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基本合意をもっと輝かせよう! 
自立支援法違憲訴訟団と厚労省の定期協議(11 回目)開催 

11 月９日､自立支援法違憲訴訟における基本合意に基づく訴訟団と国(厚労省)との定期協議

が行なわれました。当初は３月に開催が計画されていましたが、新型コロナ感染症の流行によ

り延期されて、この日オンラインでの開催となりました。元原告や弁護団をはじめオンライン

のリアルタイム配信の視聴も含めると、200 人を超える参加がありました。 

冒頭に厚労省こやり隆史政務官と訴訟団元原告の車谷美枝子さん(兵庫)があいさつし、政務

官はみなさんの率直な声を聴いて、将来に生かしていくと述べました。今回、訴訟団から 21 ペ

ージ・主要９項目に及ぶ要請書を提出し、コロナ災害等による元原告など障害のある人たちの

今の暮らし･働く場での実状や思いを述べて、要請内容の具体的な実行を迫りました。 

要請に対して厚労省からは施策が好転に向かう回答はなかなか聞かれませんでしたが、新首

相が政権理念として「自助、共助･･･」を再三強調している昨今にあって、障害に対して自己責

任を強いたことを事実上｢反省｣したこの基本合意は、施策後退への大きな歯止めとなっている

ことを改めて実感させる機会となりました。 

＜定期協議前のめざす会学習会＞ 

定期協議に先立って行なわれた学習会において、基本合意の完全実現をめざす会世話人であ

る藤井専務は、最後のまとめで、①基本合意をはじめ骨格提言、権利条約をもっと学んでこれ

らをもっと輝かせよう、②元原告・弁護団・めざす会の一人ひとりがつながりを強めよう。③

定期協議の力をさらに増幅させよう、と呼びかけました。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「ＴＯＭＯ市」送料無料キャンペーン 継続決定！ 

 10 月からスタートした「送料無料！作業所応援キャンペーン」。多くのかたから注文をい

ただき、売上は前年同月の２倍にまで増えました。作業所のみなさんの売上に貢献できている

この状況を踏まえて、11 月も継続していきます！ 

 ただし「TikTok 新型コロナウイルス緊急支援助成プログラム」の一環として実施している

ので、予算が無くなり次第終了です。この機会にぜひ気になる商品を購入いただき、作業所で

働く障害のある人たちを応援してください。 

 ■ＴＯＭＯ市 https://www.tomoichiba.jp/index.html 

 ■ＴＯＭＯ市「送料無料！作業所応援キャンペーン」 

        https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/13204/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 44 次国会請願署名・募金運動はじまります 
請願グッズ（ポスター・署名用紙・チラシ・学習パンフ）のデータは 

きょうされんホームページから！ 

 ⇒ https://www.kyosaren.or.jp/全国事務局/13403/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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【賛助会員】12 月 25 日,100％達成をめざしましょう！ 
賛助会員の全体到達は 11 月 10 日 12 時時点で 24,074 口（66.4％）となっています。みなさ

んの法人・事業所の到達状況はいかがでしょう？ 

組織･運動委員会では､｢12月25日には100％達成！」の方針を掲げてとりくみを進めてきました。 

スタートを切った第 44 次請願署名・募金運動では、これから署名用紙を持って、または郵送

でお送りして、依頼をスタートすることと思います。また、冬季販売事業のカレンダー等のお

届けも本格化する時期です。ぜひ、その際は一緒に賛助会員の呼びかけをしましょう！ 
 

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

第24回経営管理者総合研修会のご案内 
■日にち ： 2021 年 1 月 30（土）    

■開催方法： Zoom ウェビナー 

■対象  ： きょうされん加盟事業所・法人の理事・施設

長・管理者(賛助会員含) 

■定員  ： 300 人 (＊オンライン夕食交流会 先着 100 人)   

■参加費 ： 4000 円／※参加は個人単位です。 

■参加受付締切 ： 2021 年 1 月 8 日（金） 

■企画  ： 

【特別講演】 安田菜津紀さん (フォトジャーナリスト) 

     『共に生きるとは何か 

      －難民の声、家族の歴史から考えた多様性－』  

【シンポジウム】 

『コロナ禍の今、求められる管理者の 

役割と力を獲得するために』 

※詳細は、きょうされんホームページ⇒ https://www.kyosaren.or.jp/training/13494/ 

 または、11 月 25 日発信の次号のＮＯＷに添付される要項をご覧ください。 
 

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

オンライン基礎講座３「あたりまえに働き えらべるくらしを」

アフター企画にご参加ください！ 
全国利用者部会のふたり（林優子部会長 秋保喜美子副部会長・自立支援法違憲訴訟原告）と

オンラインで交流しませんか。ぜひ、利用者のみなさんの参加をお待ちしております！ 

【日時】2020 年 11 月 18 日(水)13：30～15：00 

【申込み URL】https://forms.gle/o11DhfP73VYbmXhM8 

【対象】基礎講座３を視聴された職員・利用者のみなさん 

【内容】鼎談を観ての感想や利用者部会活動へのリクエスト、自治会活動の悩みなど、自由に

気楽に意見交換、交流できる場にしたいと思います。 

【申し込みにあたって】 

・アフター企画の動画配信はありません。 

・参加費は、無料です。 

・先着 30 人(１事業所につきパソコン一台までの参加)を予定していますので、お申し込み

はお早めに。申込が確認できましたら、所定のＵＲＬをご案内します。 

・参加にあたってはパソコン、ＷＥＢカメラ、マイクと、一定の通信環境が必要です。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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冬季販売事業 推進中 
今季の冬季販売事業につきまして、現

時点で 580 会員より 14 万枚のカタログを

取り寄せていただいております。新型コ

ロナウイルス感染症の拡大・蔓延によ

り、対面でお客さまに商品のお渡しする

ことが難しい場合、個人宅配を利用する

ことも可能です。お気軽にご相談くださ

い。 

詳細は事業所にお届けする「冬季販売

事業のご案内」一式および下記 URL 上に

アップしているデータをご覧ください。 

 

●冬季販売事業のデータ：https://goo.gl/iKBhZz 

●はたらく仲間カレンダーのデータ：https://bit.ly/3iTa37j 

●スケジュール 

11月 30 日（月） 
カレンダー・雑貨、食品(味とくらしの特選品)カタログ 申込締切 

名入れ「はたらく仲間のうた」カレンダー 発注締切 

12月 11 日（金） カレンダー・雑貨、食品(味とくらしの特選品)発注締切 

 

各種事業 
・あらゆる車種をリースできます「きょうされんカーリース」 詳細はこちら 

・インターネット回線で活動財源を確保「きょうされん光」  詳細はこちら 
 

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

40 周年記念映画オンライン企画【上映権法人関係者は無料】 

ぜひご参加ください！ 

 

 

☆「星に語りて」で映画に出演した利用者、

和歌山のパフォーマンス集団「Po－zkk」、

松本監督、今井監督が登壇予定！  

 

☆お申し込みは、添付の FAX、またはメール zenkoku@kyosaren.or.jp にて、 

件名に「第３回 映画オンライン企画申し込み」 

本文に「法人名／参加代表者名／参加人数／電話番号」を記入してお送りください。 

申込確認後、当日の ZOOM URL をお送りします。たくさんのご参加お待ちしております！ 
 

■ファイナル企画（12 月 8 日（火）午後） 漫画家山本おさむさん登場！！ 

ファイナル企画には「星に語りて～Starry Sky～」の脚本を執筆した、漫画家の山本おさむ

さんが登壇。松本動監督と藤井克徳専務理事と「星に語りて」や「災害と障害のある人たちに

ついて」語ります。 

詳細はホームページやＴＯＭＯ、なかまニュースで追ってお知らせします。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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きょうされんホームページの新企画 

Flip a page【No.004】は見てくれましたか？  
Flip a page ～ ページをめくり、深めてほしい ～。 

本を手に取って、表紙を開いてほしい。 どんな人が書いた本か

知ってほしい。パラパラとページをめくってみてほしい。「今、ど

んなことが問題になっているのか」「わたしたちは何を訴えたい

のか」いま、きょうされんが推したい本の関係者にインタビュー

を通して、発信していきます。 
 

第４回は「突然命を絶たれた悲しみに共感することから始めて

ほしい」後藤強・常任理事と一緒に考えました。書籍『健太さん

はなぜ死んだか 警官たちの「正義」と障害者の命』をぜひお読

みください。 

 → https://www.kyosaren.or.jp/book/13288/ 

 

 ■『健太さんはなぜ死んだか 警官たちの「正義」と障害者の命』 

   斎藤貴男 著 四六判・192 ページ 定価：1,650 円（税込） 

   書籍のご注文は支部事務局、またはきょうされん事務局まで。 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

きょうされん「ブックフェア」開催【12 月～１月末（予定）】 

「本が待っていますよ！」 

 ＫＳブックレット、その他の対象書籍を特別価格で販売します。 

詳細は徐々におしらせしていきますのでお楽しみに！ 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

なかまニュース企画「LIVEぴいちく わたしたちの主張」 

12 月３日（木）Zoom で開催！ 

お気軽にご参加ください。 

全国のなかまと交流して、元気を出しましょう！ 

わたしたちの願いや気持ちを、わたしたちの言葉で伝えあおう！ 

全国のなかまとつながって、はげまし合おう！ 

 

●日時：2020 年 12 月３日（木） 

午前 10 時半～11 時半（延長する場合もあります） 

●開催方法：インターネットの Zoom や YouTube を利用 

●募集内容： 

下のテーマ例を参考に原稿（文章）を応募してください。 

発表時間は 1 分以内です。動画や写真を使ってもいいです。 

原稿と一緒に送ってください。1 分で話せる文字数は 300 字くらいだと言われています。 

【テーマ例】仕事 くらし 恋愛 ゆめ 制度 署名 楽しいできごと など 

●応募方法：なかまニュース 10 月号または、 

きょうされんホームページをご覧ください。 

⇒ https://www.kyosaren.or.jp/全国事務局/13275/ 

https://www.kyosaren.or.jp/book/13288/
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