
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、昨年度（2017年度）の実績と今年度の新たな取組についてお知らせします。 

 

モデル３区で生活保護利用者も対象に～就労訓練を通じて社会につながる～ 
 
生活困窮者自立支援制度は、生活保護利用の手前

で、必要なサービスや社会資源につなげていくことを

目的としており、制度に基づく事業として、就労訓練事

業を実施してきました。 

訓練事業者数が増加してきたことや、生活保護利用

者においても中間的就労等のニーズが増してきたこと

を踏まえ、試行的に 2018年 7月から、緑区、磯子区、

神奈川区の 3区で、就労訓練事業の対象者を生活保

護利用者にも広げました。 

生活保護利用者のモデル事業がスタートし、改めて

感じることは、就労訓練事業は、「持っている力を発揮

していけるようになるにはどうしたらよいか」をご本人を

中心に、支援者や事業者がみんなで試行錯誤していく

プロセスであると同時に、そのこと自体がご本人が元

気を取り戻していくプロセスでもあるということです。 

単身で、生活の中で人との接点があまりなく、孤立し

た状態が長く続いていた方が、就労訓練を通じて、

様々な人との関わりが生まれ、変化していく様子が伺

えます。 

その人なりの就労に向けた一歩として、また人と人

のつながりを回復するきっかけとして、もっと就労訓練

の利用が広がるよう、支援センターとしても工夫を重ね

ていきたいと思います。 

 

 

 

 
 

2017年度の利用実績 

 
横浜市の 2017 年度の生活困窮者自立支援制度に

おける就労支援件数（全 18区生活支援課利用）は、

1153件で、そのうち 2017 年度に申し込みがあり、

2017 年度内に実施された就労訓練事業は 23 件、

2016年度に申し込み 2017 年度実施した方を含める

と計 30件実施しました。 

 ステップアップの状況は、左図以外に訓練終了後、

一般の就職活動をして就職された方もいます。 

中には、持病などで 10年近く働いていなかった

方が、少しずつ通える日数を増やしていき、周囲と

も溶け込んで精神面も体調面も徐々に安定し、1年

後にはハローワークを利用して就労することがで

きました。区の担当者と共に、訓練先事業所の職員

の方々が、就職活動を励まし、支えてくださったと

いう背景もありました。 

また「周囲の理解を得て、配慮を受ければ働くことができるので、障害者雇用枠を利用するのがよいのでは」

との事業所からのフィードバックがあり、医療や福祉サービスにつながることができた方々もいます。 

就労訓練事業は、働きたいという希望を叶えていくために、一人ひとりに必要なサービスにつなげていくきっ

かけにもなっています。  
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NO 事業所名 訓練内容 所在地 

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） 周辺業務・介護 保土ヶ谷区 

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） 周辺業務・介護 神奈川区 

3 KYODOU株式会社 交通誘導等 港北区 

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) 一般事務等 中区 

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

6 共働舎（社会福祉法人開く会） 園芸補助等 泉区 

7 認定 NPO法人横浜移動サービス協議会 支援補助 中区 

8 港南台タウンカフェ（株式会社イータウン） 接客・周辺業務 港南区 

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） 事務補助等 磯子区 

10 中央浩生館（社会福祉法人横浜市社会事業協会） 支援員補助 南区 

11 旭ホーム（社会福祉法人漆原清和会） 介護 旭区 

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）  清掃等 青葉区 

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） 清掃・調理補助 青葉区 

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

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

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

17 ガイズカンパニー株式会社 外構・外壁等 港北区 

18 かわいの家（社会福祉法人奉優会） 清掃 旭区 

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） 清掃・周辺業務 栄区 

20 クロスハート金沢・横浜(社会福祉法人伸こう福祉会) 介護 金沢区 

21 グループホームあかり（有限会社優心会） 介護 緑区 

22 更生施設 民衆館（社会福祉法人 横浜愛隣会） 軽作業等 南区 

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

24 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ協会 配送・調理等 中区 

25 シンオー株式会社鳥浜第一工場 軽作業 金沢区 

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) 周辺業務 都筑区 

27 aigamo リハビリテーション二俣川 周辺業務・介護 旭区 

28 あいがもディサービス鶴ヶ峰 周辺業務・介護 旭区 

29 あいがもディサービス羽沢片倉町 周辺業務・介護 神奈川区 

30 五光発條株式会社 軽作業 瀬谷区 

31 株式会社ライフデザインセンター 事務補助 戸塚区 

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） 清掃 鶴見区 

33 株式会社メルヘン 接客 西区 

34 株式会社エムビーエス横浜支店 塗装 神奈川区 

35 株式会社タスクフォース 事務補助 港北区 

36 救護施設 清明の郷（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 清掃 南区 

37 有限会社横浜舗道 土木 都筑区 

38 特別養護老人ホームグリーンヒル泉・横浜 周辺業務・介護 泉区 

39 特別養護老人ホームけいあいの郷 緑園 周辺業務・介護 泉区 

40 特別養護老人ホームけいあいの郷 影取 周辺業務・介護 戸塚区 

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) 周辺業務 保土ヶ谷区 

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） 周辺業務 泉区 

43 食事サービス泉「はな」（NPO法人たすけあい泉） 調理補助 泉区 

44 就労継続支援Ｂ型施設 アイルビーワン 支援員補助 金沢区 

45 住宅型有料老人ホームくるみ（有限会社フルライフ） 周辺業務 港南区 

46 小規模多機能ホーム月見草（有限会社フルライフ） 周辺業務 戸塚区 

47 小規模多機能ホームすずらん（有限会社フルライフ） 周辺業務 泉区 

48 特別養護老人ホーム相生荘（社会福祉法人雄飛会） 周辺業務 泉区 

49 株式会社リンクファシリティーズ 駐車場管理 中区 

50 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） 清掃 西区 

51 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） 周辺業務 中区 

52 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） 清掃 中区 

53 永田地域ケアプラザ（社会福祉法人横浜社会福祉協会） 周辺業務 南区 

54 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） 周辺業務 中区 

55 株式会社コスモワークス 清掃 港北区（実習先） 

56 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) 周辺業務 港北区 

57 新横浜パークサイドホーム(社会福祉法人千里会) 周辺業務/IT作業 港北区 

58 第２新横浜パークサイドホーム(社会福祉法人千里会) 周辺業務/IT作業 港北区 

59 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） 事務補助/周辺業務 港南区 

60 特別養護老人ホーム和みの園（社会福祉法人 和みの会） 周辺業務・介護 戸塚区 

61 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） 周辺業務 鶴見区 

62 特別養護老人ホームしらゆり園 周辺業務 戸塚区 

63 特別養護老人ホーム天神ホーム 清掃/洗濯 南区 

64 株式会社水村建設 事務補助 旭区 

65 門倉工業株式会社 清掃 磯子区 

66 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） 周辺業務 中区 

67 デイサービス陽だまり（社会福祉法人たすけあいゆい） 周辺業務 磯子区 

認定就労訓練事業所のご紹介  （２０１８年 9月 20日現在） 

50～6７の事業所は、前号発行（2018年 1月 31日）以降に認定されました。 


