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11月8日㈰開催の「よこすか障

害福祉 cafe2015 秋」では、今

回求人募集している施設がイ

ベントに登場! 詳しくは表紙を

チェック!

よこすか障害福祉
cafe2015 秋

～求職マッチングフェ
ア～ 主催：横須賀市障

害関係施設協議会

後援：横須賀市
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社会福祉法人 ゆう　横須賀市芦名 2-8-17
ライフゆう　横須賀市湘南国際村 1-4-6みなと舎 ☎046-855-3911

開　業 /1993 年
従業員 /180 人
男女比 /1：8

｢どんなに障害の重い方たち
にも地域生活を｣実現するた
めに誕生した施設。スタッフ
は｢本人中心支援｣を大切にし、
利用者の方の一生涯を通じて
寄りそっていく｢人生支援｣の
サービスを提供している。

メッセージ
私たちの人生に、私たちが与えるより、もっともっと大きな人生価値を私たちに与えてくれるメンバーさん（利用者さん）が待っています。ぜひ一度みなと舎の扉を叩いてみてください。

はまかぜライターの仕事案内

医師・看護師・支援スタッフ・ヘル
パーなど様々な職種のスタッフが協
力し、また利用者さんのご家族・地
域の方々と手を取り合い、一つの
チームとして利用者さんの暮らしを
支えている。食事・排泄・入浴といっ
た生活の基本から、健康管理、社会
生活の提案まで、利用者さん一人ひ
とりの人生を豊かにするのが仕事と
なる。家庭の中にいるような雰囲気
の施設内では、制服はなく私服・靴
下履きで仕事をしている。

詳しくは みなと舎 検索

［仕事内容］知的障害児・者の生活支援全般。三
交替による変則勤務。週休二日（勤務表による）

［資格、待遇、福利厚生］資格：介護系
の資格はなくても可。車・バイク通勤可

［キャリアアップ］新規採用職員への基礎、
専門研修など内部研修に加え、外部の研修に
も積極的に参加でき、職員一人ひとりのスキ
ルアップを図っています。また、働きながら
社会福祉士、保育士などの様々な資格を取得
している職員も数多くいます。

［求める人材像］人と接することが好きで、
健康で明るく前向きな方

［その他］「社会福祉法人 清和会」のホー
ムページ参照。

社会福祉法人
清和会

横須賀市
長沢 4-13-1三浦しらとり園 ☎046-848-5255

開　業 /1963 年
従業員 /正社員 142人 /パート 9人
平均年齢/34.4 歳
男女比 /5：5

京急長沢駅より徒歩１０分、海・
山に囲まれた自然豊かな環境に
立地。体育館、プール、グラウン
ドなど、充実した設備と、診療所
を併設。知的障害児・者の方々
が生活し、｢しらとり祭｣など地
域交流行事も多数開催。

児童指導員、山内悠加さん「日々の生活や行事を通して子どもたちと笑い合い、時には真剣に向き合いながら支援を行っています。専門的ケアの必要な子どもたちの成長に喜びを感じると共に、私自身も人として成長させて頂いています。」
詳しくは 社会福祉法人清和会 検索

［募集職種］生活支援員（介護業務）

［仕事内容］利用者個々の障害に応じた日
常生活場面（食事、入浴、排泄など）での支援。
個々の障害や適正に応じたリハビリテー
ションや園芸や軽作業、陶芸、手芸、パソ
コンなどの日中活動を行いながらそれぞれ
が自立した生活が過ごせるよう支援します。

［資格、福利厚生］資格：介護職員初任者
研修終了、福利厚生：職員互助会

［キャリアアップ］職場内研修・キャリア
パス対応生涯研修等、各種研修の充実

［求める人材像］個々が抱える障害や生き
づらさを理解し、思いやりの心を持って利
用者と向き合える職員

社会福祉法人 横須賀市
吉倉町1-105湘南アフタケア協会 ☎046-822-2824

開　業 /1950 年
従業員 /正社員 33人 /パート 46人
平均年齢/55 歳
男女比 /1：2

施設の屋上からは東京湾を望
み、施設内には利用者が育てる
花々や無農薬野菜が栽培され
癒される。病気や事故の後遺症
を持つ方や生まれつき身体に
障害のある方が利用する入所
施設。

メッセージ
病気や事故によって身体に障害を持つ人たちが生活しています。日々まごころを持って支援とサービスにつとめています。あなたのやさしさを人のために活かしてみませんか。

社会福祉法人
横須賀たんぽぽの郷

横須賀市西浦賀
3－13－21わたげ ☎046-844-0038

開　業 /1996年
従業員 /常勤 12 人 /非常勤 12 人
男女比 /3：5　　　　 （法人全体）

緑豊かなハイキングコースの
路をたどると、静かにたたずむ
同施設。成人期の自閉症を伴う
方々が利用する通所施設。利用
者が地域社会の中で豊かに生
活が出来るよう環境を整え、自
律して活動することをサポー
トしている。

はまかぜライターの仕事案内

支援職員は施設内外で、利用者の方
がより自律して活動が出来るように、
環境を整えることが仕事。受注作業
や、外部での清掃活動、製造作業から、
家事・おやつ作りまで、利用者のや
りたいことをサポートする。利用者
本人やご家族の想いに寄り添う事が
仕事で「細やかな気遣い」や「相手の
話を丁寧に聞く」ことが大切である。
利用者が取組んだことが苦戦しなが
らも上手くできたとき、職員はやり
がいや喜びを感じる。

メッセージ
職場の雰囲気は明るく、スタッフ間も気さくに話の出来る関係です。仕事をするにあたり｢どうすれば相手を理解できるか｣｢どうすれば伝わるか｣といったことを念頭に支援をしています。その考え方や視点は仕事に限らず私生活にも大いに役立っています。

社会福祉法人
なないろ

横須賀市大津町 2-19-7
（ほっとピア内）ほっと・ホット ☎046-837-5583

開　業 /2011 年
従業員 /正社員 20人 / パート60 人
平均年齢 /45 歳
男女比 /1：3    　　　 （法人全体）

京急大津駅から歩いて５分。静
かな住宅街の中で、知的に障害
のある方６名が暮らしている施
設。｢自分の生活スタイルは自分
で決める｣を合言葉に利用者さ
んとスタッフが一緒に“その人
らしい暮らし”を築いている。

メッセージ
家庭での生活に近いアットホームな職場です。小規模なので、利用者さんの希望に応えやすく、またスタッフ一人の役割も大きいです。まずは、見学に来て職場の雰囲気を体感してください。

［募集職種］グループホーム生活支援員

［仕事内容］日中は、障害者作業所等で働き、
夕方からは、「ほっと・ホット」に戻って、
仲間とともに、ほっとできる時間をすごし
て、ゆったりと暮らす。そんな暮らしを本
人の思いを大切にして支え、必要な生活上
の支援を行うのが、スタッフの仕事です。

［資格、待遇、福利厚生］資格：介護福祉士、
初任者研修終了（旧ヘルパー 2 級）、資格が
なくても資格取得制度有。

［求める人材像］利用者さんを一人の人と
して尊重して、対等な関係で謙虚に関われ
る方。利用者さんがその年齢にふさわしい
市民としての生活が保護されるように、共
に考え、共に行動して、一緒に歩んでいた
だける方。

社会福祉法人
清光会 横須賀市武 1-2074-2清光園 ☎046-857-1367

深呼吸したくなるような緑に囲
まれた清光園は4形態。
障がい児・者１日90名ほどが利用。 職業指導員の小杉りえさんからのメッセージ。

利用者さんと一緒に、利用者さんが出来る事を考えていく仕事です。未経験でこの職場に飛び込んできましたが、利用者さんの底なしのやさしさに触れて、楽しい時間が仕事になっています！

はまかぜライターの仕事案内
４形態の仕事案内。
形態によって仕事もそれぞれ！
アットホームな雰囲気の中にも仕事に対する向
上心は、それぞれ高く活気のある職場。スタッ
フ同士が協力し、楽しい時間を実現していくと
ころが、この仕事のおもしろさとなっている。
①利用者さんの就労支援。おいしいパンをたく
さん作って、利用者さんの夢の後押しをする。
②「まごころの」のお洗濯を目指します。利用
者さんが自分の仕事に喜びを感じられるサポー
トをする。
③児童の放課後を笑いでいっぱいにする仕事！
子供たちが楽しめる遊びを企画、実践する。
④障害児、者の方々へ｢おもてなし｣を提供する
仕事。施設というより、ちょっとしたホテル気
分になれる演出している。

①元気パンconeru
くつろぎカフェでパンやコーヒーの販売！

②せんたく屋
洗濯の仕事で、大型布団もふわふわに！

③希望のひかり
小学校から高校生まで、放課後の余暇を提供。

④PEACE  COLOR
短期入所施設で、非日常のおもてなし！

［募集職種］デイサービスパート職員（週
3～5日）※土日休み

［仕事内容］食事、入浴、などの支援、介助
の他、レクリエーション活動や健康チェッ
クも実施。個別支援計画に基づき、本人のス
トレングスに注目した支援を実施している

［資格、待遇、福利厚生］初任者研修　
スキルアップシステム制度有り

［キャリアアップ］パート勤務でも、各種
資格取得や能力に応じて正職員への登用あり
資格を取りたい方のサポートもします

［求める人材像］明るく前向きな方、人と
接することが好きな方。無資格・未経験者
歓迎。地元で働きたい方大歓迎！

社会福祉法人
三育福祉会

横須賀市
浦上台 1-11-1シャローム浦上台 ☎046-841-0319

駅から徒歩圏内で、海と山に
囲まれた自然豊かな高台の好
立地。身体に障害を持ち在宅
で生活されている方が利用す
る通所施設。生活の自立を促
進し、機能回復をはかるなど
のためのサービスを提供して
いる。日中活動の支援だけで
なく、初詣、日帰り旅行など、
毎週様々な日中活動が企画さ
れている。

メッセージ
毎日笑い声があふれる楽しい職場です。利用者の皆様に楽しんで頂き、スタッフも一緒に楽しむ事が仕事です。土日が休みで小さなお子様のいる方でも働きやすい環境作りに努めています。

［募集職種］生活支援員
［仕事内容］知的障害者の生活支援全般（創
造活動、食事、入浴、移動、排泄等の支援）
及び夜勤業務。本人の意向に沿った生活、
人生を豊かにするレクリエーション、希望
の行先への外出などを支援します。

［資格］不問。未経験の方でも人権擁護研
修など、研修制度が整っており、安心して
活躍出来ます。　

［キャリアアップ］公務自社研修制度あり
資格取得奨励制度あり（資格取得の為の勤務
時間優遇や、資格取得費用の補助など）　
自己研修制度

［その他］ソフトボール同好会あり。一事
業所なので転勤なし。

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

開　業 /2001 年
従業員 /正社員 30人 /パート 15人
平均年齢 /28 歳
男女比 /1：3

海が近く畑に囲まれ自然豊か
な環境に位置する。施設利用
者は、自閉傾向、ダウン症、
重複障害をお持ちの成人の方
40名。利用者一人ひとりの
希望や個性に応じたサービス
を提供している。

支援員　佐藤幸恵さんからのメッセージ。
　若い人が多く活気のある職場で、和気あいあいと仕事をしています。利用者さんとの関わりの中で日々新しい発見があり、一緒に笑って過ごしている時に仕事の喜びを感じます。

詳しくは 横須賀ヘーメット 検索

社会福祉法人
誠心会

横須賀市久里浜 6-1
横須賀市衣笠栄町１-27-３茜洋舎 ☎046-834-0957

開　業 /1982 年
従業員 /正社員 15人 /パート 11人
平均年齢 /38歳（常勤）/43 歳（非常勤）
男女比 /1：2

久里浜駅から徒歩圏内と、バス停
も目の前で交通至便。身体・知的・
精神に障害のある方々が利用する
通所施設。施設の行事や、自治会の
行事なども行われ、｢みんないっし
ょ｣という理念のもと障害種別に
とらわれない活動をしている。

生活支援員　檜山真理子さんからのメッセージ。久里浜の｢茜洋舎｣衣笠の｢働く家しらかば｣では、自主製品の販売もしています。布巾やストラップに、売れ筋はらっきょの漬物です。利用者さんと共に毎日楽しい日々を過ごしています。

はまかぜライターの仕事案内

大きな歌声が響き渡る賑やかな施設
内では、スタッフも利用者も大きな
口をあけて歌の時間を楽しんでいる。
生活支援員の仕事は、利用者さんの
日常生活の介助。利用者さんに日常
を楽しく過ごしてもらう事を心掛け
る。利用者さんの個性は十人十色で、
支援の仕方も一つではなく、利用者
さん目線で物事をとらえていくこと
が大切だ。楽しんでいる表情は仕事
のやりがいにもなっている。

［募集職種］生活支援員、相談員

［仕事内容］利用者さんの 1 日を通した食
事、トイレ、入浴を中心とした総合的な支援、
相談員は内部、外部問わず、お困りの方の
相談を受けサービスに繋げます。

［資格、待遇、福利厚生］育児休暇、介
護休暇、駐車場完備、私服勤務可

［キャリアアップ］資格取得、利用者さん
への支援内容により年数問わず、正規雇用あ
り、スクーリング等勤務として通学

［求める人材像］コミュニケーションを積
極的にとれる方、利用者の為に多くの提案
ができる方

［その他］資格や同職種の経験も大切です
が、一番は利用者の人生の可能性を広げる
「個性」と考えています。

社会福祉法人
清光会

横須賀市
武 1-1977清光ホーム ☎046-858-1940

開　業 /1995 年
従業員 /正社員 29人 /パート 10人
平均年齢 /35 歳
男女比 /4：6

緑に囲まれ、四季を感じやす
い自然豊かな環境。主に知的
障害をお持ちの方（平均 63
歳）が暮らす入所施設。北海道
や沖縄旅行など思い出に残る
ような余暇活動を企画・実施
している。

生活支援員　西出由美子さんからのメッセージ。上下関係の風通しがよく、気軽に意見の言える雰囲気です。利用者さんとの思い出の共有は、やりがいにもなります。楽しむための工夫もまたこの仕事のおもしろさでもあります。

社会福祉法人 横須賀市
馬堀町 2-17-33海 風 会 ☎046-835-1362

開　業 /1958 年
従業員 /正社員75人/パート140人
平均年齢/42 歳
男女比 /3：7　　　　　（法人全体）

横須賀市内で歴史のある
施設。入所・通所系施設、
児童発達支援、在宅障害者
に対する相談およびヘル
パー等福祉サービス事業
を広範に行っている。

［募集職種］①生活支援員　②グループホー
ム世話人　③ヘルパー

［仕事内容］
①通所・入所利用者さんの生活支援
②グループホーム利用者さんの生活支援
③在宅障害者の身体介護、家事支援および
　ガイドヘルプ

［資格、福利厚生］③ヘルパー２級以上　
①②③介護福祉士・ヘルパー資格　尚可

［キャリアアップ］職場内外の研修で、未
経験者でも活躍出来ます。資格取得もサポー
トします。

［求める人材像］人との触れ合いを大切に
出来る方　利用者さんと一緒に楽しめる方

メッセージ
利用者さんとの関わりが楽しい仕事で、利用者さんの笑顔は、仕事のやりがいにもなっています。お互いを刺激し、高めあえるスタッフが多く、新しい発見が多い職場です。

求人特集

障害福祉のフィールドで働く
横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。

京急久里浜京急久里浜

横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。横須賀市障害関係施設協議会に加盟する施設の求人特集です。
仕事は出会い…　仕事は発見…　仕事は成長…　仕事は仲間…　仕事は楽しい…

障害福祉の仕事

はまかぜライターが行く！ 障害福祉施設の職場案内！
はまかぜライターが各施設を訪問しました。

施設の雰囲気や事業内容、仕事の取り組みや募集の詳細などを
はまかぜライター目線からお伝えします !

　市内の障害児者が利用している施設、17の社会
福祉法人が加盟している団体。平成15年に発足し
て以来、それぞれの施設が連携し、共通課題につ
いて研究・協議などを行い、行政との情報交換、提
案など、地域福祉の推進を図ることを目的に活動
しています。
　障害者施設は、大まかに身体障害、知的障害、
精神障害を持つ児童や成人の方々が利用する施設
に分けられています。自宅から通う通所や、そこで
暮らす入所。また、
身体介護や生活支援
を受ける、作業を行
い就労を目指すなど
様々な目的によって
利用されています。

横須賀市障害関係施設協議会とは


