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Ⅲ. 就労支援と
援助付き雇用事業

特定非営利活動法人
横浜市精神障がい者就労支援事業会理事長

菊地　綾子
1． はじめに
市精連が就労援助活動を行うようになったのは、

作業所に通うメンバーの「もっと働きたい。けれど
働くところがない」という声が多く聞かれたが、現
実は精神障がい者への偏見が強く、知的・身体障が
い者の分野に比べても格段に対策が進んでいない
状況があったことからです。当時はかろうじて職親
制度があったぐらいです。そこで必要に迫られて、
企業へ出る作業所メンバーの就労への援助活動を、
地域レベルで取り組んでいったのが「市精連就労援
助事業部」です。

2． 援助付き事業・グループ就労・短期間就労
1990年ごろは県精連の活動として企業に参入し

ての「集団アルバイト」という形で援助活動が始ま
りました。
・1990年夏、Ｔ運送にメンバー20名、期間2週間

の「集団アルバイト」の依頼を受け、援助付き雇用の
形態を試みました。すなわち約40名の作業所通所
メンバーに対し作業所職員がジョブコーチとしてシ
フトを組み、一日20名を配置、6時間の仕事をこな
しました。仕事の内容はＴデパートの中元の仕分け
でした。その後冬のお歳暮にも取り組み、1993年
冬期まで続けられましたが、景気悪化のため終了と

なりました。その間、直接雇用のアルバイトで働く
人も数人出ました。
・1992年4月より中区本牧にある大手スーパー内

のレストラン街にある日本蕎麦屋で洗い場担当者2
名の依頼を受け、作業所通所メンバー4名、作業所・
グループホーム職員をジョブコーチとする援助付き
雇用を数カ月継続しました。朝8時から夜9時とい
うハードな体制でしたが、一生懸命取り組みました。
残念ながら雇用者側の事情で継続がなりませんでし
た。
この間「横浜就労援助研究会」として各地でなさ

れている就労援助事業の現場報告から学ぶ会を開
催しました。

3． 受託事業の開始
「集団アルバイト」「援助付き雇用」を前述のよう
に行う中で、この形態が、精神障がい者が働くうえ
で、かなり効果的であることが実証されてきました。
行政等へも働きかけて、精神障がい者の働く場を何
とか確保してゆきたいと要望してきました。
幸い、その要望が聞き届けられ、1995年に横浜

市営久保山斎場の「湯茶提供及び一般清掃」の仕事
をしてみてはどうか？という話をいただき市精連と
して受託を検討することになりました。

活動年 主な動き

1995 年 ・3月、市精連久保山事業所設置準備開始
・6月、市精連久保山事業所受託（随意契約）事業開始。湯茶提供一般清掃業務を
常勤職員 1名、パート職員 2名をジョブコーチとして採用、作業所通所メンバー
12名と雇用契約を結び最低賃金を保証する従業員として雇用。

・12月、従業員を 8名採用し、20名の従業員で業務にあたる。
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1999 年 ・4月、市営戸塚斎場売店を目的外使用許可を受けて「障害者の店」として位置づけ、
市精連戸塚事業所とする。6名の従業員を雇用。

・6月、横浜市脳血管医療センター外構清掃を市精連で受け、「脳血管医療センター
事業所」として受託開始。13名の従業員を雇用。

2001年 ・4月、市営北部斎場開設に伴い、湯茶提供清掃部門、葬祭ホール清掃部門、売店
喫茶経営の実施を打診され、理事会決定を受けて、横浜メンタルサービスネット
ワークに開設の企画を委託し準備に入る。

2002年 ・3月、北部斎場開場前の清掃を受託
・4月、横浜市と北部斎場湯茶提供清掃、葬祭ホール清掃業務の受託（随意）契約
を結ぶ。同時に売店喫茶の目的外使用許可を受け「市精連北部事業所」を開設。
職員：常勤 4名、パート 6名、従業員（作業所利用者を採用）30名雇用。

2004年 ・4月、横浜市の公設病院予算削減のため、外構清掃事業の委託費も約半分となる。
そのため作業時間を 7時間から午前中 4時間に短縮。従業員を 13名から 7名に
減らした。希望者に実習を経て、北部・久保山・戸塚に異動してもらい、雇用を
守ることができた。

2005年 ・4月、財団法人横浜市緑の協会と公園管理業務の委託契約を結び、市精連公園管
理業務として事業開始。市営常盤公園（保土ヶ谷区）にてテニスコート・運動広
場（サッカー場）の市民利用受け付け、事務所への問い合わせ対応、管理棟周辺
清掃などをジョブコーチ（常駐職員）を置かず従業員（作業所利用者）のみで行う。
その後、瀬谷本郷、東俣野中央、岡村、本牧市民、日野中央公園の 6か所に増える。
従業員 24名雇用。

2007年 ・4月、目的外使用許可を受けて久保山斎場駐車場の管理業務（夜間 16：00 ～
21：30）を開始。パート職員 3名、従業員 3名を雇用。
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◆久保山事業所
横浜市西区
（京浜急行黄金町駅・市営地下鉄坂東橋駅　バス10分）

◆戸塚事業所
横浜市戸塚区
（ＪＲ戸塚駅　バス 10分・市営地下鉄踊場駅　徒歩 10分）

◆久保山事業所

◆戸塚事業所

事業所概要

◆脳血管医療センター事業所
横浜市磯子区
（JR根岸駅・市営地下鉄坂東橋駅バス 10分）

◆脳血管医療センター事業所

【体　制】
常勤職員2名（内1名は主任職員）
非常勤職員3名（週2日～4日）・従業員20名
（2交代・一日4．5時間・月12日～15日）
一日スタッフ2～ 3名、従業員早番2～ 3名・遅番4
～5名のシフト制。土日祝日関係なく友引のみ休業。

【業務内容】
2、3階各 6室、計12室の会葬者休憩室の清掃を会葬
者の使用後に行う。（一日25組程度）1～3階のロビー・
トイレ・業者控室・屋上・階段室・外駐車場屋外広場・
通路等の清掃。会葬者休憩室に茶器セットを用意、使用
後は洗浄を行う。ごみ・タバコの吸殻の処理。夜間、近
隣葬祭ホールでの通夜会葬者向けに斎場内駐車場を開
放。スタッフ１名、従業員１名体制で入出庫の管理業務

【体　制】
非常勤職員2名（月14日）
従業員4名（一日4．5時間・月10日～12日）
一日当たりスタッフ１名・従業員1～2名のシフト制。

【業務内容】
売店で飲み物（酒類・ジュース）・つまみ・菓子類・葬
祭関連雑貨を販売。会葬者が買い求めた品を会葬者休
憩室（１Ｆ５室・２Ｆ３室）に配達。接客、レジ打ち
等も行う。会葬者休憩室使用後にビン・缶を回収、呑
み残しの処理等を行い倉庫にしまう。倉庫周辺の清掃、
在庫整理、商品の店頭への陳列等を行う。

【体　制】
非常勤職員2名（9：00～13：00・週２～30日）
従業員4名（月2日～10日）
一日当たりスタッフ 1名・従業員 2名

【業務内容】
外構掃き掃除・ベンチ・手すり・門扉等構造物の拭き
掃除。除草。中庭ポリッシャー清掃
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◆北部事業所
横浜市緑区
（JR十日市場駅バス 10分・田園都市線青葉台駅バス 20分）

◆北部事業所

【体　制】
常勤職員3名（内2名は主任職員）
非常勤職員3名（一日6時間・月12日～15日）
従業員31名（2交代・5時間～6時間・月10日～14日）
スタッフ1名・従業員2名で一組、4チームつくり部門
別に業務を行う

【業務内容】
会葬者休憩室（14 室）使用後の清掃、湯茶セットの
用意と使用後の引き下げと洗浄。（一日 30組）１階施
設・屋外・地下駐車場・各階トイレ・喫茶コーナー・
業者控え室等の清掃。ごみ処理　葬祭ホール（4箇所）
の清掃売店で受けた注文品を会葬者休憩室へ運ぶ。使
用後引き下げに行き整理。売店商品の陳列、倉庫から
の運搬整理喫茶の調理（レトルト食品・コーヒー等飲
み物）、ウエイター、食器洗い等

公園管理業務
【業務内容】・公園管理受託業務（テニスコート・運動広場利用受付／管理等清掃　等）スタッフは常駐せず
事務局職員が担当、従業員１名体制でのシフト勤務
各公園市精連会員作業所の実習枠も設けている

常盤公園（保土ヶ谷区・従業員 3名）

東俣野中央公園（戸塚区・従業員 4名）

瀬谷本郷公園（瀬谷区・従業員 3名）

岡村公園（磯子区・従業員 4名）
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本牧市民公園（中区・従業員 4名） 日野中央公園（港南区・従業員 4名）

４．5事業所の実践内容
久保山事業所から始まったグループ就労、援助付

き雇用の内容は次の通りです。

1 チームで働く
各事業所によって少し異なりますが、１チーム２

～３名で組み協力し合って仕事の精度を上げること
ができます。多少調子の悪い人がいても他の人がカ
バーします。そのことでお互いに自分がきちんとし
なければという責任感も生まれるようです。

2 マニュアルを作成
具体的な仕事の手順が決められているので、覚え

やすくミスが防げます。新人さんも、メモ片手に一
生懸命仕事に取り組むことができます。

3 研修会の実施
年数回、マナー研修、薬について、スキルアップ

研修、防災研修、人権研修等を行い、労働者として
の意識を高め、スキルも身に着けます。また、年１
回のシンポジュームを通して、世の中への啓発もし
ていただいています。事業報告集への執筆をするこ
とで、自信につながるという声もあります。

4 職員（ジョブコーチ）も一緒に働く
スタッフも一緒に働くことで、「何かしてもらう」

という受け身でなく自分たちで工夫していくという
自主性が育ちます。

5 短時間労働
１日４～５時間、週３日、月12日～14日を目安に

しています。連続勤務も避けられるので無理があり
ません。また、通院日はシフトから外すようにして
います。

6 休憩時間
１時間ごとに10分間休憩を入れています。

7 休息休暇、チャレンジ休暇
病状悪化や入院時には３カ月を限度に（年１回）

長期休暇を認めています。また、一般就労にチャレ
ンジしたときや資格を取るための勉強期間にも３カ
月限度の休暇を認めていますので、安心してチャレ
ンジできます。

8 出身作業所、グループホームとの連携
事業所はスタッフも一緒に働きますので、大変多

忙な職場です。生活支援の部分での相談に乗る余裕
はあまりありませんので、関係機関と連携して通院
同行・相談支援等もお願いしながら、職場ではよい
状態で仕事をしていただけるようサポートしていた
だいています。また、もう一度作業所に戻って仕切
り直しが必要というときや、欠員があって新しい従
業員を募集の際の推薦等をお願いしています。

9 定年後継続雇用
60歳を過ぎても健康上問題がなく、働く意欲のあ
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る方は１年～半年ごとに契約更新しながら６５歳ま
で働けます。

10 契約更新
年１回契約更新時に、全従業員と理事・施設長が

個別面談を行い、働くうえでの問題点、将来目指す
こと、希望等を話し合っています。

11 従業員からスタッフに昇格
休むことがない、みなさんから信頼されている、

フルタイムで働ける力がある、こうした方々には従
業員からスタッフ（パート職員）に昇格していただ
いて、責任的に働いてもらう道を開いています。現
在まで７名の方が該当しました。　
このように様々な工夫を積み重ねることで定着率

が高まり、現在まで20年以上働き続けている人がい
るほどです。全国でもまれに見る実践であると評価
されてきました。

5． ジョブアシスト横浜設置と
　ワークショップメンバーズの移管
・2005年4月、就労支援に特化した障害者地域作
業所「ジョブアシスト横浜」を保土ヶ谷区岩井町
に開所。長年、鶴見区の浜家連事務所に同居し
ていた市精連本部事務局を同所のウエルテック
保土谷ビルに移転。

・横浜市からの働きかけにより、運営継続が難し
くなった「星の会」より保土ヶ谷区天王町にある
地域作業所「ワークショップメンバーズ」の運営
移管を受ける。

６．障害者自立支援法の制定
2003年ごろから先行していた他障害の支援費制

度に合わせ、「税金を使うより払うほうへ」の掛け声
とともに障害者自立支援法制定の動きが始まり、市
精連としては「福祉に競争原理が持ち込まれるのは
よくない」「地域格差がますます広がる」等の懸念
から反対の立場をとり運動を展開してきましたが、
2006年に制定されてしまいました。
そこで2か所の障害者地域作業所を本来の目的に

合った「就労支援事業」に特化すべく、臨時総会を開
催し障害者自立支援法事業へ移行することを決定し
ました。
・2007年4月、「ジョブアシスト横浜」を就労移行
支援事業へ、「ワークショップメンバーズ」を就
労継続支援事業Ｂ型に移行し多機能型事業所と
して一体運営として開始。同時にワークショッ
プメンバーズを天王町から岩井町のウエルテッ
ク保土谷ビルに隣接した店舗を借り上げ、移転
させました。

7． 横浜ＳＳＪの設置と事業分離
・かねてより、援助付き雇用の事業（久保山・戸塚・
北部・脳血管・公園）が拡大する一方で、市精連
本来の運動体としての事業に差しさわりが出て
いるのではないかとの意見が寄せられていまし
た。現に、理事会、事務局も多くの時間と労力

横浜 SSJ における職場定着状況
※2016年５月

1年未満
16％

1年以上～3年未満

３年以上～５年未満５年以上～10年未満

11％

15％
28％

24％

6％

10年以上～15年未満

15年以上

勤続年数 人数

1年未満

1年以上～３年未満

３年以上～５年未満

５年以上～10年未満

10年以上～15年未満

15年以上

計

11

7

10

19

16

4

67

16.4％

10.4％

14.9％

28.4％

23.9％

6.0％

100.0％

3年未満
18名
26.8%

3年以上
29名
43.3%

10年以上
20名
29.9%
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が割かれ、5事業所は約100名の雇用を担い企
業経営と同様の運営が求められるようになって
おりました。このままでは運動体、事業体双方
とも成り立たなくなってしまうのではないかと
懸念されたため、「あり方検討委員会」を開催し
5回の委員会を経て理事会に新法人の設立と事
業分離を諮る提言をいたしました。

・2007年3月、市精連臨時総会にて、就労援助部
門の新法人移管について承認。

・2007年5月、新法人設立総会を開催。新法人設
立と名称を「特定非営利活動法人　横浜市精神
障がい者就労支援事業会（略称　横浜SSJ）」と
することを承認。

・2007年9月、同年6月に神奈川県に新NPO法人
設立申請、8月に県より認証を受理、「特定非営
利活動法人　横浜市精神障がい者就労支援事業
会」設立。市精連より5事業所（久保山・戸塚・
北部・脳血管・公園）と多機能型事業所（ジョブ
アシスト横浜・ワークショップメンバーズ）を
運営移管させました。

８．今後に向けて
主に、1990年～ 2007年の市精連就労支援の歴

史を紐解きました。
1990年代には精神障がい者が一般就労の場で働

くのは本当にまれな状況でした。しかし昨今は、障
害者自立支援法の制定、障害者差別解消法の成立、
障害者雇用促進法の改正による精神障がい者の雇
用義務化などの法整備もあって、準備が十分整って
いない施設利用者にまで「当社に紹介してください」
と企業からオファーが来るほど就労へのハードルが
低くなってきたと感じます。これは法定雇用率を上
げようという、見え透いたニーズもあって、当然多
くの問題を含んでおります。受け入れ側の準備が
整っていないことも多く、うまく適応できないとす
ぐ見放されてしまうケースもあるようです。定着支
援をゆだねられている事業所、就労支援センター等
関係機関も、制度的にまだ整っていない現状があり
ます。制度もころころ変わるため、当事者も支援者

も企業もどこで、何を利用していったらよいのか戸
惑うことも多いようです。
市精連のこれからの役割としては制度が有効に機

能するよう、形骸化せぬようしっかりと見張ること
かと思います。福祉も世の中の動きと無縁ではない
以上、甘えないで事業運営をしっかりと行っていか
ねばならぬことは言うまでもありませんが、障がい
を持つ人を食い物にして肥え太っていくような動き
に対しては敏感に反応しなければなりません。就労
支援の名目でそんなところに利用者を追い込んでは
ならないと思います。
障がいがあっても、持てる力を十分に引き出し働

くことで自己実現を図っていただけるよう願ってや
みません。




