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11  の 収穫 学生時代と現在の、仕事を通じて変わったことを中心に話をお伺いした。
この業界で働くスタッフ11人のそれぞれの考え方や行動は、障害福祉業界
のみならず、すべての業界での仕事のヒントとなる内容ではないだろうか。
すべての働く人、就職活動中の人必見。これからの仕事の参考にどうぞ !

学生時代との変化。仕事を通じて学んだことは？
入社５年目以内。横須賀市の障害福祉業界で働く 11人にインタビューは た ら く

社会福祉法人みなと舎
ライフゆう

横須賀市湘南国際村1-4-6
☎046-856-6833

みなと舎　検索

医療型障害児者入所施設・
療養介護事業ほか

社会福祉法人みなと舎

藤井大夢4年目

学生
時代

中学生の時に始めた柔道を７年間続ける。卒業後もOBと
して部活動に顔を出す。コンビニでアルバイトも経験。

楽しいだけじゃないのが仕事
　就職活動中に学校の先生に紹介され、（その後働くことになっ

た）施設見学に訪れた。もともと障害福祉とあまり関わりのな

い人生。暗いイメージを持っていた。しかし施設見学時に障害

福祉へのイメージが一新し就職を決めた。メンバーさん（施設

利用者）やスタッフが活き活きと明るく楽しそうだった。

　仕事として始めると、楽しいだけではない事がわかった。責

任ある仕事で、忙しい場面でも雑な作業はメンバーさんや他の

スタッフにも迷惑がかかる。メンバーさんに意思や心が通じる

と嬉しいしやりがいにもなる。

山田敬太3年目

社会福祉法人清光会
清光ホーム

横須賀市武1-1977
☎046-858-1940

清光会　横須賀　検索

学生
時代

バイクで遠くまでツーリング。ピザの宅配のアルバイトや、
障害福祉施設でのアルバイトも経験。

我慢を登りきると頂上に何かがあった
　働く前の障害福祉の仕事のイメージは、桜でも見ながら何だか

楽しそうな所というイメージ。もともと人との関わりが好きで、

明るい性格を活かせると思って就職。

　働き始めると、大変な事がいっぱいあった。障害当事者の生活

支援や、スタッフや当事者との人間関係の構築。我慢することも

多かった。学生時代と比べ、自分自身の喜怒哀楽のメリハリがう

まくなった気がする。いつの頃からか、仕事を楽しめるようにもなっ

た。車椅子の当事者とスタッフで富士登山にも挑戦した。ホノル

ルマラソンに出る夢もある。当事者の目標を実現させていく。

障害者支援施設

社会福祉法人　海風会
いちばん星

横須賀市太田和4-2213
☎046-858-1307

海風会　検索

施設入所支援

社会福祉法人　海風会

佐藤麻衣5年目

学生
時代

軽音楽のサークル活動ではキーボードを担当。
ライブに行くことも好きだった。レジ打ちのアルバイトも経験。

大変だけどおもしろいのが責任
　学生時代に、知的デイサービスのアルバイトがきっかけで障害福

祉の業界に就職を決意。他のアルバイトと比べて充実感を感じた。

児童が手を引いてくれたのが嬉しかった。走り回る児童相手に大変

だったが楽しかった。

　就職後は、責任が大きくなったことを感じた。障害当事者との親

密な関係。時間も長く生活に深く関わる仕事。当事者が不安定になっ

た時の対応は今でもハラハラする。予想外の面白い出来事も起こる。

当事者のニコリは嬉しい。当事者に励まされる事もある。仕事をし

て身に付いたのは物事を突き詰める事。当事者との関係もより深く。

春木奈那子2年目

社会福祉法人
湘南アフタケア協会

横須賀市吉倉町 105
☎046-822-2824

湘南アフタケア協会   検索

重度神奈川後保護施設・施設入所支援
生活介護を中心とした障害者支援施設

学生
時代

農業活動のサークル。野菜を育てて栽培したものを調理して
食べる。食べ物の好き嫌いも克服できた。

美味しい献立はコミュニケーションから
　現在、管理栄養士として勤務。福祉で働くきっかけは学生時代

の実習。食べるのに工夫が必要な人もいる事を知った。食べる喜

びを伝えたいと就職。

　管理栄養士として、初めて献立を考えた時の事が印象深い。細

かく刻んだり、見た目をキレイにしたり、美味しく感じてもらう

工夫をした。美味しいの笑顔が嬉しかった。施設では障害当事者

の方と、積極的にコミュニケーションをとるようにしている。学

生時代に会ったことがない方々。学校では勉強してこなかった障

害のことをもっと理解したい。それを献立にも活かしていきたい。

田中聡4年目

社会福祉法人清光会
清光園 希望のひかり

横須賀市武1-2074-2
☎046-857-1367

清光会　横須賀　検索

学生
時代

学校のサークル活動で、３ピースバンドのベースとして活動。
福祉系の４年制大学で介護福祉専攻。

成長を支える事で成長する
　学生時代の障害児支援員のアルバイトがきっかけで就職。も

ともとは、子供が苦手で人見知りの性格だったが、純粋な児童

達と出会い、成長を見届けたいと就職する。

　就職後は、ただ楽しかったアルバイトとは違い、自分の欠点

があぶり出された。児童の成長を支える責任ある仕事で、欠点

は改善して行かなくてはならない。児童達にも、個々の目標設

定があり、どう達成するのか計画を練る。他には、児童が楽し

むためのイベントも企画。イベントは自分も一緒に楽しむ。責

任ある仕事の中で、自分の成長と児童の成長が重なっている。

放課後等デイサービス

社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷
こっとんはうす

横須賀市池上4-1-10
☎046-852-8355

社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷

東川奏5年目

学生
時代

サッカーやスノーボードなどのスポーツやサークル活動。
大学は長野県でスノーボートに最適の環境。

相手の事を考えると新しい価値観に出会う
　コンビニの店長時代、夜中お店に障害当事者のお客が２～３時間

滞在していた。何でお店にいるのか、何を考えているのか分からな

かった。不思議だった。知りたい。新しい価値観に出会いたいと転

職を決めた。

　支援の仕事は初めてで、当事者に伝える事の難しさがあった。工

夫したのは、一つ一つ丁寧に伝える事。他のスタッフとも意見交換。

別の視点や捉え方が参考になる。新しいアイデアの支援が受け容れ

られ、当事者がステップアップする場面は充実感が満ちる。当事者

一人一人それぞれが、違う価値観を経験させてくれている。たんぽぽの郷　検索

グループホーム

社会福祉法人三育福祉会
シャローム浦上台

横須賀市浦上台1-11-1
☎046-841-0319

シャローム浦上台　検索

障害者支援施設

社会福祉法人三育福祉会

石渡明日香2年目

学生
時代

コンビニ、居酒屋、カラオケ、飲食店…
いろんな経験をするため、様々なアルバイトに勤しむ。

悩んで悩んで陽はまた昇る
　障害当事者と一緒に生活する保育園に通う。働く前から障害

福祉が日常にある環境で幼少期を過ごす。障害福祉の業界に就

職を決めたのは、学生時代の実習がきっかけ。障害当事者が自

由に過ごしている雰囲気に引かれて、実習先の施設に就職。

　就職後はハプニングの毎日。戸惑う日々。当事者の方との関

わり方は、まだまだ模索中。実習の時には、分からなかった当

事者の一面も見えてきた。出会ったことのない価値観を知れた

り、悩みを打ち明けてくれたりもした。忙しい中少しずつ、当

事者との距離が縮まっていく。

社会福祉法人清和会
三浦しらとり園

横須賀市長沢4-13-1
☎046-848-5255

三浦しらとり園　検索

障害児入所施設
障害者支援施設

社会福祉法人清和会

星野碧3年目

学生
時代

とにかく身体を動かすことが好きでテニスやフットサルなど
スポーツ全般が趣味。八景島でのアルバイトも経験。

分からないから、もっと知りたいと思う
　学生時代に障害施設での実習で、今まで知らなかった障害当事

者の日常を知り、福祉の仕事のイメージが変わった。生活支援を

全てこちらが行うのではなく、出来るようになる過程を支援する

ことだと知り、もっと知りたいと思い就職を決めた。

　就職後も障害をもつ子供達が何を訴えてきているのか、言葉や

表情、態度からも分からない時がある。事務仕事も抱えて忙しい。

そんな毎日でも、子供たちと何気ない時間を、穏やかな日常を過

ごしている時が好き。自分の支援が正しいのか自問自答しながら、

今日も子供たちの成長を見守る。

関根龍介3年目

社会福祉法人よこすか黎明会
横須賀ヘーメット

横須賀市長井1-14-1
☎046-855-5951

横須賀ヘーメット   検索

知的障害者支援施設

学生
時代

スポーツやバイクに熱中。学校行事で保護者向けに学校生活
を紹介するムービーを制作。ムービー制作にハマる。

仕事の工夫に“やりがい”と“難しさ”
　保育科での学生時代、保育園と障害福祉施設の両方で実習を経験。

障害福祉施設での実習で、障害のある方との意思疎通、コミュニケー

ションを初めて体験した。実習時の先輩スタッフが頼もしかった

のも印象的だった。

　就職した後は、障害当事者の事が、実習時よりも理解できるよ

うになった。一人一人個性があり、良い面も悪い面も見えてくる。

ただ一緒に楽しんでいた実習時とは違い、性格も考慮した支援が

必要だと気付いた。支援の方法を工夫することは、やりがいでも

あるが、やはりうまくいかない場合もあるので大変さも感じている。

社会福祉法人清和会
三浦しらとり園

横須賀市長沢4-13-1
☎046-848-5255

三浦しらとり園　検索

障害児入所施設
障害者支援施設

社会福祉法人清和会

舛方今日平5年目

学生
時代

吹奏楽部、軽音楽、アカペラサークルなど音楽のある学生時代。
現在の施設イベントでもトランペットを披露。

付かず離れずが笑顔の術
　学生時代にサークル活動の一環で、障害者施設に訪問。障害福

祉の印象は、あたたかい雰囲気の中でスタッフが障害当事者と寄

り沿っているイメージが強かった。

　就職後、当事者との距離感が近すぎても良くないと感じる様に

なった。当事者が楽しい事や、やりたい事をやり続けて、距離感

も近いままだと、情緒不安定になってしまう事がある。楽しむだ

けではなく、休む場面など生活のリズムを整えてあげる事も大切。

適切な距離感を掴むことが私の今後の課題。趣味の音楽もコミュ

ニケーションの武器にして、仕事の幅を広げていきたい。

社会福祉法人　海風会
サポートセンターかいふう

横須賀市馬堀2-17-33
☎046-835-1362

海風会　検索

社会福祉法人　海風会

寺澤朋恵1年目

学生
時代

福祉系の大学。居酒屋や展示場のアルバイトも経験。
音楽好きで、ライブを見に行くのも好きだった。

家庭と仕事の切り替え。失敗も切り替え。
　大学卒業後、障害福祉施設に５年間勤務。その後職を離れ、出産・

子育てで10年間専業主婦に。現在、障害福祉の仕事に復帰１年目。

　10年間ブランクはあったが、家庭から外に出た今は人と関わ

る事が楽しい。言葉がなくてもコミュニケーションが取れた時や、

障害当事者に自分の存在を覚えてもらうと嬉しい。障害福祉の仕

事は、人と人との関わり。意思疎通が難しいと感じる事やハプニ

ングがあっても、後ろを向かない性格のおかげか、切り替えが早

く出来ている。ようやく家庭と仕事の両立も落ち着いて気持ちに

もゆとりができた。

生活介護センター

よこすか障害福祉Cafe2017秋
10月21日㈯
　ここに掲載の11人が働く障害福祉業界。業界

の雰囲気を感じられるイベントとなっているの

で、「業界を知りたい」「働きたい方」はぜひ参

加してみては。障害福祉業界のエネルギーに刺

激を受けるはず。神奈川県立保健福祉大学にて。

人が働く障害福祉業界。業界

の雰囲気を感じられるイベントとなっているの

で、「業界を知りたい」「働きたい方」はぜひ参

加してみては。障害福祉業界のエネルギーに刺

激を受けるはず。神奈川県立保健福祉大学にて。

詳細は表紙を参照

全ての業界で働く人、これから仕事を探す人へよ こ す か 障 害 福 祉 特 集

【よこすか障害福祉 Cafe2017 秋　協賛企業】　※順不同、敬称略

障害児（者）福祉が地域と一緒に向上していくことを目的に開催している「よこすか障害福祉 CAFE」。今回で６
回目となる同イベント。障害福祉業界の啓発活動や人材育成などを通して、障害福祉業界全体が熱気を帯び始
めている。障害福祉業界からスタートし横須賀市全体を盛り上げていくには、企業・団体の支えが必要不可欠。

共生社会の実現に賛同し協賛されている企業の皆様をご紹介
横須賀北ロータリークラブ／常磐電機株式会社／社会福祉法人湘南福祉協会 総合病院 湘南病院／かながわ信用金庫粟田支店支店長 菱谷勇喜／湘南信用金庫長沢支店／有限会社 山仙商店／
日本瓦斯株式会社／ 株式会社和光商会／株式会社 鶴若防災／株式会社安江設計研究所／株式会社ジャストオートリーシング／株式会社べネフィックス／地球堂商事株式会社／
大成建設株式会社横浜支店／タカノ株式会社／堀建設株式会社 取締役社長 堀秀一／株式会社イワサワ／ベストフードサービス株式会社／株式会社ハンドベル・ケア横浜営業所／
株式会社ニチダン 東京本部 神奈川営業所／株式会社M.M.S ／ ㈱エスシープランニング ／セレモニーサポート・オンリーワン協同組合／日洋物産 株式会社／ 桜電設工業株式会社／
KAZ 設計一級建築士事務所 ／㈲ 林土木工業／ナーシングケア社会保険労務士事務所／株式会社斎藤工務店／ 有限会社湘南義肢研究所


