
～新年度のご挨拶～ 

令和 3年度がスタートして、早 2か月が過ぎました。ご挨拶が遅くなり恐縮でございます。本年度も引き続き、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、今回のニュースレターでは 2020年度の実績報告をさせていただきます。 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きくうけた一年でございました。就労訓練事業は、コロナ

第一波の緊急事態宣言下、4月、5月の新規申し込み停止、実施中の訓練中止という対応となりました。6月以降

は、訓練事業は再開となりましたが、訓練受入れ側の認定事業所様において、感染防止対策が継続されており、

部外者の立ち入り制限が行われ、約半数が訓練の新規受け入れ停止となりました。この状況は現在も続いており

ます。 

こうした状況下、2020 年度は新たに 23 名の方が就労訓練に取り組まれ、訓練後は、訓練先事業所様で直接

雇用となる方、就職活動を始める方、医療機関や福祉サービスなど社会資源に繋がる方など、就労訓練の体験

を糧にそれぞれのステップへ進まれた方が多くいらっしゃいました。昨年度の実施者数が 26 名でしたので、そち

らと比較しても大きく落ち込むことが無い結果になりました。これは、未曽有のコロナ禍にご多忙を極めた各区の

ご担当者の方々やご協力くださいました認定事業所の皆様が、就労訓練の機会を止めることなく、お一人お一人

に寄り添い、支援を継続された結果の賜物であると存じます。皆様には、訓練運営においても多大なご協力を賜

りました。この場をお借りして御礼申し上げます。 

 

 

  

事業所名 事業所名 

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） 就労継続支援Ｂ型施設 アイルビーワン 

デイサービス ラポール西寺尾（社会福祉法人いきいき福祉会） 住宅型有料老人ホームくるみ（有限会社フルライフ） 

KYODOU株式会社 横浜営業所 小規模多機能ホーム月見草（有限会社フルライフ） 

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) 小規模多機能ホームすずらん（有限会社フルライフ） 

特別養護老人ホーム 白朋苑（社会福祉法人横浜大陽会） 特別養護老人ホーム相生荘（社会福祉法人雄飛会） 

共働舎（社会福祉法人開く会） 株式会社リンクファシリティーズ 

認定 NPO法人横浜移動サービス協議会 特別養護老人ホーム 新山下ホーム（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 

港南台タウンカフェ（株式会社イータウン） 横浜市新山下地域ケアプラザ（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 

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） 永田地域ケアプラザ（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 

横浜市中央浩生館（社会福祉法人横浜市社会事業協会） 横浜市不老町地域ケアプラザ（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 

特別養護老人ホーム 旭ホーム（社会福祉法人漆原清和会） 株式会社コスモワークス （実習先） 

ピッピ学童保育＆放課後等デイ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） 

救護施設 岡野福祉会館 

（社会福祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会） 

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） 特別養護老人ホーム ニューバード(社会福祉法人近代老人福祉協会) 

ダスキンあざみ野支店（株式会社 ダスキン東横） 新横浜パークサイドホーム(社会福祉法人千里会) 

特別養護老人ホーム弥生苑（社会福祉法人藤嶺会） 第２新横浜パークサイドホーム(社会福祉法人千里会) 

Y カフェパーショ（公益財団法人 横浜 YWCA） 横浜市東永谷地域ケアプラザ（社会福祉法人横浜市社会福祉協議会） 

ガイズカンパニー株式会社 特別養護老人ホーム 和みの園（社会福祉法人和みの会） 

特別養護老人ホーム かわいの家（社会福祉法人奉優会） 特別養護老人ホーム しらゆり園 

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） 

特別養護老人ホーム ニューバード獅子ヶ谷 

（社会福祉法人近代老人福祉協会） 

クロスハート金沢・横浜(社会福祉法人伸こう福祉会) 特別養護老人ホーム 天神ホーム 

グループホームあかり（有限会社優心会） 株式会社水村建設 

更生施設 民衆館（社会福祉法人 横浜愛隣会） 門倉工業株式会社 

救護施設 横浜市浦舟園（社会福祉法人 神奈川県匡済会） 特別養護老人ホーム 本牧ホーム（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ協会 デイサービス陽だまり（社会福祉法人たすけあいゆい） 

シンオー株式会社鳥浜第一工場 児童家庭支援センター むつみの木（社会福祉法人たすけあいゆい） 

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) 株式会社アーク警備システム 横浜支社 

aigamo リハビリテーション二俣川 特別養護老人ホーム しょうじゅの里三保（社会福祉法人 兼愛会） 

五光発條株式会社 特別養護老人ホーム 菅田 心愛の里（社会福祉法人 七葉会） 

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） 愛の家グループホーム横浜瀬谷（メディカル・ケア・サービス株式会社） 

株式会社エムビーエス 横浜支店 特別養護老人ホーム 峰の郷（社会福祉法人 峰延会） 

株式会社タスクフォース 特別養護老人ホーム 梅の木ホーム 

救護施設 清明の郷（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 鍼灸マッサージ～憩～鶴見（株式会社 Arise） 

有限会社横浜舗道 鍼灸マッサージ～憩～日吉（株式会社 Arise） 

特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜 鍼灸マッサージ～憩～南瀬谷（株式会社 Arise） 

特別養護老人ホーム けいあいの郷 緑園 多機能型事業所インカル（社会福祉法人横浜市社会事業協会） 

特別養護老人ホーム けいあいの郷 影取 株式会社ＭＩＮＤ 

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) 株式会社トライアングル 

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） ベストパレス株式会社 

食事サービス泉「はな」（社会福祉法人たすけあい泉） 南富士株式会社 

横浜市就労訓練事業支援センターニュースレターをお送りします。 

今回は、新年度を迎えてのご挨拶と、昨年度（2020年度）の実績をお知らせします。 

 

2020年度の利用実績 

訓練申し込み総数 34件 

訓練実施件数 23件 

 非雇用型訓練からスタート 23件 

雇用型訓練からスタート 0件 

訓練利用によるステップアップ等の状況 

 非雇用型訓練から雇用型訓練へ移行 4件 

非雇用型訓練、雇用型訓練を経て、直接

雇用へ移行 
3件 

非雇用型訓練後、直接雇用に移行 3件 

 

未だコロナ禍の影響は色濃く、就労訓練の実

施には様々な制約がかかる状況が続いておりま

す。当センターでは、今後も利用者皆様の個別

性を大切に、一つ一つの就労訓練が有効なも

のとなるよう丁寧なサポートに努めて参ります。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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認定就労訓練認定事業所のご紹介  （2021年 5月末日現在  78事業所） 
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2020年度の就労訓練利用実績 詳細について                  2020年度の就労訓練終了時 事業所アンケート結果 
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訓練者と事業所の

マッチング

•各区役所、支援者様と連

携し訓練を希望する方の

事情や目的に応じて訓練

先事業所を提案し、マッ

チングします

訓練期間中の

サポート

•訓練期間中の様子を把握

し有効な訓練となるよう

調整を行います

事業所向け相談

•どのような訓練を組み立

てていくかのご相談や、

訓練実施に必要な手続き

などお手伝いします

〈実施者について〉 

訓練申し込み総数 34 件のうち、実施者は 23 件でした。申込者の内訳は、男性 17 名、女性 6 名で、昨年度と同

様に男性が全体の 70％を占めました。年代別で見ると、20 歳代から 70 歳代まで幅広い年齢層からの利用があり、

50歳代の利用が一番多い結果になりました。 

〈訓練実施について〉 

実施職種では、清掃が 8件でもっとも多く、次に介護周辺業務が 6件、軽作業が 5件でした。事務職や園芸補助

業務で実施した訓練もあり、幅広い職種で実施することができました。受け入れ事業所の決定ポイントは、「職種」が

48％と最も多く、次に「業務内容（レベル）」「距離」「空き状況」の順でした。新型コロナウイルス感染症の影響により、

半数近くの認定事業所が受け入れ停止となりましたが、訓練の目的や利用者の希望、業務内容レベルに副った内

容の訓練を実施することができたのではないかと思います。 

横浜市就労訓練事業支援センターの３つの機能 

2020年度より、就労訓練の効果向上や運

営の最適化を継続的に図るために、訓練終了

時にアンケートを実施し、認定事業所の皆様

から就労訓練受け入れに関してのご意見やご

感想をいただきました。 

就労訓練を受け入れる目的や期待する効

果では、「社会貢献活動」や「地域貢献」が多

く、次に「人材不足の補填」、「社員・スタッフの

人材育成」でした。「その他」の内容は、「本人

の生きがいややりがいの提供」、「居場所の提

供」でした。 

実際に訓練を受け入れた後の効果では、

「社員・スタッフの人材育成」が増加し、就労訓

練は、訓練利用者のみならず、社員・スタッフ

の方々へも良い影響をもたらすことがわかりま

した。しかしながら、訓練の受け入れに際し、

受け入れ事業所は訓練のために人手を割か

なければならず、そのご負担は大きいと推察

いたします。就労訓練事業支援センターで

は、引き続き、訓練受け入れ先事業所のサポ

ートにも努めて参る所存です。 
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