
 

1

    

                    

                        

                        

講演録「夢を追いかけろ！少年課刑事から共生社会実現へ」 

 

 

 

1968 年 9 月 誕生 出身地 大阪府堺市 

1992 年 3 月 佛教大学社会学部社会福祉学科卒 

1992 年 4 月 京都府警察官拝命 

1999 年 4 月 京都府警察を辞職し，福祉施設職員になる 

2007 年 4 月 NPO 法人 ENDEAVOR JAPAN 設立 統括事業長に就任 

2009 年 8 月 ノンフィクション漫画 

「夢を追いかけろ！少年課刑事から共生社会へ」を出版 

2010 年 9 月 FM 守口（ＦＭハナコ）に準レギュラーとして出演中 

2013 年７月 「夢を追いかけろ！」イメージソングＣＤを発売 

2014 年 4 月 ワークチャレンジスタイル GOKENDO を設立 事業長に就任 

2014 年 10 月 株式会社 REGEND 設立 代表取締役に就任 

2015 年 4 月 NPO 法人 ENDEAVOR EVOLUTION 設立 理事長兼事業長に就任 

2016 年 10 月 ㈱五健堂本部長付相談係に就任 

講師：松浦一樹（NPO 法人 ENDEAVOR EVOLUTION 理事長） 
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夢を追いかけろ！
～ENDEAVOR EVOLUTION

の取り組み～

特定非営利活動法人

ＥＮＤＥＡＶＯＲ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

理事長 松浦一樹

・もともと少年課の刑事です

・地域で青少年健全育成をしたいという願
いを込めて福祉に転身

自己紹介をさせてください！
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あほちゃうか？と言われ続けて
も…(*_*)

夢でメシが食えるか！

夢を追いかけろ！絶賛発売中(^_-)-☆
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映画にもなりました！
（ＤＶＤ 絶賛発売中！）

事業

＊ワークチャレンジスタイルGOKENDO
就労支援A型事業所 平成２７年４月～

ＥＮＤＥＡＶＯＲ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮとは
（努力して） （進化する）という意味
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事業

＊ＳＡＭＵＲＡＩ
共同生活援助事業 平成２６年１０月～

ＳＡＮＵＲＡＩ とは
（侍のような男になってほしいという願いを込めて）

独自の就労ステップアップの仕組み

Ｃ社

ワークチャレンジスタイルＧＯＫＥＮＤＯ（Ａ型事業所）

各社へ施設
外就労

Ｂ社

【福祉就労等と連携した障害者雇用の京都府推進モデル】

Ａ社

D社

各企業で障害者雇用に向けた積極的取組を展開
施設外就労として訓練→戦力として直接雇用へ
就職後のアフターフォローや企業との連携も実施

Ａ社（アグリエイト）
カット野菜加工作業

1日9名

Ｂ社（グリーンテクノ）
産業廃棄物仕分け作業

1日1名（週1回）

Ｃ社（五健堂倉庫）
ピッキング作業

1日2名

D社（阪口製作所）
シートベルト部品組み立て作業

1日1名

特定非営利活動法人ENDEAVOR EVOLUTION
ステップアップ型就労支援スタイル

A型 基本訓練 五健堂空箱センター

ステップアップ就労支援
（施設外就労・フォローアップ）

五建堂グループ関連企業
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障害者就労支援事業
非行少年健全育成事業
ひきこもり青年就労体験職親事業

事業内容

 平成２７年度 作業科目５科目 売上 ３４，７４０，１３６円
給料支払総額 １７，９３７，８８８円 延べ人数１８０人

平均給料 ９９，６５５円

 平成２８年度 作業科目５科目 売上 ４１，７８２，４２１円
給料支払総額 ２１，６５９，６１６円 延べ人数１９４人

平均給料 １１１，６４８円（前年比+１１，９９３円）

 平成２９年度 作業科目５科目 売上 ５３，９７６，２７０円
給料支払総額 ２４，５１４，５９７円 延べ人数２０４人

平均給料 １２０，１７０円（前年比+８，５２２円）

売上の推移と平均給料
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 平成３０年度 作業科目５科目 売上 ５５，８４０，５２２円
給料支払総額 ２７，４９６，０３６円 延べ人数２１９人

平均給料 １２５，５５３円（前年比+５，３８３円）

 令和元年度 作業科目５科目 売上 ５４，１９９，９１２円
給料支払総額 ２６，３８７，３９５円 延べ人数４，５０５人

平均給料 １２９，９８７円（前年比+４，４３４円）

 令和２年度 作業科目５科目 売上 ５１，７２０，０３０円
給料支払総額 ２５，９０９，２３１円 延べ人数４，３５６人

平均給料 １３０，８５５円（前年比+８６８円）

売上の推移と平均給料

２０２１年 １月～１２月
（給料 特別手当 残業手当 ボーナス等含む）

平均時間 ６．８時間
月額平均 １３８，１２０円

平成３年 平均給料
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社会保険は、生活を守るため
には必須だと考えています

社会保険 全員加入

・仕事はそこそこできても、家庭や
生活が成り立っていない人がたく
さんいた！

グループホームを作った理由
～生活の大切さ～



2022/2/2

8

目の前にその事業が必要な
人たちがいるからやる

法人を作って人を集めるのではなく…

グループホームSAMURAIの食事風景
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なぜなら、

税金でさせて頂いている事業

障害というハンディのある方た

ちのための事業

だからです

「悪しきA型」「福祉ビジネス」等
と周囲に言わせてはいけない

やりすぎもだめ
やらなさすぎもだめ
利用者としてのお客様ではなく、 １
人の人として対応することが大切

支援で気を付けていること
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作業を提供することが訓練事業所の
目的ではなく、作業はあくまでも手段
である

それぞれの方の能力を伸ばしていく
努力をすることが訓練事業の役割で
ある

訓練事業とは？

平成２７年４月に新たに事業所を
立ち上げなおしてから７年間の職
員の離職率は０％です。

誰もが頑張れる職場を目指して
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結果は後からついてくる
…はずである

方向性が間違っていなければ

職員であれ、利用者であれ、
最後は一生懸命本気で生きて
きた人が勝つ🉇のだと信じてい
ます

生涯現役であれ！
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死ぬまで俳優（売れない）
内藤和也 ５４歳

８０歳 現役指導員（死ぬまで働け！）
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「まじめにコツコツ
一生懸命頑張っている人が

報われる社会」

私達が目指すべき共生社会とは

事業のビデオをご覧ください
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ご静聴

ありがとう

ございました


