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障害福祉業界に携わる人が登場
する「障害福祉業界に聞く」では、
障害福祉施設で働くスタッフ、

施設を利用されている方の家族、ボラン
ティア経験のある学生に、それぞれ障害福
祉業界についての話をお伺いした。

人

障害福祉施設、11事業所の求
人情報や施設情報を掲載。各
施設に漢字１字で施設を表し

て頂きました。障害福祉業界とひとくくり
に言っても事業所ごとに取り組みや、施設
の雰囲気はさまざま。

施設

9/24 ㈯ 
開催のイベントでは
ミニシンポジウム
に上の5人が登場。
障害福祉施設やそ
の仕事についてク
ロストーク !

各事業所のブース
では現場スタッフ
に直接求人・就職相
談ができる !

※詳細は表紙

働く前の印象と
実際に働いた感想
16人のbefore⇒after

障
害
福
祉
業
界
に
聞
く

施設で働く人には、
いつも感謝の気持ち
でいっぱいです。

－障害福祉業界との関係を教えて下さい
姉が三浦しらとり園に入所して35年経ちました。
以前の施設もいれると50年になります。
－施設での思い出は
以前入所していた施設は、畑に囲まれた山の中で、建物も古く劣
悪な環境でした。社会から遮断、隔離されていると感じずにはい
られませんでした。しかし、三浦しらとり園に転園した時「ここ
は天国。きれいでホテルみたい」と家族で喜んだ事を思い出します。
－障害福祉業界で働く人の印象は
感謝の一言。頭が下がります。強い使命感とボランティア精神が
なければ出来ないと思います。
－障害福祉業界に希望される事は
施設で働く人の大幅な賃上げ、人員確保。また先日の事件もあり、
安心・安全な生活の確保を希望します。

渡辺洋子さん
三浦しらとり園に姉が入所

ボランティアの経験が
自分を成長させた

－障害福祉業界に携わった経験を教えてください
中学生の頃から福祉の世界に興味を持ち始め、養護学校や地元横
浜市の社会福祉協議会主催のボランティアに参加したり、放課後
等デイサービスでアルバイトをしたり、障害の程度もいろいろな
子どもたちと接してきました。大学では特別支援学級（校）の子
どもたちと学生が３日間楽しく過ごす「サマースクール」に４年間、
実行委員として参加しました。
－ボランティアやアルバイトを経験して感じた事は
子どもたちが成長していく姿を見る事に喜びを感じました。アル
バイトなどで以前訪れた場所に、久しぶりに行ってみると、今ま
でに出来なかった事が出来るようになった子がいたり、単純に背
が伸びた子がいたり、そんな瞬間に立ち会える仕事にやりがいも
感じました。卒業後も、障害福祉の仕事に携わりたいと考えてい
ます。

松下千咲さん
県立保健福祉大学４年

利用者さんが笑うと
嬉しい！

おいしい時は表情が
違います！

－今の仕事に就いたきっかけを教えて下さい。
保育科で学んでいた学生時代に、障害施設で実習した事もきっか
けとなりました。
－仕事の内容は
入所施設の利用者さんの身の回りのお手伝いが仕事です。最初の
頃は、利用者さんと言葉のコミュニケーションが取れない事に戸
惑いを感じました。まだ５カ月ですが、利用者さんと徐々に関係
が築けてきたのを感じます。相手のしたい事が理解できるように
なってきました。
－仕事にやりがいはありますか
利用者さんがニコっと笑ってくれた時は嬉しいです。仕事は大変
な事もありますが、利用者さんと一緒に楽しめる時間は、やりが
いにもなっています。

矢作耕平さん
社会福祉法人海風会
支援員 2016 年４月入社

－仕事の内容を教えて下さい。
栄養士として、メンバー（利用者）さんの食事の管理をしています。
週に１回は支援の仕事もしています。
－障害者施設に初めて来た時の印象は
重症心身障害（児・者）の方々と初めて会った時は、どのように
接していいのか戸惑いました。最初は、メンバーさんが何を伝え
たいのかまったく分からなかったのですが、言葉を発しない方で
も、首を動かしたり、指差ししたり、意思表示があるので、メンバー
さんの事が、だんだんと分かるようになってきました。
－仕事にやりがいはありますか
メンバーさんが食事の後に、「おいしい」と言ってくれたり、喜ん
だ表情をしたりするのは嬉しいです。いつもと違うイベント食は
特に人気があります。一人ひとりに異なる食事を提供するので、
大変さもありますが、やりがいを感じます。

金城彩恵海さん
社会福祉法人みなと舎
管理栄養士 2016年４月入社

よこすか障害福祉Cafe2016666秋
9/24開催詳細は表紙　主催 /横須賀市障害関係施設協議会

障害福祉の仕事の楽しさ・
やりがいを伝えたい

－清光ホームに入社のきっかけは
大学では経済学部だったのですが、福祉関係の仕事をしていた母
の勧めもあり、家からも近い施設での体験実習に応募しました。
－入社の決め手は
実習を体験して、利用者さんが気さくに声をかけてくれて不安も
解消し、楽しかったのが決め手になりました。
－仕事の内容について
支援副部長として全体の管理業務、現場の統括をしています。障
害の特性をもっと深く学ぶ必要があり、加えて知識・法律・サー
ビスなど勉強の幅が広いです。
－この仕事に就いて感じる事
利用者さんが喜んでいるのを見たり、「ありがとう」と言ってくれ
たり、ご家族に「清光ホームを選んで良かった！」と言ってもら
えるとやりがいを感じます。
楽しくやりがいのある仕事である事をどんどん発信したいです。

梶山卓也さん
社会福祉法人　清光会
支援副部長　2012 年入社

　去る7月26日、相模原市内の障害者支援施設で、施設の元職員が障害者19人を殺害、
26人に重軽傷を負わせるという凄惨な事件が発生しました。犯行の動機は障害者に
対する極めて偏った差別観から来ているとされていますが、何の落ち度もない障害
者に対する残忍な凶行を、私たちは断じて許す訳にはいきません。亡くなられた方々
へ心からのご冥福をお祈りいたします。
　私たち、横須賀市内の障害福祉施設で働く約1,200人のスタッフは、この事件に臆
することなく、障害のある人たちが堂々と生きていただくために、日々様々な支援を
行っています。生活支援、介護のほか、創作活動や福祉的就労、リハビリ訓練など様々
な活動を通じ、一人ひとりの「笑顔」や「自信」が広がるよう取り組んでいます。
施設では障害者が主人公です。そこで働くスタッフは皆、彼らから沢山のことを教わり、
彼らの明るさ、ひたむきさに魅力を感じ、そして創造性の高い仕事だと気づかされる、
と言います。ただ残念ながら、ここ数年来の傾向としてスタッフの人材不足が顕著に
なっています。それは障害者や施設のことが十分に知られていないことも一つの要
因かと考えています。
　そこで、私たち市内の施設の集まりである「横須賀市障害関係施設協議会」では
昨年度から、「よこすか障害福祉 cafe」
として障害者と施設を地域社会の人た
ちにもっと知っていただくイベントを始
めました。9月24日㈯には、今年度2回
目の「cafe 秋」を開催します。今回はシ
ンポジウム、事業所紹介ビデオ、語ら
いなど、手作りのプログラムが目白押し。
この仕事の魅力、奥深さに気づかされ
る筈です。ぜひ、未来の自分を想像し
に来てください。

に注目！
人 施設障害福祉業界「知る」「働く」
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【よこすか障害福祉 Cafe2016秋　協賛企業】　
※順不同、敬称略

社会福祉法人海風会 横須賀市
太田和 4-2213いちばん星 ☎046-858-1307

施設紹介
海風会は児童早期療育から終
末期まで、障害をお持ちの全年
代層をオール横須賀で支えら
れる様、地域福祉の基盤設備に
邁進しています。暮らしの場、
働く場、楽しむ場、必要なヘル
プに安心感を持っていただけ
るように努めています。

爽
施設からのメッセージ
海で感じる風のように爽やか
な法人、それが海風会。利用者
さんに優しく明るく笑顔を基
に、横須賀市内で障害福祉サ
ービスを展開中。心通い繋が
っていく、そんな仕事をした
いあなたを待ってます。

日々の挨拶一つ、関わりが自
然な笑顔で心地良い

◇求人情報
［募集職種］
支援員
［仕事内容］
知的障がい者の生活全般を支え、様々
な時間を共有する仕事です。
［キャリアアップ］
職場内外での研修の充実、障害福祉
サービスを多岐に展開しているから、
様々な分野で学ぶ事ができる
［求める人材像］
明るく優しい、爽やかで誠実、夢を抱
いている人
［施設情報］
12 月４日㈰第 48 回海風会バザー　
横須賀商工会議所で行います。利用者
作品は勿論、新鮮野菜から日用品まで
何でも揃います。

社会福祉法人清光会 横須賀市
武 1-2074-2清　光　園 ☎046-857-1367

施設紹介
青空の下を跳びはねる笑顔、パ
ン作りや洗濯での仕事を誇りに
する利用者さんの日常を守るこ
とを業務の課題としながら、地
域の人々と共有できるパラダイ
ス空間を創り出すため、様々な
面白いことを考案し実行中で
す！

人
施設からのメッセージ
「まずは職員が楽しむ！」を
モットーに、とにかく面白く
て明るい職場です。いろんな
事を話し合い、みんなの考え
を形にしていきます。チーム
で仕事をする事の素晴らし
さを経験できます。

人は人と出逢い、その繋が
りの中に輝けるもの。

◇施設掲示板
来たる10月 30日㈰、コネルハウス
オープニングセレモニー開催！芝生
のお庭に謎の物体が出現‼ 元気パン
coneruがプロデュースする、元気コ
ッペ～OKAZU＋OYATSU～をいよ
いよ皆さまにお披露目できる時がや
ってきました。おいしいパンはもちろ
ん、見て、感じて、リズムにのって、い
ろんなパラダイスをご用意、心に感じ
る日を創り出します！

謎の物体の中でいったい何が起きる
のか... こ、これはっ !!!!

地域のパラダイス

社会福祉法人清光会 横須賀市
武 1-1977清光ホーム ☎046-858-1940

施設紹介
平均年齢 63 歳の高齢知的障害
者が生活している入所型施設
です。その為、ゆったりとした
時間の中で、利用者さん一人一
人の思いを大切にした取り組
みを大切にしています。

思
施設からのメッセージ
私達の施設は、利用者さん一
人一人の声を大切にし、その
思いを実現する事を目指し、
日々支援しています。

利用者さん、保護者の方の思
いに耳を傾け、その思いを実
現する為に日々努力している。

私達の施設って

◇求人情報
［募集職種］
生活支援員

［仕事内容］
高齢知的障害者に対する、食事・入浴・
排泄・買い物等日常生活介護業務

［キャリアアップ］
研修に関する情報提供は積極的に行
い、勤務時間内に研修参加できる様配
慮します。

［求める人材像］
利用者さんの家族の思いに耳を傾け、
その実現に努力をする人

［その他］
現場職員の平均年齢が若い

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

施設紹介
京急長沢駅から徒歩 10 分と至
便で、海に近く住宅街にも隣接
し、地域のふれあいと緑豊かな
環境のなか、障害のある児童や
成人、そして在宅の方々が利用
する複合施設です。利用者一人
ひとりの豊かな生活を実現す
るように支援しています。

翔
施設からのメッセージ
私たちの仕事は人と人とが
直接関わる仕事なので、「思
い」は相手に必ず伝わり、応
えてくれます。だからこそ魅
力ややりがいがあります。続
ければ続けるほど、あなたが
輝けるお仕事です。

利用者の希望や園の取り組
みが勢いよく前進していく
イメージ！

◇求人情報

三浦半島拠点施設

［募集職種］生活支援員・児童指導員
［仕事内容］利用者の生活全般の支援およ
び日中活動支援、自立支援を行います。ま
た、これら支援職員と医師、看護師、心理、
ＣＷなど専門職が連携し、利用者個々の特
性に合わせたチーム支援を行います。
［キャリアアップ］働きながら資格を取得
する職員も多くいます。また年間計画を定
め、園内外で体系的な研修を行っています
ので、未経験の方でも安心して働けます。
資格手当もありますよ！
［求める人材像］利用者の多様なニーズに
応えるためには、多様な知識・技能を持つ
人材が必要です。当法人には福祉系の学卒
者や障害福祉の有経験者だけでなく、未経
験で入社した人もいます。経験者や有資格
者はもちろん、他学科卒や他業種での経験
がある方も歓迎しています。

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

施設紹介
神奈川県の行政が中心になり、
横須賀、逗子、葉山、鎌倉、三浦
の各市町村の協力を得て、障害
者の方たちが地元で穏やかに
暮らせるようにと設立されま
した。海と山に囲まれ、毎日笑
顔あふれる明るく楽しい職場
です。

愛
施設からのメッセージ
人を造り上げ、励まし、慰め、
支えるものは互いを思いや
る愛です。利用者の幸せ、職
員の幸せ、地域の幸せを願っ
て運営し、人を支えることで
自分も支えられている事を
実感できる職場です。

いのちを敬い、いのちを愛し、
いのちに仕える事によって
神の愛の実現に奉仕する

［募集職種］
生活支援員、ＰＴ、看護師

［仕事内容］
身体障害の方の生活全般の支援や介
護、看護、ＰＴなどです。職種により
内容が異なりますので詳細はおたずね
下さい。

［キャリアアップ］
資格取得などはご相談下さい。

［求める人材像］
チームケアが出来、コミュニケーショ
ンが積極的にとれる方、感謝と共感の
心を持って利用者に接する事が出来る
方。

◇求人情報

自信と誇りと希望のある職場

社会福祉法人
みなと舎

横須賀市
芦名 2-8-17ゆ　う ☎046-855-3911

施設紹介
横須賀の西地区、温暖で空気の
澄んだ芦名の地に、18年前に設
立された「みなと舎ゆう」は、重
症心身障害（児）者の通所の施
設です。「本人中心支援」を最も
大切に、メンバーさんとスタッ
フがゆっくりと波長をあわせ
ながら支援をしています。

優
施設からのメッセージ
陽のひかりがたっぷりと差し込む明
るいお部屋で、笑いあり涙ありのにぎ
やかでかつ、和やかな時間が流れてい
ます。スタッフは、メンバーさんの“楽
しみたい！”という思いをカタチにし
ようと、お一人おひとりにあたたかく
寄り添う支援を実践しています。

ゆうは、遊・結・友・ＹＯＵ…。
やさしい微笑みのつどう、
ゆう。

一人ひとりの人生を豊かに！

［募集職種］看護師・支援スタッフ（ケアホーム、
ショートステイで夜勤可能な方）
［仕事内容］メンバーさん（利用者）の、生活
全般（食事、排泄、入浴介助など）にかかわ
る支援が主な仕事です。
［求める人材像］人とふれ合うのが好きな方、
笑顔の素敵な明るい方。ライフワークバラン
スを大切にしたい方。
［その他］重症心身障害（児）者の支援に興
味がある方、または「ゆう」はどのような施
設なのかをお知りになりたい方は、ぜひ一度
見学にお越しください。046-855-3911 山
本までご連絡ください。お待ちしております。
［施設情報］みなと舎のホームページは随時更
新していますのでぜひご覧ください！また、
11月26日㈯に“ゆうプロオープンデイ” を開催
します！バザーや新鮮地場野菜販売など、盛り
だくさんな内容でみなさまをお迎えします♪

◇求人情報
ＴＥＡＭみなと舎に入りませんか？

社会福祉法人
よこすか黎明会

横須賀市
長井 1-14-1横須賀ヘーメット ☎046-855-5951

施設紹介
周りを畑に囲まれていて、海ま
で徒歩 10 分の自然豊かな場所
にあります。生活介護と施設入
所と短期入所が併設されてい
る事業所です。この自然豊かな
地域で自分らしくのびのびと
支援が出来る環境です。

家
施設からのメッセージ
パン作りから陶芸、様々な日
中活動、夏祭りや、宿泊旅行等
の行事など四季折々の季節を
感じながら、一日一日が早く
過ぎていきます。あなたの持
ち味を活かし、一緒によりよ
い支援を行っていきましょう。

御利用者一人一人のアット
ホームな空間をイメージし
ています。

◇求人情報
［募集職種］生活支援員

［仕事内容］知的に障害のある御利用
者の方やその御家族に対しての支援で
あり、御利用者の方の日常生活を支え
るのが主たる仕事になります。

［キャリアアップ］一年目：介護職員
初任者研修→三年目：介護福祉士取得
その他マイクロバス取得補助や社会福
祉士、ＰＳＷの取得補助もあります。

［求める人材像］みんな仲良く、和気
あいあい仕事をしています。その中で
も個性を出しつつも、周りの職員と協
力して仕事を進められるような協調性
を持つ人物を募集しています。

楽しもうが合言葉

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

施設紹介
主に、事故や病気により身体の
一部に障害が残ってしまったり、
生まれつきに身体に障害をお持
ちの方に対し、施設入所による
生活場面への支援をしています。
生活の中でリハビリや作業を行
いながら残存機能の維持向上を
目的に皆さん生活されています。

和
施設からのメッセージ
施設を利用されている皆さん
は、それぞれに障害を抱えな
がら頑張って生活されていま
す。職員は影になり日向にな
りながらその生活を支えてい
ます。環境も横須賀らしく海
に面した明るい施設です。

創業者の言葉「福祉の心は
和の心」。法人の理念にもな
っています。

◇施設掲示板
職員は主に、生活を支援する「生活支
援員」のほか、相談業務をおこなう「相
談員」、健康を管理する「看護師」、食生
活を管理する「管理栄養士」、リハビリ
を行う「理学療法士」などがいます。そ
れぞれ不足が生じた場合に募集をお
こないますが、求人情報についてはい
つでも気軽にお問い合わせ下さい。

（担当 総務 鵜沼）

施設見学にぜひ一度、お越しください。
年間を通して様々なイベントを開催
しており、一般の方でも
ご来場いただけます。

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

施設紹介
「ハンディがあっても一人ひと
りが自分色に輝いて、豊かな人
生を送れる。そんな願いをみん
なでつなぐ」をテーマに「横須
賀中央駅」「京急大津駅」「京急
長沢駅」から徒歩数分の場所に、
作業所やグループホームを運
営しています。

感
施設からのメッセージ
色々な事を一緒に乗り越えて。
いつも進んでいけるのは１人１
人が長沢ベーカリーという存在
を大切に思うから。お互いがお
互いを想いあって。そんなここ
にしかない時間が流れている場
所です。（長沢ベーカリー）

感じて、感じとって、感謝して、
そんな毎日の繰り返しです。

◇求人情報
［募集職種］作業支援員（常勤３名）
ガイドヘルパー（５名）
［仕事内容］パンや焼き菓子、犬のクッ
キーを作ったり、作業内での生活支援
［キャリアアップ］仕事をしながら資
格を取れます
［求める人材像］利用者を尊重し対等
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共に考え、行
動して一緒に歩んでいただける方
［施設情報］ぬくもりカフェなないろ
（上町）長沢ベーカリー（長沢）では
本格的な焼き菓子・パン・コーヒーの
販売。トライⅠ（日の出町）では手作
りの犬のクッキーを制作

社会福祉法人
みなと舎

横須賀市
湘南国際村 1-4-6ライフゆう ☎046-856-6833

施設紹介
自然豊かな湘南国際村の一画
に「ライフゆう」があります。重
症心身障害者一人ひとりの「人
生支援」をモットーに、その人
らしく豊かな人生がおくれる
ように、施設内だけでなく、地
域生活にまで広がる支援を目
指し、実践しています。

祐
施設からのメッセージ
利用者のことを「メンバーさん」と呼んでいま
す。ライフゆうの中で、型にはまった生活を送
るのではなく、メンバーさん一人ひとりを尊重
し、「ありのままの生活」を支援することを考え
ています。そのために、スタッフの職種や立場
などの垣根なく、みんなで良く考えながらメン
バーさんのより豊かな生活を目指しています。

人はそれぞれに、たった一度の人生を生き
ていく。だから大切にしたいここでの出会
いを、助け合いを。そんな祐（ユウ）でありたい。

それぞれのライフが息づく場所に

やさしく、楽しく、さわやかに
［募集職種］
看護師・薬剤師・作業療法士・支援ス
タッフ

［求める人材像］
メンバーさんのその人らしい生活を２
４時間、365日支える仕事です。支援
業務をしながら、専門職それぞれのス
キルを活かして働くことができる人。
スタッフ同士の連携が上手にできる人。
経験の有無は問いません。あなたのや
さしさを期待しています。この仕事に
興味のある方、是非一度見学にいらっ
しゃいませんか。そして、一緒に楽し
く働くことができるといいですね。

◇求人情報

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

施設紹介
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、自立
して活動することをサポートし
ている。

柔
施設からのメッセージ
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。

一人一人に合わせた柔軟な
支援を通して、利用者の方
が柔らかくおだやかに。

◇施設掲示板
［新卒者募集！］
自閉症の方が持てる力を充分に発揮
しながら､自分らしく、安心して、豊か
に暮らしていくことを支えていくた
めの支援を目指しています。
見学は随時受け付けていますので、ご
希望の方はご連絡下さい。

わたげでボランティア活動を
してみませんか？
【活動内容】
・忘年会でのお手伝い
・外注作業の準備／完成品の検品
・館内外の清掃活動
興味のある方、ご連絡をお待ちしてい
ます！


