
社会福祉法人電機神奈川福祉センターの歴史 

年 電機連合 電機神奈川福祉センター NPO 雇用部会 
特例子会社 

※就労援助センター 

1972 年 
障害福祉活動開始 

（障害福祉委員会） 
   

1982 年 車椅子訪中団    

1987 年 
町は育っているか 1万人

集会 
   

1988 年    伊藤忠ユニダス 

1991 年 

（平成 3 年） 
  

障害者雇用システム研究会 

 事務局：神奈川県児童医療福

祉財団（現 新生会） 

※横浜東部就労支援センター 

※川崎南部地域就労援助センター 

1992 年 

（平成 4 年） 

社会福祉法人設立決議 

（社会自立を目指す） 

法人設立準備委員会 

横浜南部就労支援センター  ※横浜南部就労支援センター 

1994 年 

（平成 6 年） 
   

富士電機フロンティア 

リコーエスポアール 

JFE アップル 

1995 年 

（平成 7 年） 

法人理事・評議委員 

※法人より障害福祉委

員会に福祉相談員を派

遣 

社会福祉法人認可  ※相模原就労援助センター 

1996 年 

（平成 8 年） 
 

 

事業開始（新杉田） 

・ 通所授産施設「ぽこ･あ･ぽこ」 

・ 新杉田地域ケアプラザ 

（日経連） 

全国特例子会社連絡会 

※ひらつか就労援助センター 

※横浜北部就労支援センター 

1997 年 

（平成 9 年） 
 湘南地域就労援助センター 

県）特例子会社連絡会 

県）就労援助センター連絡会 

スリーエムフェニックス 

※湘南地域就労援助センター 

1998 年 

（平成 10 年） 
 

雇用促進センター 

川崎北部地域就労援助センター 

特例子会社・就労援助センター

合同会議 

山武フレンドリー 

※よこすか就労援助センター 

※横浜西部就労支援センター 

※川崎北部地域就労援助センター 

1999 年 

（平成 11 年） 
 

新杉田地域ケアプラザ 

在宅介護支援センター開始 

ふれあいショップ「いそっぷ」開店 

障害者緊急雇用安定プロジェク

ト（トライアル雇用） 

スタンレーウェル 

ファンケルスマイル 

2000 年 

（平成 12 年） 
 

 

新杉田地域ケアプラザ 

居宅介護支援事業支援事業開始 

通所介護支援事業開始 

 日立ゆうあんどあい 

2001 年 

（平成 13 年） 
 

 

川崎市わーくす大師（通所施設） 

湘南地域就労援助センター 

 生活支援事業受託 

障害者雇用部会 ニコンつばさ工房 

2002 年 

（平成 14 年） 

障害福祉活動 21 世紀プ

ラン 
 NPO設立準備 

ニッパツハーモニー 

旭硝子サンスマイル（現ＡＧＣサ

ンスマイル） 

オークフレンドリーサービス 

ソランピュア 

※県央地域就労援助センター 

2003 年 

（平成 15 年） 
  

NPO 法人 障害者雇用部会発

足 

京急ウィズ 

ウェルハーツ小田急 

2004 年 

（平成 16 年） 
  

・県）教育委員会より事業委託 

→知的障害者 5 名雇用 

・厚労省能開局より委託訓練事

業受託 

東急ウィル 

日清オイリオビジネススタッフ 

古河ニューリーフ 

富士通ゼネラルハートウエア 

京王シンシアスタッフ 

  



年 電機連合 電機神奈川福祉センター NPO 雇用部会 
特例子会社 

※就労援助センター 

2005 年 

（平成 17 年） 
 

5月19日の衆議院厚生労働委員会に

理事長が招致。障害者自立支援法制

定への意見表明。 

 

東芝ウィズ 

メトロフルール 

大東コーポレートサービス 

2006 年 

（平成 18 年） 
 

障害者自立支援法施行 

「ぽこ･あ･ぽこ」・わーくす大師 

就労移行支援：30 名定員 

就労継続支援 B 型：20 名定員 

新杉田地域ケアプラザ 

包括支援センター受託 

ふれあいショップ「いそっぷ」閉店 

 

※戸塚就労支援センター 

相鉄ウィッシュ 

バンダイナムコウィル 

ＣＦＳサンズ 

2007 年 

（平成 19 年） 
  

・企画委員会設置 

・県より事業受託（県庁内） 

→知的障害者 2 名雇用 

※横浜中部就労支援センター 

クリエイト・ビギン 

日総ぴゅあ 

2008 年 

（平成 20 年） 
 

わーくす大師 

生活支援センター開所 
 

第一三共ハピネス 

ココット 

NSK フレンドリーサービス 

2009 年 

（平成 21 年） 
 

川崎北部地域就労援助センター名称

変更→「中部就労援助センター」 
 

※上大岡就労支援センター 

ぱどシップ 

2010 年 

（平成 22 年） 
 

 

「ぽこ･あ･ぽこ」 

自立訓練（生活訓練）：6 名定員 

 

・湘南地域就労援助センター 

・中部就労援助センター 

→障害者就業・生活支援センター

併設 

事務所移転（洋光台） 

グループホーム「楽・楽」開所 

東京事務所開所（神田） 

 厚生労働省より事業受託（障

害者雇用相談事業） 

薬樹ウィル 

エヌ・エル・オーさいわいファク

トリー 

2011 年 

（平成 23 年） 
 

川崎市地域活動支援センター 

「ウィングビート」開所 

 

12月1日に民主党障がい者ワーキン

グチームに出席し、就労支援の重要

性を訴える 

グループホーム「楽・楽 2」開所 ケンジメイト 

2012 年 

（平成 24 年） 
 

平成 24 年度厚生労働省障害者総合

福祉推進事業「一般就労後の職場定

着フォローアップに関する調査」受

託 

 

全国就労移行支援事業所連絡協議会

設立（事務局） 

 

新杉田地域ケアプラザのプログラム

変更 

 

  

2013 年 

（平成 25 年） 
 

障害者総合支援法施行 

5 月 30 日、参議院厚生労働委員会に

理事長が招致。障害者雇用促進法の

改正への意見表明。 

  

 

社会福祉法人電機神奈川福祉センターで支援している就労障害者数：887 人（内、新卒定着支援 115 人） 

2013 年（平成 25 年）12 月末日現在 

 


