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厚労省にコロナ感染症第 14 次要望書を提出 

 きょうされんは、「新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人及び障害福祉事業所等に関

する要望書(第 14 次)」を２月４日に厚生労働大臣宛に提出し、９日に同省との意見交換を行な

いました。主な要望内容は次の通りです。 

 ※要望書全文はこちら ⇒ https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/17348/ 

①障害のある人と家族、すべての事業所職員への３回目ワクチン接種を優先的に進めて。 

②すべての事業所に、抗原検査キットを無料配布できるよう体制整備を、またＰＣＲ検査体制

を抜本的に拡充し、無料で誰でもいつでも受けられ結果が早急にわかるように。 

③すべての就労支援事業所を対象に、コロナ感染症の影響で減額の工賃･賃金を補う措置を。 

④2021 年度の就労系事業の基本報酬算定で前年度実績を用いなくても良い等とした柔軟な取

り扱いを、2022 年度も継続を。 

⑤すべての事業所対象に、「かかり増し経費」の実態把握と、助成対象及び額の拡充を。 

⑥コロナ感染流行による利用控えや休所等で報酬算定できない場合、2019 年度以前水準の報酬

を確保できるように。また報酬日額制の見直し検討開始を。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

天海訴訟の東京高裁第２回口頭弁論の報告集会に、 

ぜひ参加を！ 

65 歳となった千葉市在住の天海正克さんが、市がせまった介護保険制度への移行を「利用料

負担ができない」と拒んだところ、市は障害者支援制度を一方的に打ち切りました。天海さん

は市のやり方は憲法や法律に違反し生存権をも脅かしたとして市を訴え、現在は東京高裁で争

っています。２月 15 日(火)午後から第２回口頭弁論が行なわれ、15 時半から報告集会が開か

れます（オンラインを基本に）。全国各地から、ぜひご参加を。 

◎参加申し込み ⇒  http://pr3.work/0/amagaisosyou  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

新型コロナウイルス感染症に係る検査費用助成事業改定 
きょうされんの加盟事業所の利用者または職員のなかから、新型コロナウイルス感染症によ

る陽性者または濃厚接触者が判明した際に、事業所や法人の持ち出しでＰＣＲ検査または抗原

検査を実施した場合の費用を助成します。目下の感染拡大を受けて、「陽性または濃厚接触の可

能性がある」場合も対象に加えました。ＰＣＲ検査は昨年８月 20 日以降にかかった費用、抗原

検査は今年 1 月 19 日以降にかかった費用が対象です。ぜひご活用ください。 

【事業所または法人が持ち出した以下の費用を、1 事業所 10 万円を上限に助成します】 

・民間の検査機関で検査を実施した額 

・検査キットを購入した額 ※実際に検査を実施した分が対象となります 

・検体輸送に要した額 

【これまでに助成が決定した事例の一部】 

・職員が陽性になったが、接触した利用者・職員のなかで濃厚接触者に認定されなかった人

に対して、事業所の持ち出しでＰＣＲ検査を行なった。 

・陽性者が出て休所したが、再開にあたり持ち出しで職員・利用者に PCR 検査を行なった。 

mailto:zenkoku@kyosaren.or.jp
https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/17348/
http://pr3.work/0/amagaisosyou
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感染症対策見直しませんか？新型コロナ対策・無料オ

ンライン合同相談会 
手指消毒など日々の感染対策、万が一の時のゾーニングなどの対策で悩むことも多いと思い

ます。（ＮＰＯ）ピースウィンズ・ジャパンが主催する合同相談会では、そのような悩みや相談

に、介護施設での指導経験が豊富な医師が丁寧に答えるとともに、参加した事業所同士が経験

を交流できます。今回は個別の相談にお答えすると同時に、他施設の対策や工夫を知りたい方

のためのオブザーブ参加も受け付けます。ぜひ各事業所から複数でご参加いただけると、今後

の対策を考えるうえで有意義です。申し込みをお待ちしております。 

■日時/テーマ 

・３月８日（火）13：00～15：00/グループホームでのゾーニング相談＆徹底解説 

■各回定員：個別相談５施設、オブザーブ参加 20 施設（先着順） 

■お申込みリンク： https://forms.gle/g2JsxiZn2rJXztGZ9 

■これまでの相談会に参加した事業所からの感想 

「他の施設のコロナ対策を知ることができて参考になりました」 

「参加者が、きょうされん加盟施設限定ということで、安心して参加することができました」 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２・８優生保護法裁判全国集会の録画が見られるよう

になります！ 
２月８日 14 時からオンラインで、全国８カ所の地裁の原告（25 人）・支援者・弁護団が 

一堂に会した“初”の全国集会が開催されました。 

開始してすぐに Zoom の定員（300 人）が埋まってしまい、遅れて参加しようとして入れなか

った人も多かったかもしれません。大変申し訳ありません。 

以下に当日の録画を１カ月間（～３月９日）YouTube で限定公開しています。 

不特定多数の第三者が目にする媒体（ホームページ、Twitter、Facebook など）で下記の動画

のアドレスを公開することはお控えください。ご賛同くださったグループ・団体のメーリング

リストなどでの共有はもちろんオッケーです。 

◆動画①：開会あいさつ、大阪弁護団・東京弁護団の裁判状況の報告、原告の発言（大阪、東

京）⇒ https://youtu.be/r8g1Ikh43hM 

◆動画②：原告の発言（仙台、静岡・浜松、兵庫、福岡、熊本、北海道） 

⇒ https://youtu.be/S3jN9MwjlzE 

◆動画③：今後のとりくみ、明石市条例特別報告、集会アピール、閉会あいさつ 

⇒ https://youtu.be/j_p9RyhDssc 

当日配布資料は以下からダウンロードできます。 

⇒ https://drive.google.com/drive/folders/15dBHdF3Z670ntcaGNMlWxUYSjeSh9jWJ 

きょうされんでは、第７回優生裁判情報交流会を以下のように企画しています。こちらもぜ

ひご参加ください。 ■３月 24 日（木）13:30～16:00 （添付の案内をご参照ください） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【賛助会員】絶対、未更新を残さない！ 
コロナ対応で本当に各法人・事業所大変な状況だと思います。そんな中でも、全国でつなが

りながら、賛助会員拡大を進めてきており、現時点（２月 10 日 16 時時点）で 27,855 口（76.6％）

という到達になっています。 

今年度も残りの期間が短くなってきましたが、コロナで賛助会員をひろげるための動きがつ

くりにくいということもあると思います。そこで、今できることとして「未更新を 1 人も残さ

ない！」ということで働きかけていきましょう！ 

しっかり更新をお願いできれば前年度到達が見えてきます。とりくみよろしくお願いします。 

https://forms.gle/g2JsxiZn2rJXztGZ9
https://youtu.be/r8g1Ikh43hM
https://youtu.be/S3jN9MwjlzE
https://youtu.be/j_p9RyhDssc
https://drive.google.com/drive/folders/15dBHdF3Z670ntcaGNMlWxUYSjeSh9jWJ


きょうされん NOW 【No.549】  2022年２月 10日発行    【 ｐ3 】 

 

最後のお誘い！ベルギー企画「共同創造の精神医療改革」 
 きょうされんの精神障害部会が実行委員会に参加する「共同創造の精神医療改革 ベルギー

のプロセスを学ぶ」フォーラム２の開催が近づいてきました。 

今回は障害のある人の家族の語りを聞いてディスカッションします。 

オンラインでベルギーとリアルタイムでつながります。 

日本にいながらベルギーとつながれる！オンラインの強みです。 

■２月 15 日（火） 15:20～19:00 （添付のチラシ参照） 

----------------------------------------------------------------------------------- 

事務担当者「"つながる"チャンネル」(最終回)のお誘い 
日々の事務処理や決算に向けて、悩んでいること、困っていることを出し合って、解決への

ヒントを見出しましょう。ぜひご参加ください。 

■開催日時：2022 年２月 18 日(金) 13:30～15:30 ■参加費無料 ■定員：50 人 

■開催形態：オンライン(Zoom)  ※お申込みは別紙のご案内をご覧ください。 

----------------------------------------------------------------------------------- 

【３月 12 日開催】オンライン安居楽業ゼミナールのお誘い 
「尊厳ある、生き生きした暮らしを-コロナ危機で何を大切にするのか-」 

○コロナ危機の中で障害のある人の命と暮らし、そして願いに応えてきた入所施設とグループ

ホームの実践報告、そして障害のある人の暮らしをどう捉えて支援していくのかのキホンの

キを学べる講義、みんなで忌憚なく語り合う分散会と充実したオンライン研修です。 

■日時：３月 12 日（土）13:00～16:40 

■参加費：一人あたり 2,000 円  

添付要綱をご覧の上、Google フォームかメールでお申し込みください。 

https://forms.gle/YiYexuq96JTzhoVs7 

----------------------------------------------------------------------------------- 

第８期荒彫塾 2022 年４月より開催します！ 
コロナ危機で見送っていました 荒彫塾第８期を来年度より開講いたします。 

初年度はオンラインでの受講・議論などを中心にしますが、オンラインだからこそ、全国各

地から受講者の参加を得て、つながりを感じられる工夫をこらします。 

次年度はコロナ危機の状況を考慮しながらですが、塾生で集まり対面での学びを深めます。 

きょうされん活動・支部活動の次世代の担い手を育てる研修ですので、申込にあたっては所

属支部からの推薦書が必要となります。 

ぜひ参加してみたい方、参加させたい事業所/管理者は所属支部にお申し出ください！ 

■実施期間：2022 年６月～2024 年５月（２年間） 

■募集期間：2022 年２月１日～３月 15 日 

■企画構成   

①セミナー参加 

前期（2022 年度） 2022 年５（プレ企画）・７・12・２月 オンライン開催 

後期（2023 年度） 2023 年７～８月 ＊ＣＯＶＩＤ-19 感染拡大状況により変更有 

②きょうされん主催研修会等参加 

③全国大会（２年のうち１回）、全国総会（2023 年５月東京） 

④安居楽業、全国大会、管理者総合研修で終了後交流 

⑤現場実習（2023 年）（コロナ危機の状況をみて実施可能かどうか検討） 

⑥レポート作成（事前レポート、研修レポートなど） 

■他：添付の要綱以外に、申込に必要書類などを支部に送付しております。まずは所属支部

にお問い合わせください。 

https://forms.gle/YiYexuq96JTzhoVs7
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【２月末受注締切】アルコール検知器を販売します 

定員 11名以上の車を１台以上または白ナンバー車を５台以上使

う法人・事業所について、2022 年４月１日より運転者のアルコー

ルチェックが義務化されます。車種や車両用途は問わず、黄色ナン

バー(軽自動車)も対象となります。自動二輪車(50cc 以上)は、0.5

台として計算／道路交通法ではこの条件に当てはまる車両を保有

する団体を「安全運転管理者選任事業所」と定め、車両の運行管理

や安全運転に関する事業所内の管理者として選任される「安全管

理者」に対して新たに管理すべき業務として点呼とアルコール検

知を義務化しました。 

2022 年 10 月１日からは、①運転者の酒気帯びの有無の確認を、

アルコール検知器を用いて行うこと、②アルコール検知器を常時

有効に保持することが義務化されることになっており、アルコー

ル検知器の需要が極めて高くなっています。 

 そこで、アルコール検知器（TANITA 製）を 3,000 個確保し、会員事業所限定で販売いたし

ます。２月末に受注締め切り、４月末より順次配送となります。詳細は別紙チラシ・購入申込

書をご確認ください（２月中旬郵送予定の春季販売事業のご案内にも同封いたします）。 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

2022バレンタインデー＆ホワイトデー 発注をお忘れなく 

本企画の紹介：https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/16999/ 

スケジュール・商品発注締切：ホワイトデー商品  ：２月 25 日(金) 

                    ＊バレンタインデー商品：終了しました        

 

---------------------------------------------------------------------- 

きょうされんカーリース 詳細はこちら 

現在 66 件のご依頼、57 件のご利用をいただいております。車両のリース

を検討される際、ぜひ「きょうされんカーリース」をお見積りください。 

【きょうされんカーリースなら】 

メーカー・車種に限定なく、車を選ぶことができます。事業所・法人のリー

スによるメリットに加え、きょうされんの活動資金※にも別途還元されます。 

※還元例：大型、中型、福祉車両等普通車のリース契約…契約年数×10,000 円 

 

【お問い合わせはきょうされん事務局まで】→こちらのチラシ申込書より 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

きょうされん光 詳細はこちら 

・事業紹介動画： https://www.youtube.com/watch?v=eQeDNZ0oyFQ 

会員事業所、利用者ご家族や職員のみなさまも利用可能です。 

まずはお見積りください。→ https://kyosaren-hikari.net/#contact 

・Facebook（契約者様の声が掲載）https://www.facebook.com/pg/kyosaren.hikari/posts/ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/16999/
https://drive.google.com/file/d/1IxYJBOmC51g6CLRVYe2_I8M7o3iaKBls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxYJBOmC51g6CLRVYe2_I8M7o3iaKBls/view?usp=sharing
https://kyosaren-hikari.net/
https://www.youtube.com/watch?v=eQeDNZ0oyFQ
https://kyosaren-hikari.net/#contact
https://www.facebook.com/pg/kyosaren.hikari/posts/
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第 14回グッズデザインコンクール入賞・入選者発表 
 第 14 回グッズデザインコンクールには、全国 257 事業所から 2007 点の応募があり

ました。たくさんのご応募、ありがとうございました。きょうされんのホームページ

で入賞・入選者のみなさんを発表しています。ぜひ、ご覧ください。なお入賞作品は、「なかま

のうた」グッズとしてデザイン・商品化し、2022 年の夏・冬に販売します。お楽しみに♪ 

https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/17250/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

わたしの表彰式～第 13回グッズデザインコンクール入賞 
 例年、全国大会の閉会全体会で行なっている「グッズデザインコンクール」の表彰式ですが、

新型コロナウイルス感染症の拡大により、第 44 回全国大会はオンラインとなったため、開催時

間が大幅に短くなり、表彰式を行なうことができませんでした。 

 そこで、入賞者のみなさんに、事業所で行なっていただいた「わたしの表彰式」(動画・写真)

を送っていただきました。ぜひ、ホームページをご覧ください。 

https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/17285/ 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今ならＫＳブックレットが 550円!!ブックフェア弾開催中!! 
ＫＳブックレットを１冊 550 円（税込）、その他対象の書籍も特別価格で販売します！  

※ＫＳNo.５『ＩＣＦ の理解と活用』【第２版】は対象外です。 

 

●ＫＳブックレットは、これまで 30 冊が発刊されています（一部絶版あり）出ています。 

このブックフェアをつかって、全巻をそろえた会員事業所もあります。ぜひ有効活用をして

ください！ 

 これまでのブックレットの一覧は、添付のチラシをご覧ください。 

また、ＴＯＭＯ市からも特別価格でご注文できます！ ⇒ https://bit.ly/3GA0G85  
 

https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/17250/
https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/17285/
https://bit.ly/3GA0G85

