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しぇあメール(バックナンバーも)は以下のアドレスからもご覧になれます 

http://www.kangaeyo-kai.net/index.html     http://ra-shared.com/ 

                  
NPO法人地域生活を考えよーかい・有限会社しぇあーど通信 219 号 

発行所:こうのいけスペース  住所〒664-0006 兵庫県伊丹市鴻池 5 丁目 11 番 27号 

tel・fax  072-785-7873 fax専用 072-771-1203   

発行人:李国本修慈 080-5228-0092 kunimoto@kangae-yo.com  leesuja@au.com 

しぇあーど及び考えよーかい関係者みなさん如何お過ごしでしょうか?。 

新年度となりました。伊丹市鴻池界隈にも綺麗な桜がたくさん咲きました。 

世の中（と言っても様々な範囲があるのですが）は色んな出来事に依って激しく疲弊しているよう

に見える（しかし、これもこの数年に始まったことでも無く…）のですが、なかなか自らのコトにならね

ば気付かなかったり、我がコトと気付いた時には如何様にもできず…、そんな空気の中に我々は居

る様にも思えます。セーフティネット（制度や仕組み）のみでは人の暮らしを豊かに（ご機嫌に生きる

というコト）は出来ないということを改めて肝に銘じたいとつくづく思います。 

桜の傍らで、しぇあきっずやしぇあーど玄関前の花壇、更にはコンクリートの隙間から生える（映え

る）花たちに随分と癒されます。全ての人がご機嫌に、（少しでも）楽観的になれますように。 

報 告・お知らせ（お願い）など  

☆ 伊丹労働基準監督署から是正勧告を受けました 

3 月 16 日（水）に表記労基署から労働基準法及び安全衛生法に違反があることに対しての是

正勧告を受けました。内容は以下の通りです。 

1. 労基法第 32 条（労働時間に関する項目）に基づく法定労働時間を超え、36（サブロク）協

定に定められた時間も超える労働。 

2. 安衛法第 66 条の 4（安衛則第 51 条の 2）に基づく健康診断結果に対しての必要な措置

（医師の意見聴取）の未実施。 

3. 安衛法第 66 条の 8 第 1 項（安衛則第 52 条の 2 第 3 項）に基づく 80 時間を超えた（法定

労働時間を超えてて働かせた労働者に対する対応（情報の通知等））の未実施。 

各項目に対しての是正報告を 3 月 30 日（水）に行っています。 

特に 1 に関しては現状で（何時まで言うてるのか?な感はありますが…）の「生活支援と労基法」

が擦り合わず苦慮が続いてます。 
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☆ 令和 3 年度児童発達支援管理責任者講習研修を受講しました 

表記の研修をスタッフ大塚が受講しました。 

☆ しぇあーど 2 月の試算表 

http://ra-shared.com/content/uploads/kan220322_1.pdf 

☆ しぇあきっず 2 月の報酬額等 

  http://ra-shared.com/content/uploads/kan220311_1.pdf 

☆ Cafe mozita  patisserie mozita（焼菓子の販売＆通販）を宜しくお願いいたします 

しぇあきっず 2 階のフリースペース「mozita」では不定期オープンのカフェと洋菓子・焼菓子の 

お店（オンラインショップも）を開設しています。カフェに関しましては以下の SNS 等でオープン

のお知らせ等致します。宜しくお願いします。 

 

オンラインショップ    minne                   BASE STORE 

https://minne.com/@mozita               https://mozita.thebase.in/ 

                      

いんふぉめーしょん 

☆ 令和 2年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況（調査結果）について

公表します 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189859_00013.html 

☆ 兵庫県障害者総合支援法関係事業者説明会について 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw19_000000187.html 

☆ 第 25 回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（オンライン会議）」資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html 

☆ 第 8 回「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24930.html?fbclid=IwAR1bcojWwnWAgU0h31YSvsz5B

NKJVqzahKt54Jyi4WR3H1cKJtNR1nN9oEo 

☆ 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関す

る有識者会議（第 8 回）資料 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/169/siryo/mext_00012.html?fbclid=I

wAR0SvSNBLlTbio5SCk_J5YSOn3-ZfMSFI8kw6czPG9QAhVYx0Zh3xXs3rDI 

☆ 特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議（第 6 回）会議資料 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2021/mext_00043.html?fbclid=IwAR15RAyn8_awP7Qucaq

oHXxNzEPkhGPyRDFcJIRo3UW61-UnrAB9m8D-sHM 

☆ 社会保障審議会障害者部会（第 125 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html?fbclid=IwAR2fZMW5mS4NNu5jf

3BPQRR4XD27FFbugvpWuEV0VS0fYJWMUYr-ubtYpf0 

☆ 第 78 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html?fbclid=IwAR1Ax

RG2ACgi-CBaItQOvyZHxdWc90wOQaLYNb27jyN-k2S4NNbX5BSy_VI 

おすすめ研修・イベントなど 

☆ いのちと向き合う家族 ～きょうだいケアを中心に～ ZOOM 講演 2022 

開催日:4 月 17 日（日） 時間:14:00-15:45 対象:DIGP のご家族、闘病を終えられたご家族 

講師:清田悠代さん（NPO 法人しぶたね） 主催:小児脳幹部グリオーマの会 

https://glioma-

net.com/page6?fbclid=IwAR2B2lnTnUK1RdU4X3eGewgRzW59QWGcW08OoJoa3m0uanLpkX

zV4W8elxU 

おすすめの本・映画・お店・ブログ・ホームページなどなど  

☆ 青森県子どもの発達支援ガイドブック 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/aomorihattatsu_guide.pdf?fbclid=I

wAR03t-Ah94QgtmXcspXDJIfnNVw2vee17MkARN_EvfDToQkNxPv6RoAN9NA 

☆ 教育と愛国 知ってほしい 教科書で゛いま゛何が起きているのかをー 

ここいらでは第七芸術劇場で 5/14（土）～ 

https://www.mbs.jp/kyoiku-

aikoku/?fbclid=IwAR1lUpQdY9ASDmifMSJr9YX6v0Rzaf4XLKhDtgJME_LUYlMnDB9O6kzkfGE 

☆ 医療保護入院の廃止に向けた議論 PSW 研究室  

https://blog.goo.ne.jp/psw-

ryu/e/726e9ccc5c86123d5c0cdb26860c8258?fbclid=IwAR2GccbYDWibUpucLcCsn23Ot8luod

MgY_oHg7h3iq2sd61kC9hmm64nA1c      3 
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☆ バンクシー＆ストリートアーティスト展 ～時代に抗う表現者の声よ響け 

日時:3 月 12 日（土）～6 月 12 日（日） 会場:佐川美術館 

https://www.sagawa-artmuseum.or.jp/plan/2022/01/post-125.html 

☆ 「旧優生保護法訴訟東京控訴審判決」に関する DPI 日本会議声明 

https://www.dpi-japan.org/blog/demand/0314-

statement/?fbclid=IwAR3rggsQs7uPGB4SwcJtVafIQu1Yb17yUj3x8_FNnev84LyqrGnmSdsa9WQ 

☆ 「コロナが変える、私たちの現場と思想」『不安の時代に、ケアを叫ぶ』 

川口有美子×新城拓也 青土社 

https://bookandbeer.com/event/20220327_care/?fbclid=IwAR0G3drPhwtHrMibcVIntC0HYz

yOFxBRSjlcHUrPORNl8wlYGZ9zQGQSynY 

☆ ルポ・収容所列島 風間直樹:著/井艸恵美:著/辻真梨子:著 東洋経済 1,760 円（税込） 

https://str.toyokeizai.net/books/9784492224045/?fbclid=IwAR3H_4h9cZwShxIE4uAesiXoNn

F-j2EOxOuJkH_VBRZuNZx7kgyUyIJAWls 

☆ 冊子「あの時から～東日本大震災 10 年目の報告～」 全日本ろうあ連盟 

https://www.jfd.or.jp/2022/03/11/pid23582?fbclid=IwAR3memrRgpZMla1tyh_R8FoTYM1Dvy

7hF-24abRg0BaoN4qI6vNbfyuENoY 

☆ 社会課題に対し、今の自分にできることは? つながりが持つ可能性を探る・NPO 法人抱樸奥

田さん。 

https://fin.miraiteiban.jp/houboku/?fbclid=IwAR0x2nc3jn9ddYmooXepyzAojr-

srOvwRO_eqynQUUBwEYbvM5J-yopWS58 

☆ 映画『帆花』  元町映画館で 14 日（金）迄  http://honoka-film.com/ 

こうのいけスペース 2022 年 5 月のお休みは 18 日（水）です  

何時も大変申し訳ありません。その他調整をお願いする日時がありますが、よろしくお願

いいたします。こうのいけスペースのクローズ日でも、「どうしても」というご依頼にはで

きるだけお応えしようと考えていますが、スタッフの休日調整などもあり、ご利用の調整を

お願いいたします。 

編集後記…☆冒頭にも記しました様に労基署から是正勧告を受けました。「是正」の意味を知りな

がらも、それを行っていくことも「疲弊・荒廃」へと繋がる（導く?）という世の中に憂い（少しばかり抗

い）続けてきたのですが…。悩ましいものです。☆毎日毎日、いろんなことが明るみとなっていきま

す。されどチェンジ（変化）することが難しい地域・国（?）に居るのだなぁ…と実感します。☆予想・想

像以上（?）のインフレに円安、この記事を書いている最中にも「生活福祉金の特例貸付制度」の延

長と相次ぐ自己破産の連絡が…という記事が舞い込みます。相関して自死者数も…。もっと深く・

強く考えたいものです。☆社会基礎構造改革という名の下「利用契約」という制度になって 22 年。

ビジネス化（を全否定している訳ではありませんが）した「福祉」という名のサービス名を改めて考え

確認したいものです。 
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