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就労継続支援事業とは

一般企業に雇用されることが困難な障がい者を対象に、就労の機会を通じて、
生産活動にかかる知識や能力の向上を目指す事業です。

雇用契約を結び給料をもらいながら利用する雇用型「A型」と、
通所として授産的な活動を行い工賃をもらいながら利用する非雇用型「B型」の
2種類があります。

一般企業へ就職の支援をする事業は、就労移行支援事業となっています。
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急速に増えている障害者就労支援施設

2006年から施行された「障害者自立支援法」では、「障害者がもっと働ける社会に」を
旗印に、障害者の働く場づくりの提供、社会参加の機会提供を積極的に推進しています。

障害者が働く場である就労支援施設もここ数年急速に増え続けております。
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就労継続支援 A型事業所とは

・A型の場合

利用者と雇用関係を結ぶため、
各種保険（雇用、労災、健康保険等）の整備や
最低賃金以上の人件費等で運営に関するコスト
は増すが、雇用が安定するので、作業能力アッ
プが見込め、売り上げ増加にも寄与します。

雇用関係の助成金獲得が見込めます。

一般企業への就職が困難であり、障がい者に一般就労への機会を提供すると
ともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障害
福祉サービスを提供することを目的としています。

障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保証するしくみの
「直接雇用型」の障害福祉サービスです。

就労移行支援
就労継続支援

A型
就労継続支援

B型

雇用契約 なし あり なし

賃金
利用料

年収によって
利用料あり

給与の支払いあり
利用料支払う場合

もあり

工賃の支払いあり
利用料支払う場合

もあり

月額全国平均
収入

平均67,795円
(2015年度)

平均15,033円
(2015年度)

対象者
原則18～65歳未

満
原則18～65歳未

満
年齢制限なし

利用期間 2年(延長あり) 定めなし 定めなし
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利用者
（障がい者）

A型事業所 一般企業

雇用契約就労 労働

賃金
職業・生活指導

仕事
外部収益

A型事業所の運営の仕組み

•入所者一人ごと日々の就労支援ごとに事業所へ給付されるお金訓練給付金

•一般企業より頂いた仕事の対価としての収入外部収益

•特定求職者雇用開発助成金。障害者を雇用したことで得られる助成金助成金
様々な助成を用意するなど、政府も力を入れて取り組む福祉事業は、近年注目されているビジネスです。
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給付金、外部就労売上、助成金などを主に、
売上が見込める事業を展開することで、
運営事業は安定していきます。

運営収
入

給付金

外部収益

助成金
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就労継続支援A型の事業特徴・運営メリット

既存の事業を行っている場合は、利用者に仕事をしてもらうことで、人

件費のダウンサイジングが可能で、利用者も継続的な仕事を見込めるの

で離職率が低くなります。

雇用関連の助成金獲得が図れます。

最低定員は10名からはじめられます。初期投資費用が低い。

（B型よりも面積の比較的小さい物件で始めることが可能）

社会福祉事業として地域貢献が図れます。

事業拡大として地域密着だけでなく、全国展開が可能です。
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就労継続支援A型 導入検討ができる助成金

特定求職者雇用開発助成金

職場適応援助者助成金

障害者試行雇用奨励金

地域雇用開発助成金
その他

上記は一例です。開設状況、地域状況などにより、その他受けられる助成金があります。
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就労継続支援A型の設備・人員基準

人員基準

職業指導員及び
生活支援員

利用者10人に対して1人以上の常勤

サービス管理責任者
利用者60人以下の事業所は1人以上の常勤
利用者61人以上の事業所は2人以上の常勤

管理者 常勤1人

設備基準

訓練・作業室
訓練・作業に支障がない広さと、必要な機械器具等
の備えがあること

相談室 仕切りなどを設けること

洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであると

多目的室・その他、運営に必要な設備
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就労継続支援A型の利用方法

見学体験利用

サービス等利用
計画案提出

受給者証発行

申請

認定調査

計画相談

サービス利用
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開業運営サポートパック

フランチャイジー様に、フランチャイズパックを用意しております。

福祉未経験の方でも弊社A型事業所での教育・研修を受けて頂くことで、福祉業界、施設運営
のノウハウをしっかりと吸収できます。

就労支援事業開業の大きなハードルが行政の申請手続きです。
年々、行政審査が厳しくなっている中、初心者の方でも開業申請手続きがスムーズにでるよう、
行政申請書類作成および事前協議を豊富な申請実績で支援します。

福祉支援事業は、利用者獲得が重要です。利用者獲得ノウハウをサポートいたします。

福祉支援事業は、不正業務行為によって事業取消処分を受けてしまいます。
特に都度、行政提出の必要な申告書類が多々あります。給付金に係る申請提出書類など毎月
の申請書類を漏れのないようサポートいたします。

パック内容

①

②

③

④
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就労支援事業に関する相談サポート
開設にあたり就労支援事業に関するルール・知識・ポイントなどをサポー
トし疑問点を解決していきます。

開業申請資料に関するサポート
行政、金融機関に対して事業戦略と緻密な費用・資金計画の策定サ
ポートを行います。

開業までのスケジュール管理
開業申請に必要な書類作成、資金、備品など効率よく進めるスケジュー
ルを管理サポートします。

開業施設地のマーケティング
開業候補地における需要予測、他事業所の状況、人員確保可能地区
など情報の提供をいたします。

指定基準に関する相談
事業運営にあたり必要人員・設備・賃料等の観点から総合的な判断提
案をいたします。

事業計画作成サポート
行政、金融機関に対して事業戦略と緻密な費用・資金計画の策定サ
ポートを行います。

人員獲得（スタッフ）のサポート
就労支援開業申請に必要な人員スタッフの確保が必要となります。資
格取得者の獲得など福祉スタッフの人員獲得方法をサポートし、確実に
申請必要な人員を確保サポートします。

人員獲得（利用者）のサポート
就労支援事業の運営をするにあたり、利用者がいないと運営は成り立ち
ません。利用者への説明会、見学会などの実施を行い、人員獲得をサ
ポートします。

開
業
サ
ポ
ー
ト

給付金申請に関する申請サポート 行政に対して、毎月、介護給付金、訓練等給付金申請が必要となる為、
申請書類作成をサポートします。

行政申請書類に関するサポート 行政からの報告書類などの作成サポートをいたします。

運営に関するアドバイス 日々の就労支援事業に係る運営助言及び相談に関しノウハウを提供し
ます。

助成金に関する情報提供 運営を行う上での、獲得できる助成金情報を提供し、確実な助成金獲
得をサポートします。

運
営
サ
ポ
ー
ト
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項 目 開業運営サポートパック

運営開設支援 4,000,000円

ロイヤリティ 10.0％（毎月）

※【開業運営サポートパック】
運営開設までのサポート一式となり、開設支援着手金として契約時に150万、
運営開業時に残金のお支払いとなります。

※【ロイヤリティ】
開設後の運営にあたる行政申請書類（介護給付金額の10%）コンサルティング料金含め、
訓練給付金から10％を毎月のお支払いとなります。

項 目 工 事・準 備

物件取得費 約2,500,000円

内装・設備工事費 約2,000,000円

什器備品 約800,000円

その他・消耗品等 約500,000円

合計：約8,800,000円
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メリット１ 少ない初期投資での事業展開が可能

事業所運営としての施設場所があれば開設可能です。
例えば現在、空いている施設（100㎡以下）などがあれば利用できます。
新たに施設借としても400万円程度の初期投資でビジネスが展開できます。

メリット２ 少人数での施設運営が可能

就労継続支援A型スタッフとして20名定員展開でも、概ね5名での少人数で
運営ができます。また施設運営に関してのフランチャイズ展開ができるため
未経験の方でも十分運営ができる仕組化になっております。

メリット3 設備投資額が少ない

医療施設などと違い、初期投資備品も少なく無駄なコストが抑えられます。

メリット４ 変動要素が少なく安定した収支事業モデルの実現

予測しがたい変動要素が少なく、人員コスト（利用者給与）も抑えられ、他業種
に比べリスクは大幅に少ないです。しかも今後、高齢の障がい者が増える
現状から考えれば、需要としては、必ずや必要な福祉事業として展開できます。
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就労継続支援A型の収益モデル例（月間収支）

・利用者数：20名 ・作業日数：22日 ・作業時間：4時間 ・スタッフ数：4名 としての収支モデル例となります。

※実績に基づいたシュミレーションであり、
開業後の利益を確約するものではありません。

利用者数の増減により変動はしますが、人員獲得、就労収入を確立することで、
早期に安定した収支を図ることが可能となります。
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ステップ１ 加盟のお問合わせ 簡単なご説明をさせて頂きます。

ステップ２ ヒアリング 運営予定地や時期、環境など施設運営システムの
ご説明にお伺いいたします。

ステップ３ サーベイ プレゼン
ヒアリング結果を反映させて頂き、サーベイ結果を報告
させて頂きます。当社直営の施設見学など収支計画
などご提案いたします。

ステップ４ 加盟お申込 加盟意思確認をさせて頂き、契約書と内容を説明させて
頂きます。

ステップ５ 加盟本契約 加盟店様との契約を集結いたします。


