にあわせて時短などの

相談に応じています。

中央バス 歌神バス停 より徒歩５分

セイコーマート東光店 より徒歩１０分

の一 日 ス ケ ジュ ー ル 施 設 周 辺 環 境

事 業 所 概 要

【設立年月日】平成１１年（平成１９年より就労継続支援A型のサービスを提供しています）

【利用対象者】各種手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳）を所持して

おり、障害程度区分認定調査を受けられた方。

【施設内設備】多目的トイレ、食堂、ウォーターサーバー、更衣室など

【作業内容】 近隣の病院や各福祉施設から出されるタオル、私物衣類のクリーニング

【利用定員】 ２０名（現員 男性１４名、女性９名）

【平均年齢】 ４１．７歳



行事・旅行

行 事 余 暇 活 動

舎内旅行、夏祭り、

クリスマス会、野球

観戦などの行事を

行っています。

また、月に一度の会食

の他、誕生月の会食を

赤平市の光生舎メディッ

ク・エルと合同で開催し

ています。

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 0125-42-2456

ＦＡＸ 0125-42-3536

担当：生活支援員 稲垣（いながき）

① 入荷・点検作業
衣類のポケット検査や

バーコード読み取り作業を

行っています。

② 洗浄作業
品物の重さに合わせた

洗濯機を使って洗浄・乾燥を

します。

③ タオル機械仕上げ作業
機会を使用してタオルを

畳んだり、出荷前の結束

作業を行ったりしています。

④ 衣類仕上げ作業
洗浄後の衣類をたたんで客先ごとに袋詰めを行います。

⑤ 出荷作業
ネット詰め・袋詰めされた

品物のバーコードを読み取り

出荷を行います。

作

業

内

容

紹

介



勤務終了

15:00

勤務開始

午後休憩

勤務開始

昼休憩

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

12:00

14:50

10:00

10:10

事業所写真

 

光生舎　フロンティア

光生舎フロンティアは、リネンサプライの
クリーニングを行っている就労継続支援
A型の事業所です。※ホテルのシーツや
タオルを洗って納品しています。
２０１４年４月にオープンした事業所で、
現在６2名の方が利用されています（男
性50名、女性12名）。

〒063-0820
札幌市西区二十四軒2条1丁目1

番12号

定員数 40名（1日）

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

施設の設備

食堂 リラックスルーム ウォーターサーバー

タオル投入・受取

施設内には広い食堂、更衣室、

1階にウォーターサーバーを設置。

休憩時間を静かに過ごしたい方

の為に、リラックスルームも

あります。

コロナウイルス感染対策

（飛沫感染防止シートの

設置、検温、消毒）を行い、

夏場は熱中症対策として、

塩飴等を用意しています。

勤務時間は8：00～22：00 内8時間勤務、365日

稼働しており、シフト交替制のサービスを提供して

います。

年間休日は109日、休憩はトータルで1時間です。

体力に自信がある方、粘り強さと根気がある方、、

繰り返しの作業に強い方など、様々な方が

働いています。



  

 
　

　
　
　
　

　

　
 
　

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 ０１１－６２４－０２００

FAX ０１１－６２４－０２０２

担当：生活支援員 野口（のぐち） ・ 鷲見（わしみ）

色々な行事を企画しています

出荷

仕分け・洗浄

屋外での焼肉パーティ

生産

一人一人に合った作業を行なっています。

浴衣投入機

仕分け・洗浄作業 ⇒ 生産作業（手だたみ、タオル、ガウン投入、シーツ投入、

ホーフ投入、ピロ投入、浴衣投入） ⇒ 受け取り作業 ⇒ 出荷作業の流れで

作業を行っています。

出荷準備が整った製品は、トラックで札幌市内のホテルを中心に運ばれます。



自由（事業所紹介等）

事業所写真

A型定員：10名
B型定員：30名

　〒063-0828
　札幌市西区発寒8条10丁目
　　　　　　　　　　　　　　　　4-27
　TEL：011-664-1888

プラザ・イン・サッポロは就労
継続支援A型B型の多機能
型事業所です。マットやモッ
プの洗浄仕上げ作業を行っ
ています。

光生舎プラザ・イン・サッポロ

基本は土日がお休みです!
(祝日は１５時までの作業です)

施設設備

食堂

ウォーターサーバー

更衣室

相談室

就労継続支援

就労継続支援

行事の様子



 お問い合わせ

 担当 ：  松本(まつもと)
 TEL  ：  ０１１－６６４－１８８８

 施設見学や体験実習、各種ご相談など随時受け付けています。
 お気軽にご連絡ください。

就労継続支援A型

就労継続支援B型

洗浄作業

実習風景

テントたたみ

モップ包装

マットたたみ

ウエスひろげ

縫製作業

行事の様子

厚生旅行 新年会 野外BBQ

厚生旅行や野外BBQ、ホテルでの新年会や紅葉バスレク等、季節に応じた

行事を企画・開催しています。



9：00～ 体調確認・検温 9：45～ 新札幌駅から送迎車へ

作業開始 10：00～ 体調確認・検温

11：00～昼食配膳準備 作業開始

12：00～昼休憩 12：00～ 昼休憩

13：00～午後の作業開始 13：00～ 午後の作業開始

16：00～デイサービス清掃 16：00～ 退勤・送迎

17：00～夕食配膳準備

18:00 退勤

自由（事業所紹介等）　喫茶写真

事業所写真

就労継続支援A型：20名
就労継続支援B型：20名

光生舎　く・る・る

〒004－0012
札幌市厚別区もみじ台
南3丁目4番地1

く・る・るは札幌市厚別区のもみじ台南
小学校跡地に就労継続支援B型の喫
茶店としてオープンしました。就労継
続支援A型は敷地内に併設している
特別養護老人ホームゆいま～るのユ
ニット内の清掃作業を行っています。

A型のスケジュール B型のスケジュール

※B型は新札幌駅までの送迎と昼食提供
(230円)があります！

喫茶の風景



施設内活動　B

行事・旅行

問い合わせ　担当：石本

TEL：011-802-9010
お気軽にお問合せ下さい

A型
併設の特別養護老人ホームゆいま～るのユニットの中で、共有スペースの清掃作業や洗い

物・食事の準備が主な作業内容です。その他、職員と一緒にシーツ交換や、併設のデイ

サービスの大浴場・フロア清掃などの作業もあります。

行事・会食
A型B型合同での誕生会食や

日帰りの厚生旅行など

B型
喫茶の調理・接客や、特養ゆいま～るの入居者様の衣類等の洗濯、廊下の清掃作業が主な

作業内容です。その他、週に１回のポスティングや春～秋は敷地内での畑作業もあり、色々

な仕事にチャレンジして頂けます！




