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地域をみんなでデザインしよう 

[特集]身近です！あなたの街の福祉施設 

～ようこそ！福祉施設 紹介・販売フェア「大きなテーブル」へ～ 
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四街道市みんなで地域づくりセンター 

・クローズアップ！こんな仕事をしています！ 

・ご近所にもあります。美味しいお菓子や野菜をつくるところ  



生き物の息づかいが感じられる場所 

 ピクシーフォレストの活動は、生

産活動と創作的活動に分かれます。 

 農園芸班は植物工場を取り入れた

サンチュ栽培や菌床での椎茸栽培を

行い、クリーニング班はオシボリの

クリーニング、手工芸班は牛乳パッ

クを再利用した紙すきでハガキなど

を作っています。なかでも製菓班は

パン工房「レーベンス・フォル・

ベーカリー」で天然酵母菌を使った

パンやクッキー、マドレーヌなど焼

菓子の製造販売を行い、昨年は「天

然酵母パン あんこ」が「はーとふる

メ ッ セ・オ ブ・ザ・イ ヤ ー 2013」

（巻末参照）の製品部門、カテゴ

リーⅠで奨励賞を受賞しました。 

ピクシーフォレスト  
社会福祉法人翠昂会 障害者支援施設 

施設の種類：障害者支援施設 

住所：四街道市上野199番地 

電話：043-432-2851 

FAX：043-432-8001 

Email：info@suikoukai.com 

 障害のある方の就労や生活を支援する施設や団

体の活動は普段なかなか知ることができません。

けれどそれぞれの施設や団体が工夫をこらして活

動しています。障害のある人もない人もみんなが

自分らしく働くために、福祉施設の取り組みや商

品を地域の方々にもっともっと知ってほしい。そ

んな思いから、センターでは福祉施設商品を一堂

に集め紹介し販売するフェア「大きなテーブル」

を開催しています。 

 年に2回文化センターで開催している「福祉施設

紹介・販売フェア 大きなテーブル」へ是非来て

ください。そして手にとってください。 

 

 大きなテーブルへの問い合わせ、参加申し込み

は裏面のみんなで地域づくりセンターまで。 

福祉施設で作った、美味しいもの、自慢の品 

たくさん揃えてお待ちしてます！ 

～ようこそ！「福祉施設 紹介・販売フェア 大きなテーブル」へ～ 

「大きなテーブル」参加団体所在地 

大きなテーブル販売品：パン、クッキー、など 



 

 障害のある方の就職を応援することを

目的としているピースはとにかく活気が

ある就労移行支援事業所です。就職した

いけどうまくいかない、対人関係が不安

という方が就労を目指し、約2年通所し

ながら経験を積み社会での対応力を身に

つけます。朝の挨拶から毎日の身だしな

み、作業の正確性まで、職員も熱心に対

応します。 

 作業は農作業、養鶏、原木しいたけ栽

培、地域新聞折込、配達など。鶏に餌を

あげたり、卵を集卵したりする作業も手

馴れたものです。 

 「毎日の作業の中にも楽しさを追求す

ること、工夫することを大事にしていま

す。まずは気軽に見学に来 

てください。」 と職員の皆さん。 

障がい者就労・生活さぽーとピース 
特定非営利活動法人 みのり福祉会 

施設の種類：就労移行支援 

住所：四街道市物井1798-15 

電話：043-424-1004   

Email：minori-peace@sky.sannet.ne.jp 

 平成14年に自分の子と一緒にパン

を作ろうと思ったのがパン屋を始め

たきっかけです。最初はご近所の方

に販売していました。 

 平成25年4月に福祉施設ではなく一

般の会社として障害者の訓練や就労

の場を作ろうと(株)MEGUMIYAを設立

し、めぐみやは製造の場、コミ店

（こみせ)「こっぺ」は販売の場と分

けています。（店の営業時間は月～

金の10:30～18：00） 

 現在は5名の障害者がスタッフと共

にパンや和菓子などを作り、少しず

つ販売場所も広がっています。ラン

チの時間の需要が多いのですが、午

後のおやつとしての利用が多くなる

と嬉しいと話されていました。 

めぐみや  
株式会社 MEGUMIYA  

株式会社 菓子製造 

住所：四街道市大日161-6 

電話：043-377-9423 

大きなテーブル販売品：鶏卵、野菜 

大きなテーブル販売品：パン、和菓子 



 どんぐり工房がある四街道駅に面したビ

ルの一室を訪ねると、元気な挨拶に迎えら

れます。 

 ここでは、畑仕事、お菓子作り、使用済

み家電のリサイクル、刺繍や数珠玉の芯抜

きなどの手仕事といった作業に加えて、昼

ご飯をつくることにも利用者の方が関わっ

ています。作業をこなすだけではなく、料

理作りを通じて生活の支援を行うことが大

切だと考えているからです。 

 手作りの昼食をみんなで一緒に食べるこ

とで、スタッフと利用者の方だけではな

く、利用者の方同士での関わりも少しずつ

増えてきています。 

 スタッフは利用者の方との信頼関係を築

くことを大切にしています。 

どんぐり工房  

 障害があっても地域で暮らし続けるた

めの働く場、一般就労につなげるための

練習の場、それが青空です。主な仕事は

野菜づくりと販売。春には内黒田の市民

農園でソラマメやサヤエンドウ、アスパ

ラなどを栽培し近隣スーパーに納品、販

売しています。 

 また、封入作業や検品作業、地域新聞

のポスティングも仕事の一つです。毎月

１回程レクリエーションの日もあり、楽

しみながら交流もしています。 

 通所定員は20名。年代は10代～50代ま

でと様々。通所者の賃金アップのために

内職などの仕事を募集中。市民の皆さん

に事業所「青空」を知っていただくこと

で、地域の理解を得て仕事を増やしてい

きたいそうです。見学相談はいつでもOK

です。  

青空協同組合  
特定非営利活動法人 みのり福祉会 

特定非営利活動法人希望・地域活動支援センター 

施設の種類：就労継続支援Ｂ型 

住所：四街道市鹿渡933-29 

電話･FAX：043-290-9878 

Email： 

minori-aozoraKyodo@abelia.ocn.ne.jp 

施設の種類：就労継続支援B型 

住所：四街道市四街道1-6-1-３F 

電話･FAX：043-421-6645 

Email：kibou_donguri@ninus.ocn.ne.jp 

大きなテーブル販売品：野菜 

大きなテーブル販売品：陶器、布製品、その他 



 平成9年5月に四街道市に働

く場所を作る会＝通称「はた

らく会」として在宅者が地域

の方と交流して社会勉強をす

るために発会しました。就労

とまちがえられやすいので

「スイミー」という名称にな

りました。 

 最初は陶芸からスタートし

ましたが、現在はボランティ

アの方と一緒に編み物や、さ

おり織の製品を作り販売して

います。 

 ご家庭で不要になった、浴

衣や毛糸の寄付をお願いして

います。 

スイミー  
在宅福祉支援  

 平成25年の2月に開所したばかりの

ワークショップ四街道。 

 6階にある見晴らしの良い明るい作

業場では、点字新聞をリサイクルした

ポチ袋や封筒、手提げなど、点字を生

かしたデザインが印象的な製品を作っ

ています。 

 作業は、工程を細かく分けること

で、視覚障害の方を初め多くの利用者

の方に対応するよう工夫しています。 

 あん摩師の資格を持った利用者の方

によるマッサージを中心に作業所の

入っているビル内の清掃、出張による

草刈りなども行っています。 

ワークショップ四街道 
社会福祉法人 愛光 

施設の種類：就労継続支援B型 

住所：四街道市四街道1-9-3 

電話：043-424-2598 

Email：ws-yotukaido@rc-aikoh.or.jp 

施設の種類：在宅福祉支援 

住所：四街道市さちが丘1-16-6 

電話･FAX：043-423-6490 

大きなテーブル販売品：布製品 

大きなテーブル販売品：ポチ袋、封筒、手提げ袋 



 身体に障害があり一般企業で働く

ことが困難な人、将来就労を希望す

る人が社会へ羽ばたくことを目標に

サービスを提供しています。 

 支援には社会的自立に向けた相談

や助言を行う個別支援、ハローワー

クなどとの連携を取りながら行う就

労支援があります。 

 社会参加のために特別養護老人

ホーム、障害者支援施設と契約を結

びおむつの回収・仕分け・洗濯・乾

燥・梱包等を行うクリーニング科、

原木で椎茸を栽培・収獲し販売する

園芸科、点字入り名刺を受注する軽

作業科があります。  

サンワーク  
四街道市障害者就労支援センター 

施設の種類：就労継続支援B型 

住所：四街道市大日722-1 

電話：043-421-0221 

Email：
ysunwork@city.yotsukaido.chiba.jp 

施設の種類：地域活動支援センターⅢ型 

住所：四街道市大日722-1 

電話･FAX：043-423-7361 

Email：dai-1@yotsukaido-shakyo.or.jp 

 住み慣れた地域において自立した日常

生活や社会生活が過ごせるよう利用者一

人ひとりの障害や特性に応じた支援を提

供することを目的とした通所施設です。 

 うちわ、懐中電灯、ケーキなどの創作

活動や建築部品の組立て梱包、木工教材

の袋入れなどの請負作業の他、自主生産

活動として野菜栽培やクッキーを作り福

祉まつりで販売しています。 

 また、生活の自立のための支援とし

て、洗濯機で洗う、掃除機をかける、休

憩や昼食時のお茶の準備や花壇の整備等

を行っています。防災訓練では実際に非

常食を作って食べることもあります。 

四街道市第一福祉作業所  
社会福祉法人四街道市社会福祉協議会 



団体名 連絡先 施設の種類 大きなテーブルでの販売品 

特定非営利活動法人 

ユーカリサンシャイン 

ユーカリワークス 

佐倉市青菅字葉代台 

295-12 

☎043-463-5596 

就労継続支援 野菜 

生活クラブ風の村 

とんぼ舎さくら 

佐倉市生谷1612-1 

☎043-460-0077 

多機能型事業所 

就労継続支援A型 

生活介護 

クッキー、漬物など 

社会福祉法人高柳福祉会 

たけのこ 

柏市高柳1478-5 

☎04-7191-7077 

多機能型事業所 

障害者支援施設 

綿製品（ジャケット、

バックなど） 

企業組合 あしたね 

障害福祉サービス事業所 

明日の種 

千葉市花見川区長作町 

               2499-6 

☎043-215-5120  

就労継続支援B型 

就労移行支援 

フレーバーティー、ドラ

イフルーツ、手作り封筒

など 

その他の大きなテーブル参加団体 
【大きなテーブルについてのお問い合わせ】 

四街道市みんなで地域づくりセンター  

      ☎043-304-7065 

障害者就業・生活支援センター 

就職するなら明朗塾 

佐倉市鏑木仲田町9-3 

☎ 043-235-7350 

FAX 043-235-7351 

 

四街道市役所 障害者支援課 ☎043-421-6122 

 【協力】 

 物井にある、四街道市社会福祉協

議会が運営する四街道市第二福祉作

業所。ここでは知的障害のある方々

が日々の作業にいそしんでいます。 

 現在の登録人数は22名。主な作業

は建設資材、ボールペン等の組み立

てなどです。作業をすることで社会

との関わりを持ち、作業を通じて

日々生活することの証を得ていると

感じとることができました。スタッ

フの方々の課題は仕事(作業)を確保

すること。少しでも賃金アップにつ

ながる仕事があればと奔走する日々

です。“その人が地域で、その人ら

しく生きていけること"がスタッフ

の願いです。 

四街道市第二福祉作業所  
社会福祉法人四街道市社会福祉協議会 

施設の種類：地域活動支援センターⅢ型 

住所：四街道市物井1252-17 

電話･FAX：043-421-3439  

Email：dai-2@yotsukaido-shakyo.or.jp 

【相談窓口】 



利用時間  

 火曜日～金曜日  9:00～20:30 

     土曜日  9:00～17:00 

休館日 

 日・月・祝日・年末年始 

    （月曜日祝日の場合は翌日火曜日休館） 

所在地  

 千葉県四街道市大日396 

         四街道市文化センター１階 

連絡先 

   TEL 043-304-7065  

  FAX 043-422-7051 

  Email  info@minnade.org 

 ホームページ http://minnade.org 

四街道市みんなで地域づくりセンター 

(政策推進課分室） 

団体の活動をサポートし、四街道で活動する人と一緒に地域をデザインします 

 みんなで地域づくりセンターは、地域づくり、ま

ちづくりに関するさまざまな情報を広く集め発信

し、団体と市民、行政機関をつなぎ市民みんなが関

わる地域づくりを推進します。 

 「どんな街なら住みやすい？」 

 「地域の課題を解決するヒントは？」 

 自分の街のことを自分のこととして捉え、地域の

問題や活動に関心のある方、どうぞ気軽にお立ち寄

りください。 

 ＮＰＯ・ボランティア団体はもちろん区・自治

会、商・工・農業者、学校、文化サークル、スポー

ツ団体など、地域活動に関わっている市民、団体の

情報を収集し提供します。 

＊みんなで地域づくりセンターは四街道市政策推進課の分

室として平成22年9月1日に開設されました。 

 

 センターでは地域の力を活かしながら、子どもか

らシニアまで、みんなが元気になる地域づくりを応

援します。 

 そのために主に４つのことに取り組んでいます。

ひとつは四街道で活動する人同士が、連携したり情

報交換できるようにコーディネートします。次に、

すでに活動を始めている方や団体にヒアリングを

し、様々な相談に応じます。また、四街道でどんな

取り組みがされているのか情報を集め、発信し市民

の皆さんが利用できるように提供します。そしてセ

ンター内のみんなのテーブル(ミーティングスペー

ス）を貸し出したり、また団体活動に役立つセミ

ナーを開催し、団体の活動を応援しています。 

利用できるサービス 

● 地域づくりに関する相談に常駐のコーディ

ネーターがお答えします。 

● みんなのテーブル（ミーティングテーブル）

が無料で利用できます。12名程度 

● 団体の会報、チラシを置くことができます。 

● 地域づくり、まちづくりに関する資料や書籍

が閲覧できます 

利 用 案 内 

編集・発行：四街道市みんなで地域づくりセンター（四街道市政策推進課分室） 

次号予告 2014年10月 

[特集] 暮らしの近くの身近な農業 in 四街道 

【お詫びと訂正】 

minnade2号2ページに誤りがありましたので 

訂正しお詫びいたします。 

●「栗山みどりの保全事業実行委員会」 

 

実行委員会構成団体 

誤）総合公園植生調査の会 

正）総合公園の植生調査の会 

 

誤）水辺の会 

正）四街道水辺の会 

「はーとふるメッセ・オブ・ザ・イヤー」 

千葉県内の障害福祉サービス事業所の製品開発

力・販売力向上、製品の品質向上・販路拡大・

認知度向上を目的に、優れた販売活動や自主製

品の製造を行っている事業所・製品を選定し、

「はーとふるメッセ・オブ・ザ・イヤー」の称

号を授与するもの。 

【事務局】  

 特定非営利活動法人 
 千葉県障害者就労事業振興センター 
  
 〒260-0856 千葉市中央区亥鼻2-9-3 
 TEL：043-202-5367  FAX：043-202-5368 
 Email：center@jusan-kassei.or.jp 
 
※2ページ掲載のピクシーフォレストの天然酵母パン 
あんこ」が「はーとふるメッセ・オブ・ザ・イヤー
2013」の製品部門、カテゴリーⅠで奨励賞を受賞 


