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1. 1. はじめにはじめに

ＩＣＴに関連する業務には自宅で就業の可能な分野が多く含まれております。

このＩＣＴの利便性は、様々な障害により健常者と同等な生活や就労が困難な人々に

とってこそ活かしたい就業手段であると言えます。

しかし、ＩＣＴに触れ親しみ学ぶ機会が少ないこと、雇用体制が整っていないことなど

から、障害者が就業の機会を得られないままでいるのが現状です。

このような、障害を持つ方々の就業の問題を解決する為に、本事業は、『イメージ

分割・分散インターネット エントリー システム』を利用し、“障害者が在宅で就業でき

る機会を創出することを目的” としたものです。

（母子家庭やシニア世代、就業機会の少ない地域への雇用創出にも貢献出来ると考えております。）

同時に “企業の社会的責任（CSR：コーポレート ソーシャル レスポンシビリティ）の

実践に貢献” できる事業であると考えております。

e-ワークスネット㈱はこれらの二つの狙いを実現すべく､社会福祉法人 あかね と

カーネルシステムズ㈱に加え、有志の方々の賛同を得て設立いたしました。



3

ｅ‐Ｗｏｒｋｓ Ｎｅｔ

Ｗ Ｎe

“障害者に在宅就業の機会を提供し” 併せて “業務発注企業のＣＳＲの実践” に

寄与する。このことを通して、ｅ‐ワークスネット㈱ 自身も 社会貢献を果たす。

“障害者に在宅就業の機会を提供し” 併せて “業務発注企業のＣＳＲの実践” に

寄与する。このことを通して、ｅ‐ワークスネット㈱ 自身も 社会貢献を果たす。

・スキャン後の原票イメージ（個人情報）の項目ごとの分割により個人情報とはならない

・分割された個人情報の“かけら” をインターネットで配信、在宅障害者が分散入力

・入力原票（紙）の移動を排除

・スキャン後の原票イメージ（個人情報）の項目ごとの分割により個人情報とはならない

・分割された個人情報の“かけら” をインターネットで配信、在宅障害者が分散入力

・入力原票（紙）の移動を排除

2. 事業の概要

社会的責任(ＣＳＲ)へ貢献

障害者雇用促進法に基く
特例報奨金･調整金の受給

インターネットの環境が
あれば場所と時間の制約を

受けないで就業可

障害のレベルに応じた
仕事の選択ができる

企業から障害者へ就業機会を橋渡し

設立趣旨から社会福祉法人 あかねと
カーネルシステムズ㈱の合弁が特別認可

情報漏えい防止

1） 設立の狙い1） 設立の狙い

2） 在宅データ入力＝インターネット＋パソコン＋入力用ソフトウェア2） 在宅データ入力＝インターネット＋パソコン＋入力用ソフトウェア

発注企業 ｅ‐ワークスネット 在宅障害者3）

厚生労働大臣登録認可

在宅就業支援団体
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障害者雇用促進法

障害者自立支援法

障害者雇用促進法

障害者自立支援法

ＣＳＲ活動
但し企業では報奨金より障害者

雇用率算入を望む声が大きい

ＣＳＲ活動
但し企業では報奨金より障害者

雇用率算入を望む声が大きい

3. 設立の背景

ｅ-ワークスネット㈱
① 障害者へ就業機会を拡大
② 業務発注元の企業はＣＳＲに貢献
③ 情報漏えい防止、高品質なデータ入力業務

ｅ-ワークスネット㈱
① 障害者へ就業機会を拡大
② 業務発注元の企業はＣＳＲに貢献
③ 情報漏えい防止、高品質なデータ入力業務

障害者の在宅就業支援をめざす
社会福祉法人と民間企業のコラボレーション

社会福祉法人の
出資は厚生労働省の

特例認可

カーネルシステムズ㈱
インターネットを介し情報漏洩防止と

入力効率向上を可能にしたイメージ

分割/分散型データ入力ソフトの提供

社会福祉法人 あかね

障害者の自立支援・就業支援の
ノウハウとＩＴ教育（バーチャル工房）
在宅就業支援団体に不可欠な要件を具備
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例：「カード申込書」スキャンニング後のイメージ

個人を特定できないイメージデータのグループを作成する
姓と名、住所や電話番号をさらに分割して入力データとすることもできる

個人を特定できないイメージデータのグループを作成する
姓と名、住所や電話番号をさらに分割して入力データとすることもできる

分割パターン③

分割パートA分割パートA

分割パートB分割パートB

分割パートC分割パートC

4. イメージデータの分割
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5. イメージ分割／分散 インターネットエントリー

■原票（紙）をスキャニングし、
インターネットを介してイメージ
データを配信するため入力原票
の移動がありません

■イメージデータは、名前、住所、
電話番号など細かく分割するた
め、個人を特定できません

これにより情報漏洩が防止でき
ます

■分割したイメージデータをインターネットで在宅者に

１件づつ配信して、専用ソフトでデータ入力を行ないます

氏 名

住 所

電 話

加藤光太郎

神奈川県横浜市

045-844-xxxx

イメージ 分割 データ 結合在 宅 データ 入 力

氏名

住所

電話

健 常 者

母子家庭

障 害 者

原票のスキャニング

分 割 分 散 専 用 ソ フ ト

■入力されたデータは回収され、

ひとまとまりの個人データとして
結合されます。
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6. 入力画面例

保険契約掛け金の領収書から
領収書番号、入金金額、入金日
だけを切り出し、在宅者に配信
された画面です
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e-ワークスネット株式会社
ＪＲ京葉線海浜幕張駅前

インターネット

□□ 全ての作業が自宅ででき全ての作業が自宅ででき、時間と場所の制限がない、時間と場所の制限がない

受注から納品まで全てオンラインで可能。

□□ 作業作業量は自分で決められ量は自分で決められるる

作業の開始、終了は各人の生活パターンに合わせられる。

マイペースで作業可能なので適時アクセスして入力作業が可能。

□□ 作業報酬が確認できる作業報酬が確認できる

報酬は随時、オンラインで確認することが可能。

安心して収入の目標をたてることができる。

□□ 障害者の障害レベルに応じた作業内容障害者の障害レベルに応じた作業内容

画像分割によりスキルに応じた入力作業が可能。

□□ 高度な個人情報保護対策高度な個人情報保護対策

画像分割、暗号化通信など強化された個人情報保護対策。

ベリファイ機能による高水準の入力精度を保証。

データの取り扱いと品質には万全の対策。

7. ｅ-ワークスネットの在宅就業システム
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11名―4名15名6ヶ月未満

7名―16名23名6ヶ月～11ヶ月

4名7名7名11名12ヶ月～17ヶ月

0名9名9名9名18ヶ月以上

7.1ヶ月17.4ヶ月11.5ヶ月9.7ヶ月平均勤続月数

〔12,421円〕

3,028円10,660円8,357円6,942円平均報酬月額

22名16名36名58名

やめた人
現在就業中の方で

1年以上継続現在就業中就業者総計

男女比： 男性 32名 女性 17名 作業所（ＰＣ1台） ７ヶ所

Ⅰ．作業実績
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Ⅱ．データ入力委託企業(発注元)からの評価

☆品 質 ：品質不良なし

☆納 期 ：納期遅延なし
☆処理能力：経験とともに向上

重度障害者の就業事例： 07年5月 1,920円で開始 07年12月 5,200円 08年1月 5,700円

２１ヶ月継続

健常者の作業とそん色ない

☆月額平均報酬 全58名
１万円以上 9名

５千円～１万円未満 8名
１千円～５千円未満 25名

１千円未満 16名

☆報酬最高額の例： ７８,０００円／月

☆地方との連携： 大牟田市 横浜市 徳島県のＮＰＯなど支援団体 千葉県下 7作業所

☆在宅就業者の支払う入力Ｓ／Ｗ使用料： 報酬の5％（ｍａｘ 2,500円）

9.障害者の在宅就業を顧みて - ②
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Ｗ Ｎe10.障害者の在宅就業を顧みて - ③

業務受託量の拡大

企業の理解と協力

Ⅲ．今後の課題： ― 拡大したい 障害者の在宅テレワーク ―

ちなみに、 １人当たり平均就業時間は1.5時間／１日 ⇒ 倍増したい

不規則参加者（１～２回／週 月額 数百円の報酬） ⇒ 在宅就業契約は既得権？

官公庁自治体も

就業障害者の増員 就業時間の拡大 報酬の増加
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11. 入力作業は地元障害者の手で

在
宅
就
業
障
害
者

e-ワークスネット
入力データの前処理、分配、工程管理、
結合、検品、納品、委託料金精算など

e-ワークスネット
入力データの前処理、分配、工程管理、
結合、検品、納品、委託料金精算など

船橋市

千葉市

データ入力作業の発注

データ入力作業の発注

在宅就業支援団体

ＣＳＲへの貢献は発注者の地元から
自治体のお仕事も地元の障害者へ 税金の効果的使用に繋がります

データ入力事業者
委

託
料

委
託
料 在

宅
就
業
障
害
者

オーバーフロー時は相互補完

データ入力事業者
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12. 入力作業は自社雇用の障害者の手で（障害者雇用率改善）

e-ワークスネット は

ＡＳＰ：アプリケーション サービス
プロバイダーとして機能します

e-ワークスネット は

ＡＳＰ：アプリケーション サービス
プロバイダーとして機能します

障害者雇用企業
（特例子会社も）

ＡＳＰ利用によるデータ入力

e-ワークスネットの仕組みを利用して就労障害者によるデータ入力（ＡＳＰ利用による自社入力）

分割分散入力サーバー

就労障害者

入力データの登録

在宅就業障害者

自社内でさばききれないときは在宅障害者が支援

入力データの配信
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障害者雇用企業

企業が雇用した障害者を障害者支援団体へ出向の上 環境の整った場所で作業を行う

e-ワークスネットの仕組みを利用して就労障害者によるデータ入力（ＡＳＰ利用による自社入力）

自社入力データ

e-ワークスネット は

ＡＳＰ：アプリケーション サービス
プロバイダーとして機能します

e-ワークスネット は

ＡＳＰ：アプリケーション サービス
プロバイダーとして機能します

分割分散入力サーバー

障害者支援団体

出 向

一
般
発
注
企
業入力データの配信

就労障害者

13. 入力作業は自社雇用の障害者の手で（障害者雇用率改善案）
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１．事業者名： ｅ‐ワークスネット株式会社

２．創 業： 平成17年12月28日（登記） 平成18年4月3日開業

３．資 本 金： ５，０００万円

４．業 種： データ入力（エントリー）サービス

５．本 社： 船橋市本中山３－２１ （社会福祉法人 あかね 総武線下総中山駅前）

６．主事業所： 千葉市美浜区中瀬２－６ ＷＢＧマリブイースト16F（京葉線海浜幕張駅前）

７．従 業 員： 正社員1７名

在宅就業登録者 80名（障害者25名、健常者55名）

８．主取引先： ＡＩＵ保険会社 キヤノン ビジネスサポ－ト㈱ 三井住友カード㈱

９．役 員： 代表取締役 大槻 博茂 (元日本ユニシス㈱ ）

副社長 阿部 貞信 （社会福祉法人あかね 理事長）
取締役 井上 隆博 （カーネルシステムズ株式会社 代表取締役）
取締役 金子 楓 （社会福祉法人あかね ワークアイ・船橋所長）
取締役 安西 信男 （社会福祉法人あかね システム管理･指導訓練部長）
取締役 石田 義行 （カーネルシステムズ株式会社 取締役）
取締役 保浦 雅通 （社会福祉法人あかね）
取締役 泉山 康 （カーネルシステムズ㈱取締役）
監査役 黒木 建夫 （カーネルシステムズ㈱監査役）

平成1９年6月1日現在

経営理念

私たちは障害者の就業機会を創造し、社会参加のためにバリアフリー化に努めます

私たちは安全で安心いただける高品質のエントリーサービスを提供します

私たちは時代に即応した技術を駆使し、お客様のご満足を先取りします

プライバシーマーク 認定番号 第 Ａ８２２３６０（０１）号
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15. e-ワークスネット設立母体

個人情報保護法、ｅ文書法、情報漏えい防止などに対する社会的な要求を受け、データエントリー、イメー
ジファイリングに関するソリューションを提供している。
中でも、イメージ分割分散データ入力システムは、インターネットを介しながら、情報漏洩防止の工夫が施
され、在宅、海外入力を可能とした。
情報漏えいを防ぐ仕組み（イメージ分割ソフト）に対し、03年東京都創造的技術開発助成金を受けた。
（特許出願申請中 特願2003-305108）

生損保業界などではこの入力方式の安全性が確認され、コスト削減の面でも高い評価を受けアウトソー
シング化が拡大している。
イメージ化した文書を判読できないように “変装”させてファイルする “Ｉｍａｇｅ Ｃａｔｃｈｅｒ 2005”も 時流に

乗ったソフトウェアとして好評である。

カーネルシステムズ㈱

中途視覚障害者の阿部理事長（全盲）他数名の同士と共に96年、障害者が地域社会において自立した

生活を営むことができるよう支援することを目的として福祉情報センター ワークアイ・船橋を設立。

視覚障害者のパソコン教室と点字教室の開設をはじめ、01年には「視覚障害者のＩＴ講習会」の委嘱を

千葉県から受け、1000名の実績を挙げた。「障害者の講師が障害者の受講生を指導する」が受講生の

克己力を喚起し好評を得る。
02年に千葉県知事から社会福祉法人 あかねの認可を受ける。
05年11月バーチャル工房の認定を千葉県から取得、 06年4月の在宅就業支援団体の登録を目指した。

総務省直轄の情報通信人材育成研修事業や障害者職業訓練事業をはじめ、ホームページのアクセシビ
リティ評価、テープ起こし、名刺印刷なども受託している。

社会福祉法人 あかね 船橋市本中山 3-21-5（総武線下総中山駅前） http://akane-net.or.jp

東京都文京区本郷 3-42-1 http://www.kernelj.co.jp/


