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100名

Ａ型事業所の経営者・職員、その他就労継続支援Ａ型事業所
の経営に関心ある方はどなたでもご参加いただけます。

日時

場所

定員
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　一般就労が難しい障害者にとって、就労継続支援A型事業所は、労

働者としての権利や賃金も保障され、さらに、障害を配慮された多様

な働き方ができるという大事な制度です。

　しかし、平成29年4月、就労継続支援A型事業所の運営基準見直し

において、生産活動事業収入から経費を除いたものが賃金総額を上

回らなければならないという、事業者にとって厳しい規定に変わりまし

た。そして、じつに全国の７割のＡ型事業所が赤字という実態が明らか

になり、経営改善に多くのＡ型事業所が苦戦しています。

　全Ａネットでは、平成29年２月にＡ型事業所の全国調査を実施。こ

の調査結果と、全Ａネットの好事例募集による推薦事業所に現地ヒア

リングを実施し、「Ａ型事業所好事例報告書」を作成しました。

　今フォーラムでは、よきA型事業所を広げるために、全国の好事例の

紹介を中心に行います。この機会に、障害のある人のためにさまざま

な立場を越えて、よきA 型を目指した経営を共に学びましょう。

全Ａネット 理事長　久保寺 一男

よきＡ型を目指した経 営
Ａ型事業所好事例報告フォーラム

埼玉県立大学教授　朝日 雅也 氏

Ａ型の情勢とＡ型に求められること

基調講演

　埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉子ども学科教授。障
害者の職業リハビリテーション、就業支援等が専門。福祉施設と
一般企業での就労をいかに結びつけていくか等についての研究
活動を行い、単に就労移行支援にとどまらず、障害のある人の尊
厳ある働き方を追求している。
　埼玉県障害者施策推進協議会会長、日本職業リハビリテー
ション学会会長。
　ヤマト福祉財団福祉助成金選考委員会委員長他。



1.

事例報告

株式会社九神ファームめむろ
取締役  且田 久美 さん

何もなかった北海道の田舎。小さな町の
障害者の働く場づくりは、企業の手腕の
プロジェクトで全国展開へ！

2. 一般社団法人ワークワーク
理事  三木 紀子 さん

最初は大阪に、第2号を東京にと、連携会
社建屋の中に事業所を構えるスタイルを
確立。

農業 資源リサイクル

3. 社会福祉法人ぷろぼの
理事長  山内 民興 さん

ボランティア（プロボノ）として関わり始め
た福祉作業所をＩＴで成長させ、Ａ型事業
所へ展開。

4. 有限会社Ｃネットサービス
工場長  吉田 泰彦 さん

作業効率改善、職業評価や資格制度の導
入により、「与えられ福祉」から、活力ある

「積極的福祉」へ転換。

ＩＴ 食器容器洗浄

5. NPO法人中小企業家コンソーシアム京都
あむりた 施設長  白濱 智美 さん

「（大学＋中小企業家＋福祉）×共通の思
いと願い＝大学レストラン」と地域の思い
が結集した京都の事業所。

6. 佐世保ブロイラーセンター株式会社
代表取締役  村上 諭 さん

事業所を設立し、鶏肉の手さばきにこだ
わる加工の生産工程を、障害者の仕事と
して確立。現在は親会社を経営。

レストラン 食肉加工

全Aネット
理事長  久保寺 一男 　

シンポジスト

進和学園統括施設長としてA型事業所の
経営に関わる。A型事業所の行方に危機
感を持ち、全Aネットの設立に関わる。

シンポジスト公共価値創造研究所
代表  岩渕 祐二 さん

障害者問題や行政評価の専門家。好事例
集作成委員会での外部の客観的な評価
やアドバイス等の役割を担う。

株式会社九神ファームめむろ
取締役  且田 久美 さん

シンポジスト シンポジスト社会福祉法人ぷろぼの
理事長  山内 民興 さん

ファシリテーター

東京家政大学
名誉教授  上野 容子 さん

ソーシャルワーカーの草分けとして長きに渡り活動。ソー
シャルファームジャパンの理事他多数。

シンポジウム

一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構
代表理事  岩田 克彦 さん

元厚労省職員、退官後も障害者の労働に関す
る研究に従事。現全Ａネット顧問。

講義

A型事業所認定制度についての説明と解説



公益財団法人ヤマト福祉財団助成事業

TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 2Ｆベガ

お申し込みはこちらから

〒453-0014
愛知県名古屋市中村区則武1-6-3
ベルヴュオフィス名古屋
TEL：052-990-2730

JR東海道本線 名古屋駅
近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅
名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅
名古屋市営桜通線 名古屋駅
名古屋市営東山線 名古屋駅
いずれも太閤通口より徒歩5分

NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会（全Aネット）
〒170-0004　豊島区北大塚3-34-7 社会福祉法人豊芯会内 全Ａネット事務局　TEL:03-3915-8111

公益財団法人ヤマト福祉財団　フォーラム事務局
http://www.yamato-fukushi.jp/

プログラム

アクセス

フォーラムのお問い合わせ

開会式挨拶

基調講演

好事例報告1
（各20分）

質疑応答

休憩

好事例報告2
（各20分）

開会挨拶と趣旨説明
全Ａネット　理事長　久保寺 一男

Ａ型の情勢とＡ型に求められること
講演者
埼玉県立大学教授　朝日 雅也氏

1.（株）九神ファームめむろ
取締役　且田 久美さん

2.（一社）ワークワーク
理事　三木 紀子さん

3.（社福）ぷろぼの
理事長　山内 民興さん

4.（有）Ｃネットサービス
工場長　吉田 泰彦さん

5.（NPO）中小企業家コンソーシアム京都
あむりた
施設長　白濱 智美さん

6.佐世保ブロイラーセンター(株)
代表取締役　村上 諭さん
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休憩

シンポジウム

講義

大会宣言

よきＡ型を目指して
～障害者のための事業所であること

シンポジスト
・（株）九神ファームめむろ

取締役　且田 久美さん
・（社福）ぷろぼの

理事長　山内 民興さん
・公共価値創造研究所

代表　岩渕 祐二さん
・全Ａネット

理事長　久保寺 一男

ファシリテーター
東京家政大学
名誉教授　上野 容子さん

A型事業所認定制度についての
説明と解説　

（一社）ダイバーシティ就労支援機構　
代表理事　岩田 克彦さん
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