テーマ

（金）
札幌会場 8月3日
ACU-A
（アスティ 45）
16F

就労継続支援Ａ型事業所の未来

今、障がい者と雇用契約を締結して働く就労継続支援Ａ型事業所を巡り、
さまざまな課題が浮かび上がっています。
ヤマト福
祉財団では、
Ａ型事業所の将来に危機感を持った有志が集まる全Ａネット＊とともに２日間にわたりフォーラムを開催します。A
型事業所の新しい考え方や厚生労働省からの最新情報、札幌市障がい者協働事業の事例報告、
そして各地から集まったパネリ
ストがリードする分科会、全体ミーティングと盛りだくさんの内容となっています。
Ａ型事業所関係者やＡ型事業所の現状に関
心のある方々の幅広い参加をお待ちしています。
＊全Aネット主催の
［「はたらくNIPPON！計画」A型フォーラムin札幌］
は翌日の8月4日に同会場で開催します。
（7p参照）

師

Program

講

ＮＰＯ法人日本障害者協議会代表／
日本障害フォーラム副代表／きょうされん専務理事

藤井 克徳

あいさつ

10:00
10:05

講演１

時流講座 障がいのある人の
ディーセントワーク
ＮＰＯ法人日本障害者協議会代表
藤井 克徳

10:50

講演２

雇用と福祉にまたがる特性を活か
し、新たな時代を切り開くA型事業
所を目指して
「中間的就労分野におけるA型事業
の可能性検討事業」研究会座長
岩田 克彦

11:35

講演３

行政説明
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課（予定)

障がいのある人の現在の働く場・暮らしに関する課題について「障害者権利条
約」や「障害者差別解消法」など最新動向を交えてお話いただきます。

講

師

講演

時流講座

障がいのある人のディーセントワーク

全Aネット顧問／元職業能力開発総合大学校 教授／
「中間的就労分野におけるA型事業の可能性検討事業」
研究会座長

岩田 克彦
全Ａネットは、
ヤマト福祉財団の助成による実態調査からＡ型事業の課題を洗い出
し、良きA型を推進するにはどのような手立てを講じなければならないかを検討し
ています。
また、
Ａ型は、一般就労が難しい方の労働者としての身分保障をする中
間的就労の場として貴重であると考えています。A型事業の基本的な在り方を巡
って活発な意見交換をして取りまとめた研究会の報告書の内容を紹介します。

講演

12:20
13:15

休憩（55分）
事例報告
（各３０分）

事例報告３ 石澤 利巳
（NPO）
札幌障害者
活動支援センターライフ 専務理事
14:45

ご案内

行政説明
就労継続支援Ａ型事業所における適正な運営に向けた指定基準の見直しが行わ
れました。
Ａ型事業所の現状とこれからの在り方や方向性について行政の考え方
について説明を依頼しています。

講演

就労継続支援A型における
適正な運営に向けた指定基準の見直し等について

事例報告１ 荒野 耕司
（NPO）
地域生活きたのセンター
ぱお 代表
事例報告２ 角谷 宏
（NPO）
地域生活支援グループ・
共働友楽舎ワークショップアリス 所長

雇用と福祉にまたがる特性を活かし、
新たな時代を切り開くA型事業所を目指して

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課

札幌市障がい者協働事業から学ぶ

15:00

「働くNIPPON！計画」
日本財団 竹村 利道
休憩（15分）

15:15

当事者の声

Ａ型事業所で働く本人からのメッセージ

15:30

シンポジウム
（75分）

就労継続支援Ａ型事業所の未来
登壇者： 研究会委員･事例報告者３名
コーディネータ 藤井 克徳

16:45

ご案内

17:00

終了

全Aネットの目指すもの
全Aネット理事長 久保寺 一男

リーダー事例報告
「札幌市障がい者協働事業から学ぶ」
大量解雇問題で就労継続支援Ａ型事業所の在り方が問われる今、札幌市が独自
に実施している定員10名未満の事業所を対象とした「札幌市障がい者協働事
業」に着目し、
その取り組み成果を学びます。
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事例報告1

荒野 耕司 NPO法人地域生活きたのセンターぱお 代表

事例報告2

角谷 宏

事例報告3

石澤 利巳 NPO法人札幌障害者活動支援センターライフ 専務理事

NPO法人地域生活支援グループ・共働友楽舎ワークショップアリス 所長

ご案内
全Aネットの目指すもの
NPO法人就労継続支援A型事業所
全国協議会 理事長 久保寺 一男
全Ａネットについて、ご案内をいただきます。事
業者自らがＡ型事業所の健全な発展のために集
う組織づくりにご参画ください。

テーマ

全Ａネット主催

（土）
札幌会場 8月4日
ACU-A
（アスティ 45）
16F

「はたらくNIPPON！計画」
A型フォーラムin札幌

北海道からA型事業所の果たす役割について
全Aネットは、
「良きA型事業の在り方」
を探る意見交換を札幌・熊本・埼玉で開催することとしています。
この札幌
会場では2日目を全Aネットが主催し、事業者自らがさまざまな課題や情報を共有できる構成としました。良きA型事
業所の発展のために、
分科会・全体ミーティングにみなさまのご参加をお待ちしています。

Program

分科会
10:00

分科会１

地元A型事業所などから総勢１１名のパネリスト・コーディネータ
が登壇します。各分科会ともA型事業所にとって重要なテーマを

テーマ：多様な雇用モデルから学ぶ
経営改善のヒントとその未来
パネリスト：小畑 友希
社会福祉法人さっぽろひかり福祉会 常務理事

取り上げます。

パネリスト：岡野 裕幸
NPO法人札幌チャレンジド 理事・事務局長

分科会1

パネリスト：水野 智大
一般社団法人 Agricola（アグリコラ）代表理事

テーマ：多様な雇用モデルから学ぶ経営改善のヒントとその未来
A型にとって事業の確立は最重要事項です。製パン・大福製造事

コーディネータ：松井 亮輔
法政大学名誉教授

業のさっぽろひかり福祉会、IT事業の札幌チャレンジド、自然養
鶏・有機農業のAgricola（アグリコラ）の多様な事例から、経営
分科会２

改善のヒントとA型の未来展望を探ります。

パネリスト：髙山 真也
株式会社シーケンス 代表取締役
就労継続支援Ａ型事業所ＯｎｅＬ
ｉ
ｆｅ 管理者

分科会2

テーマ：Ａ型における就労支援を考える〜中間的就労の試み

パネリスト：河野 亜希子
株式会社セブンフレンチ・サポート
就労支援事業所ぐろーあっぷ
管理者兼サービス管理責任者

一般就労が難しい障がい者にとって、労働者として働けるA型事
業所はなくてはならない職場、さらには一般就労へのステップで
す。働きがいのある仕事の提供、働く中での就労支援、
また中間的
就労の取り組みについて学びます。

パネリスト：千葉 美穂子
株式会社ラダーサポート
就労継続支援Ａ型事業所
ラダーサポート管理者兼サービス管理責任者

分科会3

テーマ：誰もが、
当たり前に働いて生きていける町へ

コーディネータ：斎藤 規和
株式会社シムス 代表取締役

障がい者の働く場のなかった芽室町にＡ型事業所を立ち上げた
「プロジェクトめむろ」。地場産業の農業を活用した農福連携での

分科会3

通年雇用の実現から、
「働いて生きていく」をキーワードに、
Ａ型事

全体ミーティング

コーディネータ：髙志 博明
NPO法人L and P
（エル アンド ピー）
管理者兼サービス管理責任者

テーマ：A型事業所の果たす役割
A型事業所の果たす役割を考えるとき、各分科会のテーマはそれ
いただき、内容を掘り下げます。

テーマ：誰もが、
当たり前に働いて生きていける町へ
講演者：且田 久美
株式会社九神ファーム取締役
NPO法人プロジェクトめむろ副理事長
（エフピコグループ 特例子会社エフピコダックス株式会社
福山選別工場課長）

業所の果たすべき役割について学びたいと思います。

ぞれ重要な一要素です。大所高所から各パネリストに議論をして

テーマ：Ａ型における就労支援を考える〜
中間的就労の試み・・・などなど

休憩（60分）

12:00
13:00

全体
ミーティング

１．
分科会報告
各コーディネータから報告
２．全体ディスカッション
テーマ：A型事業所の果たす役割
パネリスト
①分科会１のコーディネータ
（松井 亮輔）
②分科会２のコーディネータ
（斎藤 規和）
③分科会３のコーディネータ
（髙志 博明）
コーディネータ
久保寺 一男（全Aネット理事長）

大会宣言
15：00

北海道から良きA型事業運営をする宣言

終了
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