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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～ 

投票に行こう！参議院選挙 
６月 22 日(水)に公示された参議院議員選挙。既に 23 日(木)からは期日前投票や不在者投票

が始まり、７月９日(土)まで続きます。７月 10 日(日)が投票日です。 

今回の参議院選挙は、平和と戦争をめぐって憲法９条をはじめとする憲法｢改正｣のことや防

衛費(軍事費)の増大について、急激な物価高をめぐる暮らしへの対策や新型コロナをめぐる感

染対策について、障害者施策をはじめ社会福祉・社会保障政策についてなど、どれを一つとっ

てもわたしたちのこれからにとって大切なことばかりです。 

障害のある人、支援する職員、家族など事業所関係者のみなさん、わたしたち一人ひとりが

持つ大事な投票の権利を活かして、どの候補や政党に入れると良いのか、各党や候補者の政見

放送や動画、政策、発行チラシなどからしっかり判断して、投票所に向かいましょう。今回の

選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙それぞれに１票ずつ、計２票を誰もが投票することができ

ます。 

きょうされんホームページ＜https://www.kyosaren.or.jp/＞には、今回の参議院選挙に関し

て以下のことをアップしたり、リンクできるようしています。ぜひ、有効に活用したり、みん

なでご覧になってください。 

〇動画「投票へ行こう！2022 年参議院選挙 きょうされん」 

➡ https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/18815/ 

〇きょうされんからの“よびかけ”「参議院議員選挙に行きましょう」 

➡ https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/18651/ 

◇参議院選挙に向けての政党アンケートの公開（日本障害者協議会） 

➡ https://jdnet.gr.jp/report/22_06/220621.html#3 

◇社会福祉事業に係る公開質問への回答（社会福祉経営全国会議） 

➡ https://www.f-zenkoku.net/topics/1345/ 

 また、きょうされんホームページからではありませんが、芸能人による投票への呼びかけが

ユーチューブで視聴できます(２種類)。 

◆VOICE PROJECT 投票はあなたの声 2022 

➡  https://www.youtube.com/watch?v=5cyZN9H-DHM 

➡  https://www.youtube.com/watch?v=ZKhweCyEwsA 

 

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

生活保護基準の引き下げ違憲訴訟 東京地裁勝訴！ 
生活保護基準が 2013 年から３度にわたって引き下げられたことは違法である、と全国 29 地

裁 1,000 人を超える原告が立ち上がった「いのちのとりで裁判」。 

その東京地裁の判決が６月 24 日に出され、「統計などの客観的な数値との合理性を欠き、専

門的な知見との整合性もない」と引き下げを取り消す判断が示されました。 

大阪、熊本に続く３件目の原告勝訴判決です。 

mailto:zenkoku@kyosaren.or.jp
https://www.kyosaren.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/3869a54434ec278b2990c9fa1d43eded.pdf
https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/18815/
https://www.kyosaren.or.jp/zenkoku-jimukyoku/18651/
https://jdnet.gr.jp/report/22_06/220621.html#3
https://www.f-zenkoku.net/topics/1345/
https://www.youtube.com/watch?v=5cyZN9H-DHM
https://www.youtube.com/watch?v=ZKhweCyEwsA
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６月 30 日が締切【緊急！物価高の影響アンケート】 
この間実施してきた【緊急！物価高影響アンケート】ですが、まもなく締切となります。 

ご回答がまだの事業所はぜひ声をお寄せください。 

■Google フォーム https://forms.gle/kBdeRSs9vN5w8vx98 

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

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。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。 

６月 20 日（月）現在、667 万 7942 円（団体・事業所 103 件／総数 197 件）のご協力をいただい

ています。引き続き、ご協力よろしくお願いします。  

【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 

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

ウクライナ支援Ｔシャツ 好評につき第２次締切６月末まで 
５月末までに 2,092 枚の注文がありました。たくさんのご要望をいただき、 

第２次受注・締切りを設定しました。引き続きご支援・ご協力よろしくお願い 

します。 

【１枚につき 500 円を、以下の団体を通じて、 

           ウクライナの障害のある人の支援に寄付します】 

・ウクライナ障害者国民会議への寄付 

・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 

・ウクライナ大使館への寄付 

【第２次注文締切日】６月末日 【商品お届け】７月下旬頃予定 

■お申込・詳細は、このＮＯＷと一緒にお送りしているチラシをご覧ください。 

※この企画は卸価格、還元金の設定はありません。 
 

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

第８回優生裁判情報交流会：最後のお誘い 
７月１日（金）14 時～第８回優生裁判情報交流会を開催します。 

明石市から講師を招いて「旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例- 明石市

は被害者を見捨てない -」と題してレクチャーをお願いしています。 

締切再延長（６月 28 日 16 時）しましたので、ぜひお申込みください。 
 

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

新型コロナ対策オンライン無料相談会、終了です 
昨年秋から（ＮＰＯ）ピースウィンズ・ジャパンの協力で開

催してきたオンラインによる合同相談会は、先日６月 20 日の

開催をもっていったん終了しました。これまで８回開催して、

のべ 89 施設が相談会に参加しました。今後は感染状況などを

勘案しながら、同団体と開催について協議していきます。 

相談会は介護施設などでの経験が豊富な医師による感染対策

のレクチャーと、寄せられた質問や悩みに対する回答、そして

参加した施設同士の経験交流の形で進められました。「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」「知りたい事が細か過ぎるかと思いましたが、

ていねいに教えていただけてありがたかった」など、参加して良かったという声がたくさん寄

せられました。  （ＮＰＯ）ピースウィンズ・ジャパンＨＰ⇒ https://peace-winds.org/ 

￥2,000(税込) 

素材：綿 100％ 

https://forms.gle/kBdeRSs9vN5w8vx98
https://peace-winds.org/
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全国大会 in 東北・いわて 参加申込受付中！ 
2022 年の第 45 回全国大会は、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県陸

前高田市で開催します。大災害からの復興を遂げ「ノーマライゼーションとい

う言葉のいらないまちづくり」をスローガンに掲げる陸前高田市。その地に足

を運んでいただくことで、同市が歩んできた道のりと、その歩みの中で進めて

きたまちづくり・地域づくりを実感していただけると思います。その経験は、

必ずや全国各地でも活かすことができると考えております。 

全国のみなさん、もう一度集い・つながり・学び合いましょう。 

●開催日：2022 年９月 30 日（金） 、10 月１日（土） 

●開催地：岩手県陸前高田市 メイン会場：夢アリーナたかた（陸前高田市総合交流センター） 

●テーマ：ここから  つたえ  つなぎ  あしたを生きる 
－東日本大震災から 11 年目の「ありがとう」を全国に。震災の真実と教訓を未来（あした）へつなぐ－ 

●ＨＰ：https://www.45kyosareniwate.com/  開催要綱はこちら 会場マップはこちら 

●新型コロナ対策：ガイドライン、対策フロー、感染防止チェックリスト 

●参加申込→ https://www.45kyosareniwate.com/application 

 ※お申し込み期限：2022 年７月 15 日(金)17:30 

●協賛のご依頼：https://www.45kyosareniwate.com/sponsorship 

 ※募集期限：2022 年６月 30 日（木） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新会員紹介】３会員が加盟！（2022 年５月期） 
○ショートステイえくら（愛知県名古屋市／社会福祉法人さくらんぼの会） 

○ソーシャルコープひょうご（兵庫県神戸市／社会福祉法人きょうどう） 

○作業所わくわく江波（広島県広島市／NPO 法人わくわく） 

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

【第 45 次国会請願署名・募金運動】 

６月末で確定報告ができるよう準備中 
コロナ危機の下３度目となった署名・募金運動では、６月末にむけて支部のみなさんから確

定報告を待っているところです。現在 20 支部からの確定報告が届き、署名は 70 万筆をこえる

ことができました！会員のみなさんへは６月末の確定報告をまってお知らせします。あわせて

請願結果を以下のようにお知らせします。 

◆第 45 次国会請願署名の審査結果 
衆議院でも参議院でも、残念ながらきょうされんの請願は、与党と一部野党からも反対意見

が出て不採択となりました。主な理由は以下の２点です。①報酬の日割りから月額への変更は

慎重であるべき。②65 歳問題に関して原則として介護保険サービスの利用が優先されてお

り、利用負担なしで利用するのは困難。 

結果は不採択でしたが、きょうされんの請願項目は障害のある人や家族・職員の願いなの

で、取り下げるわけにはいきません。そして、今回も、または思い切って署名・募金のお願い

をしたことによって、障害のある人や事業所の実態を知ってくれる人の輪がひろがったことは

間違いありません。 

「あたりまえに働き えらべるくらし」にむけて、一歩ずつ…歩みを止めずにいきましょう。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

利用者部会ニュース第 71 号発行！ 
利用者部会ニュース第 71 号をこのＮＯＷと一緒にお送りします。今回は、東京支部利用者

部会「きずな会」と、奈良支部「あかつきの会」の活動をご紹介。事業所の壁に貼って、みな

さんに配って、ぜひ読んでください。 

https://www.45kyosareniwate.com/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.45kyosareniwate.com/_files/ugd/7696de_5057afb734bc4cf5a4f1fe0d26628f6f.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.45kyosareniwate.com/_files/ugd/89fca7_8f21e5dc47384910be37bad1c6437cb7.pdf
https://www.45kyosareniwate.com/_files/ugd/7696de_2c44695370f34cbdab3d550d8e231980.pdf
https://www.45kyosareniwate.com/_files/ugd/7696de_0b56453f07e146998558eb7f523af5da.pdf
https://www.45kyosareniwate.com/_files/ugd/7696de_ca3e3b1a941c4ecc8586c46511691a7e.pdf
https://www.45kyosareniwate.com/application
https://www.45kyosareniwate.com/sponsorship


きょうされん NOW 【No.558】  2022年６月 27日発行    【 ｐ4 】 

 

全国の事務担当者「”つながる”チャンネル」開催します 
ミニ講座や、障害のある人たちをとりまく情勢、事業所の事務の状況、会計や請求実務、労

務などの疑問に対するヒントなどが聞けて、参加者(事務担当者)同士の情報交換交流ができ

る、きょうされんならではの “つながる” 場です。企画の詳細・申し込みは添付のご案内を

ご覧ください。 

【日にち】７/15(金)、８/19(金)、10/14(金)、12/16(金)、2023 年 ２/17(金)  

【時間】13:30～15:30 【開催形態】オンライン 【参加費】無料 

【定員】各回 50 画面 ＊定員になり次第しめきります。 

 

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

８月５日、リモート盆踊りを開催します！ 
去年も大好評だった「リモート盆踊り」を８月５日（金）の 13 時

半から 14 時半で、オンライン開催します！ 

 

企画①【「なかまくん音頭」をみんなでおどりましょう！】 

一次申し込み締め切りは７月 22 日(金)まで 

●参加申し込みはこちらから！⇒ https://forms.gle/w7CJAwoeLQFuc6PE6 

企画②【地域の踊りを披露！】地域ならではの踊りでみんな一緒に盛り上がりましょう！ 

    ※企画①と企画②は同一日に開催予定です。 

 

くわしい内容は添付のチラシ「なかまニュース企画_８月５日リモート盆踊り案内」をご確認

ください。ぜひ事業所のみなさんで申し込んでくださいね。みなさんと踊れるのを楽しみにし

ています♪ 

 

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

映画「星に語りて～Starry Sky～」希望小売価格 5000 円 

個人視聴用ＤＶＤ７月発売！ 
(上映権取得法人・支部 2500 円/会員事業所 3500 円) 

個人視聴用ＤＶＤの使い方はいろいろ・・・ 

☆好きなとき好きな人と好きな場所でみられる 

☆3.11 を知らない職員・家族・利用者にみてもらえる 

☆上映会会場で販売し、映画の感動をお土産に 

こんな支部も・・・ 

★愛知支部内の法人では、KS ブックレット等が発行されたときと同様、職員分を法

人が購入し、今回はさらに利用者や家族にも呼びかけ、注文を 200 枚にひろげています。 

★兵庫支部は、支部の上映推進プロジェクトチームを中心に支部で注文を取りまとめまし

た。 

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、関係のある団体や企業など、多くの方からご注文をお待ちしています。 

※別紙の注文用紙を活用ください。 

 

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

https://forms.gle/w7CJAwoeLQFuc6PE6
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2022夏季販売 カタログ発注しめきり ７月１日(金)  
カタログの取り寄せ締め切りが近づい

てきました。発注忘れのないよう、お願

い致します。 

６月 10 日号のＮＯＷでは『フェイスタ

オル』をご紹介しました。今回は『なか

まのうたＴシャツ』をご紹介します。 

『たまねぎ』余田光春さん 

(高知県・作業所ら・ら・ら)￥2,310 

『ぷうる、いえだよ、ゆうえんち、うみ、かわ』 

山本真子さん(大阪府・ハピバール)￥1,800 

『精神』 坂田強さん(長崎県・ちーむしおさい)￥1,800 

●ＨＰ（概要、カタログなど）：https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/18270/ 

●各種ご案内、価格表、発注書、販売管理データ等：https://bit.ly/3wtfFwX 

●商品発注締切：８月２日(火) 

 

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

きょうされんカーリース 

 車検などの期日や整備費用を確認します 
車検・点検の期日漏れでヒヤリ… 整備費用はこれで適正？ 

車周りキャンペーン【2022 年６月 15 日～７月 31 日】 

事業用車は、障害福祉事業にとって必要不可欠なもの。事務的な管理、故障や事故が発生した

際の対応など、様々な手続きも必要です。こういった車両管理が大変という声や実態を受け、

車検期日の管理など車周りの手続きが適正に実施されていたか、書類上で点検を行ないます。 

現状の車両コストの確認、リース導入のコスト比較も確認いただけます。ぜひこの機会をご利

用ください。 

【お申し込み】添付のチラシ、またはＷＥＢフォームよりお申込みください。 

https://forms.office.com/r/HBhka2ZRta 

 

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

        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「Ｔ

ＯＭＯ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。この

機会にぜひご利用ください。 

・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/ 

 

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

 

https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/18270/
https://bit.ly/3wtfFwX
https://www.tomoichiba.jp/
https://www.tomoichiba.jp/
https://blog.canpan.info/tomoichiba/
https://blog.canpan.info/tomoichiba/
https://www.tomoichiba.jp/
https://www.tomoichiba.jp/
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きょうされんふきん値上げのお知らせ６月１日～ 

 新型コロナやウクライナ侵攻による経済的な影響や円安傾向等による原材料の高騰に伴い、

きょうされんふきんの販売価格につきましても値上げせざるを得ない状況となりました。つき

ましては、６月１日(水)および夏季販売事業より、価格を下記の通り改定しています。 
 

■製造作業所からきょうされん加盟の販売作業所への卸販売(50 枚以上) 

 

 

 
 

■きょうされん加盟の販売作業所 希望小売価格 

 

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

 

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/ 

 

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

ＴＯＭＯ７月号 編集デスク発 今月のよみどころ 

新型コロナの影響で延期されていた障害者権利条約の日本の審査が、

いよいよ８月にスイスのジュネーブで実施される予定です。日本の障害

施策は世界水準からみてどのように評価されるのか、大いに注目したい

と思います。 

今回の特集は、働くことと所得保障を取り上げました。きょうされん赤

松英知常務には権利条約第 27 条 28 条に関して論点となることやシェル

タードワークショップについての評価、立正大学の高橋賢司教授にはドイツの作業所や障害の

ある人の所得保障について、NPO 法人就労継続支援Ａ型事業所全国協議会（全Ａネット）の久

保寺一男理事長には雇用率ビジネスの問題をテーマに寄稿いただきました。 

品 名 改定後(税込) 5 月 31 日まで(税込) 

50 枚以上卸価格／１枚 *袋入れは事業所で行なう ￥185 ￥165 

品 名 改定後(税込) 5 月 31 日まで(税込) 

１枚入 ￥250 ￥230 

３枚入 ￥750 ￥690 

５枚入 ￥1,250 ￥1,150 

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

