
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、非雇用型の就労訓練事業を実施している「救護施設横浜市浦舟園」(以下「浦舟園」)と「更生施設民衆

館」(以下「民衆館」)の二事業所からお話しを伺いました。 

「浦舟園」を運営する「社会福祉法人神奈川県匡済会」は、1918年の米騒動を契機に、また「民衆館」を運営する

「社会福祉法人横浜愛隣会」は、1923 年の関東大震災を契機にそれぞれ社会事業に取り組み始め、生活困窮者

支援の分野で 100年近い歴史を積み重ねています。二事業所とも、本来事業である生活保護者の支援に留まらず、

多様化する地域のニーズにも対応していきたいと就労訓練事業に参加しています。 

「浦舟園」「民衆館」の就労訓練では、規則正しい生活の再構築につながったり、一人ひとりの訓練利用者が次

のステップへ進めるよう、得手・不得手や仕事をする上での課題などをきめ細かくアセスメントをしていただいていま

す。二事業所の紹介を通して、非雇用型訓練の意義についてお伝えします。 

 
「民衆館」の就労訓練の様子 

（取材ご協力：江森館長/就労訓練担当三宅さん） 

 

民衆館は、身体的・精神的・社会的な理由のため単

身で生活することが難しい生活保護者の方々を援助し、

自立のお手伝いをする入居型の施設です。軽作業や

近隣一般家庭での草むしりや清掃などの地域ボランテ

ィア活動を行っており、就労訓練事業は、これらのプロ

グラムに参加する形で行われています。 

これまで 3 人の方が、民衆館での訓練を利用してい

ます。 

それぞれに、家庭の事情やご自身の体調などのた

めに、10 年以上の長期にわたる無職期間があり、すぐ

に仕事につけたとしても人間関係や体力面・精神面で

継続が可能なのかなど不安がありました。 

2か月～４ヶ月の訓練期間を経て、お一人はジョブス

ポットを利用してアルバイト採用され、もうお一人は、別

事業所での雇用型訓練に移行しています。3 人目の方

は現在訓練中です。 

江森館長は、「実際に訓練を受け入れる前は、どん

な役に立てるのか不安もあったが、自分たちのやって

いることは少しずつ社会の中に入っていくお手伝い。家

から外に出て、作業をして、それなりに疲れて、お腹が

すいて食事をして、寝るという生活は人にとって重要で、

その機会を提供しているのだと思う。」「就労訓練は遠

回りのようであるが近道であることを、当事者周囲の人

たちの理解を求めたい」とのこと。また、「訓練を通して

利用者を取り巻く環境など解決の難しい課題に触れる

こともあり、様々な機関のネットワークをより充実させて

いく必要性を感じている」とのことです。 

「浦舟園」の就労訓練の様子 
（取材ご協力：就労訓練担当香取さん） 

 

浦舟園は、救護施設として 100名の方が入居しています。

身体や精神に障害があり、日常生活を送るのが困難な

人たちが健康に安心して生活するための施設です。 

就労訓練を実施するにあたっては、職員が行っている

業務を洗い出し、きめ細かく分類して（例えば清掃であれ

ば、清掃場所、清掃の範囲、清掃の方法など）訓練プロ

グラムを作成しました。 

浦舟園もこれまで 3 人の方が訓練を利用しています。

お一人は、孤立した生活の中で、乱れがちな生活リズム

を立て直したいという目的で訓練を利用しました。区役所

の自立相談支援員が体調管理のサポートをしながら訓練

を継続し、「ありがとう」「待ってたよ」と入居者に声をかけ

られることで生活に張りが生まれ、訓練終了後も週1回ボ

ランティアとして通所しています。 

もうお一人は、体調面の不安があり、アセスメントを目

的に 6 週間の訓練を利用しました。浦舟園の担当者から、

仕事にとりくむ姿勢、要した作業時間、一般就労する場合

の注意点などきめ細かなフィードバックがあり、並行利用

していたハローワーク担当者との連携に活かされました。

3人目の方は現在訓練中です。 

利用者にとっての訓練の意義のみでなく、業務の洗い

出しによって職員の業務負担軽減につながったこと、就

労訓練事業支援センターや行政などネットワークが強化

された事などの波及効果も感じているそうです。 

 今後の課題としては、個々にあったプログラムを作成で

きるよう訓練内容を広げること、一般就労をめざす人向け

の評価方法の確立、モチベーションをあげるためのプロ

グラムの充実をあげています。 
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NO38～44の事業所は前回のニュースレター発行（2017年 7月末）以降に認定をうけた事業所です 

 

 

NO 事業所名 業種 訓練内容 

1 特別養護老人ホームラポール三ツ沢（社会福祉法人いきいき福祉会） 高齢者介護 周辺業務・介護 

2 ディサービス ラポール西寺尾（社会福祉法人いきいき福祉会） 高齢者介護 介護 

3 KYODOU株式会社 警備業 交通誘導等 

4 横浜市市民活動支援センター(認定 NPO法人市民セクターよこはま) 市民活動支援 一般事務等 

5 特別養護老人ホーム白朋苑（社会福祉法人横浜大陽会） 高齢者介護 周辺業務・介護 

6 共働舎（社会福祉法人開く会） 知的障害者施設 園芸補助等 

7 認定 NPO法人横浜移動サービス協議会 高齢者・障害者支援 支援補助  

8 港南台タウンカフェ（株式会社イータウン） コミュニティカフェ 接客・周辺業務 

9 横浜市社会教育コーナー（特定非営利活動法人横浜市民アクト） 生涯学習支援 事務補助等 

10 中央浩生館（社会福祉法人横浜市社会事業協会） 更生施設 支援員補助 

11 旭ホーム（社会福祉法人漆原清和会） 高齢者介護 介護 

12 ピッピ学童保育＆放課後等ディサービスとなりのいえ 

（特定非営利活動法人ピッピ・親子サポートネット） 

学童保育・障害児放課

後等ディサービス 

清掃等 

13 ピッピ保育園（特定非営利活動法人ピッピ・親子サポートネット） 保育園 清掃・調理補助 

14 ダスキンあざみ野支店（株式会社 ダスキン東横） 清掃業 クリーニング 

15 特別養護老人ホーム弥生苑（社会福祉法人藤嶺会） 高齢者介護 周辺業務・介護 

16 Y カフェパーショ（旧花花カフェ）（公益財団法人 横浜 YWCA） 喫茶 接客・周辺業務 

17 ガイズカンパニー株式会社 外構・外壁・屋根塗装 外構・外壁等 

18 かわいの家（社会福祉法人奉優会） 高齢者介護 清掃 

19 特別養護老人ホーム クロスハート栄・横浜（社会福祉法人伸こう福祉会） 高齢者介護 清掃・周辺業務 

20 クロスハート金沢・横浜(社会福祉法人伸こう福祉会) 高齢者介護 介護 

21 グループホームあかり（有限会社優心会） 高齢者介護 介護 

22 更生施設 民衆館（社会福祉法人 横浜愛隣会） 更生施設 軽作業等 

23 救護施設 横浜市浦舟園（社会福祉法人 神奈川県匡済会） 救護施設 軽作業・清掃等 

24 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ協会 就労支援コーディネート 配送・調理等 

25 シンオー株式会社鳥浜第一工場 流通加工 軽作業 

26 子育て子育ち支援センターぽっぽ(NPO法人のはらネットワーク) 保育 周辺業務 

27 aigamo リハビリテーション二俣川 高齢者介護 介護 

28 あいがもディサービス鶴ヶ峰 高齢者介護 介護 

29 あいがもディサービス羽沢片倉町 高齢者介護 介護 

30 五光発條株式会社 製造業 軽作業 

31 株式会社ライフデザインセンター 保険代理業 事務補助 

32 鶴見ワークトレーニングハウス（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 障害者就労支援 清掃 

33 株式会社メルヘン 飲食業 接客 

34 株式会社エムビーエス横浜支店 外壁塗装 塗装 

35 株式会社タスクフォース ソフトウエア開発 事務補助 

36 救護施設 清明の郷（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 救護施設 清掃 

37 有限会社横浜舗道 建設業 土木 

38 特別養護老人ホームグリーンヒル泉・横浜 高齢者介護 周辺業務・介護 

39 特別養護老人ホームけいあいの郷 緑園 高齢者介護 周辺業務・介護 

40 特別養護老人ホームけいあいの郷 影取 高齢者介護 周辺業務・介護 

41 特別養護老人ホームかわしまホーム(社会福祉法人幸済会) 高齢者介護 周辺業務 

42 たすけあい泉リハビリディ「にじ」（社会福祉法人たすけあい泉） 高齢者介護 周辺業務 

43 食事サービス泉「はな」（NPO法人たすけあい泉） 配食サービス 調理補助 

44 就労継続支援Ｂ型施設 アイルビーワン 障がい者支援 支援員補助 

認定就労訓練事業所のご紹介 

横浜市認定就労訓練事業所 44事業所 （2017年 10月 31日現在） 

認定就労訓練事業や認定申請手続きなどは、横浜市就労訓練事業支援センターにお気軽にお問合せください。 
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