
日本職業リハビリテーション学会 第46回北海道大会 開催案内 

「障がい者雇用・就労の差別解消に向けて～これまでの10年、これからの 10年 」 

会期  2018年8月24日(金) ・ 25日(土)   会場  北星学園大学 

 

8月２４日（金） 
 

09:30－10:00 研究基礎講座受付 

10:00－12:00 研究基礎講座 

12:00－13:00 大会受付・昼食 

13:00－13:10 開会式 

13:10－14:10 基調講演 

「障がい者雇用・就労の差別解消に向けて 

              ～これまでの10年、これからの10年」 

上野 武治 【 北海道大会 大会長 】 

 

14:30－16：00 ワークショップ 

研究・実践発表（口頭発表） 

 

16:15－17:45 ワークショップ 

研究・実践発表（口頭発表） 

 

18:15－20:00 懇親会 

8月25日（土） 
 

09:00－11:00 2日目受付 

09:15ー10:15    会員総会 

10:30－12:00  

        ポスター発表 

ワークショップ 

        学会政策委員会WS 

研究・実践発表（口頭発表） 

 

12:00－13:00 昼食 

 

13:00－15:00 基調シンポジウム 

「障がい者雇用・就労の差別解消に向けて 

              ～これまでの10年、これからの10年」 

15:00－15:30 閉会式・授賞式 

 

参加申し込み ご案内 
 

※ 大会ホームページからお申し込み頂けます。 

※ 大会ホームページは４月上旬ころ開設予定です。 

 

※  事前申し込みは事前申し込みの金額となります。 

事前申し込み期日はホームページでご確認ください。 

※  事前申し込み以後は、当日申し込みの金額となります。 

事前申込・・・・会員 3,000円 ・ 非会員 4,000円 ・ 学生 1,500円 

当日申込・・・・会員 4,000円 ・ 非会員 5,000円 ・ 学生 1,500円 

研修基礎講座・・・・会員 無料 ・ 非会員 1,500円 

 

 

 

日本職業リハビリテーション学会 

第46回北海道大会開催にあたって 

 

北海道大会の開催にあたり、皆様の参加を運営委

員・実行委員一同、心からお待ちしています。 

今大会のテーマは「障がい者雇用・就労の差別解

消に向けてけて～これまでの10年、これからの10

年」ですが、その意味は以下の通りです. 

北海道での大会は2007年の第35回大会から11

年ぶりですが、この間にわが国の障がい者雇用・就

労は障害者制度改革と障害者権利条約の批准もあ

って、当時とは大きく変わったように見えます。 

障害者総合支援法の下で就労移行・継続支援事業

所は年々増加しています。さらに、障害者雇用促進

法には差別禁止と合理的配慮が明記され、4月から

は精神障害者の雇用も義務化され、法定雇用率は当

時より0.5％、引き上げられました。 

その一方で、「雇用」と「就労」の差別構造は温

存され、「就労」支援は「職業リハビリテーション」

から排除され、職業リハビリテーションの国際基準

は大きく歪めたままで、当学会の立脚基盤を不確か

なものにしています。 

最近、特に憂慮しているのがA型事業をめぐる

問題です。全国で生じているA型事業所の相次ぐ

閉鎖は障害を持つ労働者を大量に解雇し、障害者の

働くことを通して生計を立てる権利を奪い、障害者

のデイ―セントワークを蹂躙するものといえまし

ょう。そして、この北海道では実に8割弱の事業所

が赤字で、廃業の危険に晒されています。 

このA型事業こそわが国の職業リハビリテーシ

ョンが内包する矛盾の象徴なのです。 

大会テーマの副題「これからの10年」とは、本

大会がこうした諸問題の解決、特にA型事業の制

度上の在り方を国際基準に則って再検討し、わが国

の職業リハビリテーションに特有な差別解消への

一歩を踏み出す決意を示すものです。 

具体的には第1日目の基調講演、2日目の基調シ

ンポジウムを通してこれらの課題を深めたいと考

えていますので、皆様による熱心かつ活発な討論で

実り豊かな大会にしようではありませんか。 

では、夏の札幌でお会いしましょう！ 

第46回北海道大会大会長 上野 武治 

 
 



後援 
 

調整中 

 

大会参加お申込みに関するお問い合わせ 
 

株式会社Notoカレッジ 

E-mail：shokuriha-hokkaido@notocolle.co.jp 

電話：0584-77-7632  FAX：0584-77-7633 

 

研修基礎講座 

 

講座Ａ 「 精神障害者の雇用について 」                                 相澤 欽一  【 障害者職業総合センター 】 

講座B 「 障害者雇用にまつわるハラスメント・虐待について 」         志賀 利一  【 社会福祉法人 横浜やまびこの里 】 

講座C 「 実践研究の始め方ー入門編（現場の取り組みをどの様に研究につなげるか）」   小川 浩   【 大妻女子大学 】 

基調講演 

 
「 障がい者雇用・就労の差別解消に向けて～これまでの10年、これからの10年 」 

上野 武治 【 北海道大会 大会長 社会福祉法人さっぽろひかり福祉会 北海道大学名誉教授 】 

 

基調シンポジウム 

 
「 障がい者雇用・就労の差別解消に向けて～これまでの10年、これからの10年 」 

司会 上野 武治（社会福祉法人さっぽろひかり福祉会 北海道大学名誉教授）  

八田 達夫（日本医療大学 北海道大学名誉教授） 

１． 職業リハビリテーションの国際基準をめぐる国内外の動向  

松井 亮輔 先生 【 国際リハビリテーション協会（RI）国内事務局長、法政大学名誉教授 】 

２． わが国における保護雇用の創設と就労継続支援Ａ型事業 

上野 武治     【 社会福祉法人さっぽろひかり福祉会理事長、北海道大学名誉教授 】 

３． デイ―セントワークの実現―働く障害者のためにー 

朝日 雅也 先生 【 日本職業リハビリテーション学会会長、埼玉県立大学教授 】 

指定討論（10分）   西村 正樹 氏  【DPI日本会議副議長、社会福祉法人アンビシャス総合施設長 】 

 

 



演題・参加申し込み ご案内 
 

※ 大会ホームページからお申し込み頂けます(演題・自主ワークショップについては研究・実践発表のページをご確認ください)。 

※ 大会ホームページは４月上旬ころ開設予定です。日本職業リハビリテーション学会のホームページからアクセスできます。 

※ 事前申し込みは事前申し込みの金額となります。 

事前申し込み期日はホームページでご確認ください。 

事前申し込み締め切り以後は、当日申し込みの金額となります。 

※ 発表論文集1冊を含みます。 

 

事前申込・・・・会員 3,000円 ・ 非会員 4,000円 ・ 学生 1,500円 

当日申込・・・・会員 4,000円 ・ 非会員 5,000円 ・ 学生 1,500円 

研修基礎講座・・・・会員 無料 ・ 非会員 1,500円 

 

懇親会費・・・・会費制4,000（税込） 

※ 懇親会は8月24日（金）18:15～ 会場は、北星学園大学学生会館の予定です。 

※ 事前申し込みされる方は、大会参加申込フォームからお申込みできます。 

 

昼食について 

  ※ お弁当の事前申し込み販売を実施予定です。 

  ※ ご希望の方は事前参加申し込み時に合わせてご注文ください。当日注文は予定しておりません。 

 

 

参加者で障害のある方への支援について 

※ 参加者で障害のある方につきましては、可能な限りサポートさせていただきます。参加をご計画された時点で、大会事務局までご相談く

ださい。 

 

宿泊の斡旋等について 

※ 大会開催日はもとより、観光・行楽客等による混雑の影響で、宿泊予約も確保しにくくなると予想されます。今大会では大会事務局が

特に宿泊施設を斡旋することは致しておりませんので、参加者の皆様各自で早期にご予約されることをお勧め致します。 

 

会場のご案内 
 

北星学園大学 （札幌市厚別区大谷地西 2丁目 3-1、地下鉄東西線大谷地駅 徒歩５分） 

 

 



大会のお申込み、受付に関するお問い合わせ 
 

株式会社Notoカレッジ 

TEL 0584-77-7632 / FAX 0584-77-7633 

E-mail shokuriha-hokkaido@notocolle.co.jp 

 

 

大会の運営等に関するお問い合わせ 
 

第4６回北海道大会 事務局 

〒064－0821 札幌市中央区北1条西20丁目1‐1 ラントレボー601 

就業・生活応援プラザ とねっと 

TEL 080－6067－6545  

E-mail shokuriha_hokkaido@yahoo.co.jp 

 

 

学会への入会・年会費等に関するお問い合わせ 
 

日本職業リハビリテーション学会 事務局 

〒813-8503福岡県福岡市東区松香台2-3-1 

九州産業大学国際文化学部 倉知研究室 

TEL / FAX 092-673-5818 

E-mail  shokuriha_jimukyoku@vocreha.org 

 

 

大会ホームページ 
 

大会ホームページは４月上旬開設予定です。日本職業リハビリテーション学会のホームページからアクセスできます。 

 

※ 参加お申し込みは大会ホームページからお申し込み頂けます。 

※ 大会ホームページは４月上旬開設予定です。 

※ 事前申し込みは事前申し込みの金額となります。 

 

演題募集等の予定に関しては、大会ホームページでご確認ください。 

※演題募集開始    ２０１８年４月9日(月)予定 

※大会参加申し込み開始   ２０１８年４月中旬予定 

※演題募集締め切り      ２０１８年５月20日(日)予定 

※抄録締切                   ２０１８年７月3日(火)予定 

※大会事前参加申し込み締め切り   ２０１８年８月上旬予定 

 

 

 


