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社会福祉法人なないろ
トライ

横須賀市上町 2-2-12
☎046-821-3711

子供が好きで保育園での就
労を希望していたが、その
過程で障害施設での実習を
経験して、仕事に興味が湧
いた。実習で感じた事は、働
いている人が楽しそうだっ
たこと。もともと利用者さ
んと接する機会がなかった
ため、どう接していいかわ
からない不安はあったが、
仕事へのやりがいも感じ障
害福祉の道へ進んだ。

東京で３年間、障害福祉の仕
事に就き、結婚を機に退職。そ
して現在、再び障害福祉の仕
事を志望し、２か月になる。仕
事を始める前は、利用者さん
を「怖い」と思う事もあった。
利用者さんと関わっていく
と、行動には理由がある事が
理解出来るようになり、自然
と怖さもなくなった。利用者
さん、スタッフのみんなで食
べる昼食の時間は、楽しみの
一つ。

働く前　before 働いた後　after

生活支援員　勤続 2カ月

活動と労働の場としての
通所生活介護

畠山空さん

社会福祉法人海風会
サポートセンターかいふう

横須賀市馬堀町 2-17-33
☎046-835-1362

小学生の時、同級生に身体
不自由な友達がいた事も影
響してか、学生時代から福
祉の仕事に興味があった。
障害施設の実習では、仕事
として利用者さんの支援が
うまくできるか不安に思う
事もあったが、不安以上に
仕事の楽しさを感じた。そ
こで働く人は、優しさで利
用者さんを受け止める親切
な人が多いのだろうと想像
していた。

現在の仕事は、通所施設での
利用者支援、余暇や行事の計
画など。仕事を始めて、この
仕事に必要なのは優しさだけ
ではない事に気づかされた。
利用者さんへ言葉で通じない
時などには、想像力や柔軟な
発想での工夫が必要。また、
利用者さんとは正面から向き
合い、楽しいこと、大変なこ
とを一緒に乗り越えていくこ
とで信頼関係が築かれてい
く。

働く前　before 働いた後　after

生活支援員 係長　勤続 15 年

海風会　検索

入所・通所系施設、児童発達支援、
在宅障害者に対する相談など

奥村倫子さん

社会福祉法人みなと舎
ゆう

横須賀市芦名 2-8-17
☎046-855-3911

保健室の先生を目指してい 
たが、大学で受けた「障害児・
者の心理」という講義をきっ 
かけにこの仕事に興味を持 
つ。教育実習で、「障害者の方
の成長を間近で感じられる」
などの話を聞き、やりがいの
ある仕事という印象を持っ
た。施設見学で初めて重度障
害者の方と関わり、「自分には
できないのでは」と不安も生
まれたが、利用者さん中心の
支援に携わりたいと思った。

重度障害者の方々の食事や排
せつ入浴介助など、日中活動
の支援を行う。個性豊かな利
用者さん一人一人に合わせた
支援を考え、行う事に仕事の
難しさもある。
利用者さんに名前を覚えても
らったり、利用者さんの表情
の違いが分かったり、小さな
出来事にやりがいや喜びを感
じている。気が付くと声を出
して笑っている自分がいる。

働く前　before 働いた後　after

生活支援員　勤続 1 年

みなと舎　検索

生活介護事業

林 茉優さん

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

前職は４年間電気工事士と
して働く。以前より福祉業
界に興味があり、家族の介
護が必要となった時のため
に福祉の勉強をしたいと考
えていた。何より人と関わ
る仕事に就きたいという思
いが強く、この業界に転職。
世間でよく言われている
「キツイ」という印象があ
り、自分が知らない世界と
いう面でも不安はあった。

現在の仕事は、利用者さんの
生活全般の支援。何から何ま
でお世話するイメージがあっ
たが、出来る事はやってもら
い、お手伝いが仕事。「ありが
とう」と利用者さんに声を掛
けてもらったり、利用者さん
の為に何かしてあげられた
り、喜んでもらえた達成感は、
嬉しくやりがいにもなる。人
と関わる事の大切さを実感し
ている。

働く前　before 働いた後　after

介護支援員　勤続１年６カ月

シャローム浦上台　検索

障害者支援施設

松田結さん

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

学生時代は心理士を目指し
て大学院で学ぶ。ライフス
タイルに合わせて働けると
いう募集を見て、施設見学
へ。そこで初めて、施設利
用者である重症心身障害児
者の方々と触れ合う。「一
生懸命生きている」これが
第一印象。どう接していけ
ば良いのか不安はあった。
不安以上に新しい出会いに
興味がわき就職を決意。

仕事を始めて、今までの価値
観が一新された。日常の一つ
一つに意味があり、当たり前
で気付けなかった事に喜びを
感じるようになった。仕事は
入所利用者の日常生活のお手
伝い。利用者の方も十人十色
で、一人ひとりと向き合う
日々。利用者やスタッフ、い
ろいろな人に支えられ、ここ
でしか学べない貴重な経験を
し、充実した日常をおくって
いる。

働く前　before 働いた後　after

生活支援員　勤続２年

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

河西郁美さん

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

前職は蕎麦屋の２代目とし
て働く。将来家族に介護が
必要になった時の為に福祉
の勉強を始め資格を取得。
実際の現場で介護の経験を
し、技術を身に付けたいと
思い転職を決意する。身体
が大きく周りから好奇心の
目で見られるコンプレック
スを持つ自分には、障害者
の気持ちが理解できるので
はないかと思った。

現在の仕事は利用者さんの日
常生活の支援、相談、介護な
どを行う。経験ゼロからのス
タートで、介助の技術的な難
しさはあったが、丁寧に教え
て頂きながら、日々技術も向
上している。コンプレックス
だった身体の大きさも、利用
者さんが覚えてくれるきっか
けとなり、プラスに思えた。
利用者さんと話す事が楽し
く、この仕事に就いて良かっ
たと心から感じている。

働く前　before 働いた後　after

生活支援員　勤続８か月

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

川邉彰人さん

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

学生時代は幼児教育を学
ぶ。実習で知的障害者施設
に行き、福祉業界で働くこ
とに興味が湧いた。そこで
働く人や利用者さんが楽し
そうに見えた。障害者と接
する機会が少なく、知らな
い事ばかりだった未知の世
界に興味が湧いた。幼稚園
が女性の職場であるのに対
して、障害施設は男女共に
活躍している事が、福祉志
望の一つの要因となった。

利用者さんの生活サポートが
仕事。最初のころは、利用者
さんとのコミュニケーション
がうまくとれず、戸惑う事も
多かった。仕事に慣れてくる
と、相手の立場・何を考えて
いるのかを理解しようとする
大切さを痛感した。利用者さ
んと触れ合う事で、障害福祉
の印象は大きく変わった。仕
事を追求すればするほど、お
もしろさを感じるようになっ
た。

働く前　before 働いた後　after

生活支援員　勤続 6年

横須賀ヘーメット   検索

知的障害者支援施設

鮫嶋竜一さん

社会福祉法人清光会
清光園

横須賀市武 1-2074-2
☎046-857-1367

前職は販売員として17年間勤
務。転勤が多く勤務時間も不
規則だったため地元に密着し
た生活スタイルとプライベー
トの充実を求めて転職。障害
福祉に関しては子どもを通し
て身近なことと感じており興
味もあった。少しでも知識や
理解を深め、障害福祉に関
わっていけたらと条件も合っ
たので現職を志望する。もと
もと施設は知っていたが、活
動内容は分からなかった。

障害福祉に少しでも興味を持
ち関わりたいと感じていた。
施設や利用者さんに特別な思
いは抱かなかった。笑顔で接
することを目標に今後も忘れ
ずに心掛けて行きたい。周り
の職員はみな楽しい方ばかり。
今は洗濯科リーダーとして、
利用者さんの支援をしっかり
行い、お取引様に誠実に関
わって行きたい。プライベー
トも充実中！希望が叶って忙
しい毎日も楽しんでいる。

働く前　before 働いた後　after

職業支援員　勤続７カ月

清光会　横須賀　検索

就労継続支援Ｂ型事業所

半田拓郎さん

表紙に掲載の「よこすか障害福祉 cafe2016春」の協賛企業

表
紙
の
イ
ベ
ン
ト
も

要
チ
ェ
ッ
ク！

社会福祉法人誠心会
茜洋舎

横須賀市久里浜 6-1
☎046-834-0957

将来家族の介護が必要に
なったらと考え、福祉の仕
事を希望した。もともと福
祉業界への理解は薄く、体
力を使う大変そうなイメー
ジだった。施設見学の時に、
職員と利用者さんがつくる
明るい雰囲気が印象的だっ
た。アルバイトや社会経験
もなかったので、漠然と不
安はあったがチャレンジし
てみたいという思いが強
かった。

利用者さんの作業補助、食事
やトイレ介助など、先輩ス
タッフから教えて頂きながら
で、まだ慣れない部分も多い。
難しさはあるが、一人で介助
出来た時の達成感や、利用者
さんの笑顔はこの仕事のやり
がいかもしれない。職員や利
用者さんに支えられ、悩みや
不安を一人で抱え込まなく
なった。何より性格がプラス
志向になれた気がする。

働く前　before 働いた後　after

生活支援員　勤続３カ月

社会福祉法人誠心会　茜洋舎　検索

障害福祉サービス事業
（生活介護事業）

土生裕加里さん

社会福祉法人知恵の光会
フロムワン福祉園

横須賀市公郷町 3-69-1
☎046-852-4320

子育てが終わり、人とのつ
ながりのある仕事がしたい
と求職活動をしていた。こ
れまで様々な職種を経験し
てきたが福祉の仕事は縁が
なく、障害を持つ方が身近
にいない事もあり、「閉鎖的
で大変そう」の印象があっ
た。施設見学の時に、利用者
さんがニコニコ笑顔をむけ
てくれて愛嬌を感じた。「出
来るかも」「やってみたい
な」と思い就職した。

この仕事に就いて思った事は
「利用者さんは一人ひとり個
性があり、みんな純粋で健気」
という事。利用者さんは家族
のような存在となった。仕事
は、利用者さんの作業（チラシ
折込や手作り作品制作など）
のお手伝い。同じ立場で作業
をして、同じ時間を過ごして
いく事で、人と人との距離が
縮まっていく。「障害があろう
と、なかろうと違いはない」と
感じている。

働く前　before 働いた後　after

介護支援員　勤続 15年

フロムワン福祉園　検索

生活介護・就労継続支援Ｂ型

鈴木志眞子さん

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

学生時代は小学校教諭を目
指し、教育学部で学ぶ。教員
免許取得のための実習で障
害児施設へ。そこで、障害児
と接して、仕事への興味が
湧いた。イキイキとしてい
る子供たちと出会い、また
働く人たちは、やりがいと
誇りを持っている印象を受
けた。近所の教会で、盲目で
ユーモアのある方とふれ
あった経験も、就職希望に
繋がっている。

現在の仕事は、児童寮で知的
障害児の生活支援全般。就職
前のイメージとは違い、家庭
環境に事情があるものの、中
軽・軽度の知的障害児が増え
ている。将来、就職して自立に
向けて歩んでいくため、責任
の重さを感じている。職場で
は、温かい眼差しで真剣に向
き合う先輩スタッフが頼もし
い。自分も子どもたちと一緒
に成長できるよう日々楽しい
汗を流している。

働く前　before 働いた後　after

支援員　勤続 3年

三浦しらとり園　検索

障害児入所施設
障害者支援施設

木島小枝さん

徹底研究徹底研究障害福祉の仕事
障害福祉の現場で働く人に聞く！

業界アンケート

働く前の印象と働いた後の印象
現場を知る前後での違いを取材 !

11法人983名の働く人！横須賀市障害福祉職員データ公開

11人のビフォー＆アフター
　障害福祉の働く現場。興味はあるけど、どんな所なのか分からない。そんな方の為に、実際に障害福祉の現
場で働く人 11人にインタビュー。今回は、働く前と後でどう印象が変わったのかをテーマにお話を伺いました。
始めて２カ月の方から 15 年のベテランの方まで、印象の変化や働くきっかけなどをリサーチ。障害福祉の仕事
を知るきっかけにして頂けたら幸いです。

　障害福祉の働く人のインタビューやデータを参考に、実
際に働く現場をイメージしてみてください！しかし、「百聞
は一見に如かず」。イメージをさらに広げて頂くには、自分
の目で耳で、現場の風に触れてみてください。

　障害福祉の現場を知るチャンス！11事業所が参加する「よ
こすか障害福祉CAFE2016 春」が 6月 18日㈯開催！
このイベントでは、障害福祉の仕事にさらに理解が深まるは
ず！表紙の詳細をチェックし、是非足を運んでみてください。

求人情報
●海風会（ヘルパー、世話人）　
 ☎046-835-1362
●三育福祉会（生活支援員、看護師）
 ☎046-841-0319
●湘南アフタケア協会（生活支援員）
 ☎046-822-2824
●清光会（生活支援員）　
 ☎046-857-1367
●清和会（児童指導員・支援員・介護員）
 ☎046-848-5255
●なないろ（作業支援員）　
 ☎046-837-5583
●みなと舎（看護師、薬剤師、支援員、
　　　　　　事務員ほか）　
 ☎046-855-3911
●よこすか黎明会（生活支援員）　
 ☎046-855-5952

職員の 70％が
女性で、女性が
活躍する業界。

性別
常勤、非常勤の
雇用状況は、ほ
ぼ同％。

雇用形態
横須賀市在住の
方が、74％と地
域密着型の業界。

居住地域

職員全体の資格
所得率は約 55％
（複数取得含む）。
その内福祉職の
割合は、90％。

資格取得
10年以上の勤務
者が 18％。5 年
以上が 37.5％と
比較的安定して
長く働ける職場。

勤務年数
3 年未満
23％
3年未満
23％5年未満

22％
5年未満
22％

10年未満
19％

10年未満
19％

10年以上
18％

10年以上
18％

看護師 7％看護師 7％
精神保険 1％精神保険 1％

准看護師 2％准看護師 2％

初任介護
36％
初任介護
36％

保育士
15％
保育士
15％

介護福祉士
30％

介護福祉士
30％

社会福祉士 8％社会福祉士 8％

理学療法士 1％理学療法士 1％
1年未満
18％
1年未満
18％

横須賀市 74％横須賀市 74％

三浦市 7％三浦市 7％

その他 5％その他 5％
横浜市 9％横浜市 9％

葉山町 2％葉山町 2％
逗子市 2％逗子市 2％ 鎌倉市 1％鎌倉市 1％

満遍なく各年代の
方が働いている
（長く働ける職場）

年齢別構成
10代 0％10代 0％

20代 18％20代 18％

30代 17％30代 17％

40代 26％40代 26％
50代 21％50代 21％

60代 16％60代 16％

70代以上 2％70代以上 2％

男
29％

女
71％

常勤
49％

非常勤
51％


