
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援センターでは、訓練の目的、受け入れ事業所の要件、本人の課題や強み等を踏まえて、利用者の方と

事業所の皆様の利用調整を実施しています。また、最初の相談段階等では把握できなかった本人の強みなど

が、訓練を通じて明らかになることもあります。 

今号では、自信を失っている状態から、非雇用型の就労訓練事業を約半年間利用し、現在は、自分の強みを生

かし、自分にあったペースで働いている方をご紹介します。 

 

就労訓練を利用して… 
 

►►再就職活動中の思い～就労訓練を利用するまで 

 

A さん（当時 57歳）は、約 30年間正社員で働いていま

したが、職場環境の激変とパワハラをきっかけに体調を

崩してしまい、定年前に退職されました。 

体調が落ち着き、教員免許や、ホームヘルパーの資格、

IT情報処理関係や心理学検定の資格などを生かそうと、

学童保育や簡単な情報処理に関わる仕事に応募します

が、不採用が続きました。 

再就職活動が 2年を過ぎたころ、ハローワークから、区

の生活支援課を紹介され、就労訓練事業を利用すること

になりました。 

就労訓練事業を利用するまでは「就職を断られる度に、

自分には能力がないのではないか、と自信を失っていき

ました。話す人もハローワークの人だけになり、孤独な時

間も長くなるにつれ、自分は世の中にいらない人間では

ないかとすら思うようになっていた」そうです。 

 

►►色々な訓練職種のある認定 NPO法人横浜移動サ

ービス協議会で就労訓練 

 

そのような思いの中、区の担当者からの提案を受け

て、「自分が誰かの役に立てるかもしれない」と就労

訓練を利用することとなりました。 

支援センターでは、Aさんの訓練の目的（就活中に

失われた自信を取り戻し、社会の中の一員として誰か

の役に立つ経験ができること）、興味やスキルを生か

すことができること、また自宅からの交通の便等を考

慮して、横浜移動サービス協議会を訓練先としてコー

ディネートしました。この事業所では、知的障害のあ

る中高生たちを対象に勉強や PCを教えたり、文化施

設見学などの社会参加などを行う放課後等ディサー

ビス業務の補助や、事務補助が訓練職種となっていま

す。 

Aさんも、多様な訓練職種がある事業所を「面白そ

う」と興味が湧き、非雇用型訓練がスタートしました。 

 

►►訓練を始めたばかりの頃 

 

訓練を始めたばかりの頃は、例えば、両面コピーが

できたこと、FAXを一斉送信できたことなど、一つ一

つは些細なことでも、何かができることで「自分はま

だ大丈夫」と思え、何気ない世間話もとても嬉しかっ

たと言います。 

子どもたちのサポートは、思った以上に体力や目配

りが必要で、仕事の大変さを感じることもあったそう

ですが、週 3日 7ヶ月の非雇用型訓練に取り組みまし

た。 

訓練先の事業所から、Aさんの持っている力(幅広い

興味と IT情報処理の知識)を評価され、訓練終了後は、

有償ボランティアを始めました。1年半たった現在で

は非常勤スタッフとして雇用されています。 

興味・関心が向くと夢中になって仕事をやりすぎて

しまうこともあるため、周囲のセーブを受けながら、

現在は、PCの入力作業をメインに週 3日、自分のペー

スで働けているとのことでした。 
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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 

68 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） 子育て支援 南区 

69 株式会社アーク警備システム横浜支社 警備 神奈川区 

認定就労訓練事業所のご紹介  （２０１８年 12月 20日現在） 

68～69の事業所は、前号発行（2018年 9月 20日）以降に認定されました。 


