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あたりまえに働き、えらべるくらしを ～障害者権利条約を地域のすみずみに～ 

厚労省・報酬改定検討チームの会議を１年２カ月ぶり

に開催 

 厚労省は、３月 28 日に第 25 回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議を開催しまし

た。今回は、主に次期(令和６年度)報酬改定に向けた基礎資料を得るための各種調査の実施や、

改定への大まかなスケジュールを確認するために行なわれました。 

この中で「今後の課題及び次期改定に向けた検討」として、令和３年度報酬改定時に挙げた

今後の主な課題等の 10 項目 (共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の

経過措置の取り扱いについて、就労系サービスや放課後等デイサービスの在り方について、障

害福祉現場の業務効率化の推進について、食事提供体制加算について等) が、改めて今回の会

議資料に示されています。これらについて、令和３年度報酬改定の効果検証や幾つかの調査･研

究を実施して、それらを基礎資料にアドバイザー等からの意見聴取や報告を受けて、令和６年

度(2024 年度)報酬改定に反映していく方向が示されています。 

今年度は経営概況調査を実施して、来年度(2023 年度令和５年度にはより詳しく経営実態調

査を行なう計画で、今回会議に経営概況調査の実施についても提案され協議が行なわれました。 

令和６年度報酬改定は、高齢者介護保険制度の報酬改定や医療の診療報酬改定も重なって実

行されます。現行の全世代型社会保障の総仕上げとして障害福祉分野を含めて社会福祉･医療分

野に公費削減の大ナタがふるわれる可能性もあるだけに、今後の同検討チームでの審議の行方

に注目していく必要があります。 
 

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

ウクライナの障害のある人への支援募金にご協力を！ 
ウクライナに対するロシア軍の武力攻撃が続く中、多くの障害のある人が被害にあっていま

す。藤井克徳専務理事が作った詩「連帯と祈り ウクライナの障害のある 同胞はらから へ」

は、ウクライナの障害者団体や新聞などを通じて世界中に拡散されています。 

ウクライナの障害者団体の方からは次のようなメールが届いています。…わたしたちの生活

は、「戦前」と「戦争が始まってから」に分かれてしまいました。確かに、アクセシビリティや

教育、雇用、リハビリテーションに関する問題はありましたし、そのことで政府を批判したこ

ともありました。それでも、平和は続いていたし、障害のある人の生活の向上は進んでいまし

た。… 武力や暴力で市民をおどし攻撃するなど、絶対に許されません。 

きょうされんは、ウクライナの障害のある人を支援しようと募金活動にとりくんでいます。

ぜひご協力をお願いします。 

【集めた募金はすべて以下の団体を通じて支援活動に活用します】 

・ウクライナ大使館への寄付 

・AAR Japan（難民を助ける会）のウクライナ難民支援の緊急募金への協力 

・ウクライナ障害者国民会議への寄付 

【募金先】 

郵便貯金 １１３２０-０３８８２９４１ きょうされん 

  ゆうちょ銀行口座 一三八店(イチサンハチ店) 普通 ０３８８２９４ キョウサレン 

※藤井克徳専務理事の詩や募金のよびかけチラシはこちらから 

➡ https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/17663/ 

mailto:zenkoku@kyosaren.or.jp
https://www.kyosaren.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/3869a54434ec278b2990c9fa1d43eded.pdf
https://www.kyosaren.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/3869a54434ec278b2990c9fa1d43eded.pdf
https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/17663/
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年度替わりにあたって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。各事業所から複数でご参加いただくと、今後の対策を考えるうえで有意義で

す。積極的な申し込みをお待ちしております。 

■日時/テーマ いずれも 13：00～15：00 

・4 月 19 日（火）/今やるべきコロナ対策とは～濃厚接触の判断、発熱者への初期対応～ 

・5 月 16 日（月）/今やるべきコロナ対策とは～濃厚接触の判断、発熱者への初期対応～ 

・6 月 20 日（月）/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 

「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」 

「知りたい事が細か過ぎるかと思いましたが、丁寧に教えていただけてありがたかったです」 

「質問への回答がとても的確で分かりやすく、すぐにでも実践できるなと思い、相談会後すぐ

に事業所内で実践しています」 

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

きょうされん第 45 回総会に向けて【№2】 
・2022 年度の活動方針を決める全国総会は下記の日程で行ないます。 

日時：2022 年５月 25 日(水)10:00～15:30＠オンライン 

・総会議案書は、４月４日から各支部にお送りしています。近日のうちに各会員事業所に届く

ことと思いますので、ぜひご覧いただき、意見や感想をおよせください。 

議案書はきょうされんホームページからもご覧いただけます。 

※ＱＲコードはこちら⇒ 

 

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

【公費調査】全会員、回答をお願いします！ 
会員のみなさんの「基本情報」を確認し、2022 年度のきょうされん会費を決定する「前年度

（2021 年度）公費収入総額など基本調査」を現在実施しています（４月７日にメール・ＦＡＸ

にて全会員に発信）。まだ回答していない場合は、下記 Google フォームからご回答ください。 
※ 滋賀・京都・大阪支部のみなさんは、支部から別の調査が実施されますので、支部への回答をお願

いします。 

★締切は４月 28 日（木）です。 Google フォーム⇒ https://forms.gle/PZg7uxnV71THak3h8 
※ Google フォームでの回答が難しい場合は、添付している文書に記入しＦＡＸ・メールで回答して

ください。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【第 45 次国会請願署名・募金運動】署名・募金のとりくみは、

まだ１カ月以上時間があります！ 
昨年末からとりくんできた第 45 次国会請願署名・募金は集まっているでしょうか。 

 コロナの「第６波」で思うように動けなかった事業所も多いのではないでしょうか。でもま

だ大丈夫です！他団体や友人・知人への依頼など、まだ間に合います。 

 優生保護法の大阪高裁や東京高裁の判決が注目された今、「4. 優生保護法による強制不妊手

術などの被害を受け、心身ともに生涯にわたる傷を負った人たちの尊厳を回復するために、

「一時金支法」は、国の謝罪を明記し、配偶者も対象にするなど、抜本的に改正してくださ

い。」の項目も改めて多くの人に知ってもらいましょう。 

https://forms.gle/g2JsxiZn2rJXztGZ9
https://forms.gle/PZg7uxnV71THak3h8
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【賛助会員】2022 年度の更新＆新規呼びかけをスター

トしましょう！ 
2022 年度がスタートしました！どうしても後に回しがちな賛助会員拡大の働きかけをこの

年度はじめからつくっていきましょう。手始めに着手するのは、大きく２点です！ 

① すでに賛助会員になっているみなさんへ更新のお願い 

 ⇒お会いする機会があればそれが一番ですが、手紙・メール・電話などもつかいながら、

年度はじめのこの時期に「今年度も応援をお願いします」ということで更新をしていた

だきましょう。全国事務局でもお手紙を郵送し、更新のお願いをスタートしています。 

② 新たに事業所を利用する利用者やその家族、そして職員へのお誘い 

 ⇒新たな仲間たちを迎え「入所式をしました」という声も聞こえてきています。新人の職

員さんを迎えた事業所も多くあるのではないでしょうか。まずはそんな近くのみなさん

に「きょうされんの賛助会員になってくれませんか」ということで呼びかけをはじめま

しょう。 

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

映画「星に語りて～Starry Sky～」をぜひお手元に！ 
個人視聴用ＤＶＤ、2022 年７月より販売 予約注文受付スタート！ 
希望小売価格 5000 円(上映権取得法人・支部 2500 円/会員事業所 3500 円) 

各地で上映運動推進が困難になっている現状をふまえ、上映権の期間は 2023 年３月末まで

延長することとしました。合わせて、「星に語りて」の個人視聴用ＤＶＤを 2022 年７月１日

より販売します。それにむけ、4 月 1 日より予約注文の受付をスタートしています。 

これまでの上映会の感想からは、映画からさまざまなことを感じ・学び・考えていただいて

いること、映画を通して地域でともに考える機会・つながりが生みだされていることが伝わっ

てきます。東日本大震災の被災地で起こったこと、行なわれた支援を振り返り、これからのと

りくみにつなげる上でも、ぜひ東日本大震災を忘れないための「記憶と記録」ともいえるこの

ＤＶＤを多くの人の手元に置いていただきたいと思いま

す。各事業所はもちろん、法人役員・職員、利用者・家

族、後援会のみなさん、地域行政の各部署、日頃から関係

のある団体や企業など、多くの方からのご注文をお待ちし

ています。上映権取得法人・きょうされん会員事業所には

卸価格を設定しています。法人や事業所のニュースなどで

の宣伝、お願いします。 

     ※別紙の注文用紙を活用いただき注文ください。 

 

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

きょうされんカーリース 詳細はこちら 

現在 75 件のご依頼、70 台のご利用をいただいています。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 

 

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

https://drive.google.com/file/d/1IxYJBOmC51g6CLRVYe2_I8M7o3iaKBls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxYJBOmC51g6CLRVYe2_I8M7o3iaKBls/view?usp=sharing
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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んも利用可能です。 

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/ 

 

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

        送料無料！作業所応援キャンペーン実施中！ 

2022 年に入り過去最大の新型コロナ感染者となり、障害福祉事業所の運営や障害のある人

たちの生活にも大きな影響を与えている現状を受け、インターネットショッピングモール

「TOMO 市場」にて「送料無料！作業所応援キャンペーン【第２弾】」を行なっています。 

・当キャンペーンの詳細：https://blog.canpan.info/tomoichiba/ 

・インターネットショッピングモールＴＯＭＯ市 https://www.tomoichiba.jp/ 

 

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

運動と政策を「ものがたり」としてつかめる一冊！ 
 

国際障害者年から 40 年の軌跡 

障害のある人の分岐点 
障害者権利条約に恥をかかせないで 

藤井克徳 著 

 

1981 年の国際障害者年以降を中心に、この 40 年間の障害分野

の主な出来事や評価を書きおろした「近年障害分野の早わかり

版」。48 頁に及ぶ年表も充実。国際障害者年以降の 40 年を振り

返る上での一助になる１冊。 

 

おススメ！ 佐藤久夫さん / 日本社会事業大学名誉教授  
 

■運動と政策を「ものがたり」としてつかめる  

この本は 1981 年の国際障害者年（IYDP 以降の 40 年間の障害者運動と障害者政策を社会

全体の動きと絡めて述べている。構成も 10 年ごとに区切り、各時代の代表的な「出来事」を

いくつか取り上げ、それぞれ１、２ページで紹介する「ものがたり」的な手法をとっている。 

筆者自身がこの 40 年間、運動の側としてこれらの出来事のほとんどすべての中心にいたの

で、臨場感抜群でわかりやすい。事実、統計数値、関係者の生の発言などが説得力を高めてい

る。 

 本書は、障害者の生活・運動・政策の歴史に関する基本テキストとも言えるものであり、に

もかかわらず分量もコンパクトで、値段も非常に手ごろである。ぜひ多くの障害のある人、福

祉や教育等の学生さん、民間や行政で働く関係職員のみなさまに薦めたい。  

  

ぜひ、新年度の学習のテキストに！ 

ご注文は、きょうされん支部事務局または全国事務局まで 

https://kyosaren-hikari.net/
https://www.youtube.com/watch?v=eQeDNZ0oyFQ
https://kyosaren-hikari.net/#contact
https://www.facebook.com/pg/kyosaren.hikari/posts/
https://www.tomoichiba.jp/
https://www.tomoichiba.jp/
https://blog.canpan.info/tomoichiba/
https://blog.canpan.info/tomoichiba/
https://www.tomoichiba.jp/

