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＃いのちと暮らしをちゃんと守って 

ツイッター･デモで､社会保障のネット署名の協力呼びかけ 
８月 10 日午後、インターネットを通じた change.org（チェンジ･オルグ）によるネット署名

への協力を訴える Twitter(ツイッター)･デモが、きょうされんも参加する「憲法 25 条を守り

活かそう！共同行動実行委員会」の呼びかけで行なわれました。 

新型コロナの感染拡大の中、自己責任をわたしたちに強要する現政権の全世代型社会保障政

策により、いのち、暮らし、医療等の縮減が推進されています。このまま貧弱なコロナ対策で

市民のいのちと暮らしを危機にさらす社会を続けるのか、コロナ対策を最優先に社会保障政策

を拡充する社会へと転換させていくのかが、この先問われています。 

 今回の二つのネット署名は、社会保障に関心が薄かった人にも関心を持ってもらい、自分の

暮らしや仕事と密接に結びつけて、その充実には自己責任の社会を転換させなければと気づい

てもらうことがねらいです。 

同実行委員会では、現在、広範な市民が一致できる政策の柱「私たちが求める社会保障（仮

称）」の検討がすすめられており、今回先行して SNS を通じてそれらをわかりやすくして多くの

人びとにネット署名への協力を呼びかけています。 

◆緊急要望ネット署名 

「緊急要求～コロナ禍にあって、わたしたちのいのちと暮らしを犠牲にしない対策を求め

ます」   URL：http://chng.it/Hd8QY6Gk 

◆基本要望ネット署名 

「基本要求～すべての人のいのちと暮らしが守られる社会・制度を実現してください」    

 URL：http://chng.it/jpwmr86y 
※ネット署名は、明日以降でも出来ますので、引き続き拡散にご協力ください。 

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

【優生保護法】８月 11 日院内集会・８月 19 日第５回交流会

あります！ 
８月３日の神戸地裁の判決は、不当判決でした。優生保護法関連の６例目の敗訴判決でした。

国に対して優生保護法の罪を認めさせ、優生思想のない社会への道のりは厳しいことを実感さ

せられます。しかし！あきらめるわけにはいきません!!裁判官にわたしたちの声を届けるため

には、運動を大きくしていくしかありません。以下の２つの企画ぜひご参加ください。 

①「優生保護法違憲国賠訴訟神戸地裁判決（８月３日）を受けての院内集会 

～優生保護法問題の早期かつ全面的な解決に向けて～」（＊詳細は添付のチラシ参照） 

■日時：８月 11 日（水）15:00～16:30  

■申込：不要 

■ZoomURL：https://bit.ly/3xcnhCk  

ミーティング ID: 852 3913 1328 パスコード: yuseihogo 

② きょうされん第 5 回優生裁判情報交流会（＊詳細は添付の案内参照） 

■日時：８月 19 日（木）10:00～12:00 

■内容：兵庫弁護団から神戸地裁判決の評価のレクチャーなど 

■申込：きょうされん事務局（佐藤 f-satoh@kyosaren.or.jp ）まで 

mailto:zenkoku@kyosaren.or.jp
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きょうされんから 300 人の参加で成功させよう！ 
自立支援法違憲訴訟団オンラインシンポジウム 

■2021 年９月８日（水） 13：30-16：30（ZOOM） ■参加費無料です 

■ https://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/data/2021/20210908sympo.pdf 

「自助の強要は人権を脅かす～国は基本合意を再確認し、骨格提言の実現を」 

をテーマに掲げた、自立支援法違憲訴訟団企画のオンラインシンポジウムです。 

ぜひご参加ください。              （＊詳細は添付のチラシ参照） 

 

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

 

安永健太さんの会オンラインシンポジウム開催 
■2021 年 9 月 25 日（土）13 時 – 16 時 30 分 

■Zoom ウェビナーにて開催（定員 500 人） 

■参加無料、手話通訳・文字通訳あり 

2007 年９月 25 日、自転車に乗って障害者作業所から自宅に帰る途中、不審者と間違われ、

警察官から後ろ両手錠を掛けられ、５人もの警察官にうつぶせに取り押さえられて亡くなって

しまった安永健太さん。 

その裁判では、警察が健太さんは「精神錯乱」状態だったと主張し、判決で警察の行為は正

当と認定されました。その判断のもとである警察官職務執行法を改正する提言をまとめました。 

この機会にシンポジウムを開き、障害のある人たちが安心して暮らすことのできる社会の実

現に向けて議論を深めていきます。 

 ●企画概要・お申込み：http://yasunagajikenwokangaeru.blogspot.com/2021/06/925.html 
 

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

 

８月 23 日まで締切を延長！ 

「2021 年度障害福祉サービス等報酬改定影響調査」  

現在、500 件を超える回答をいただいていますが、1000 件以上の声を集め、国への要望活動

を進めたいと考えています。生活介護・就労継続支援Ｂ型・就労移行支援事業を行なっている

事業所のみなさん、ご協力をお願いします！ 

●Google フォームからの回答⇒ https://forms.gle/RdbyxMKayLiVfKjXA 

（※調査の依頼文・調査票は添付ファイルをご覧ください）※回答締切：８月 23 日（月） 

 

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

 

【賛助会員】「きょうされん誕生日」に 16,757 口到達！

さあ、後半戦！ 
８月６日の「きょうされん誕生日」に向けて、目標の 60％到達をめざしてとりくんできまし

た。15 支部が目標の 60％を超えたものの、全体としては 16,757 口（46.2％）の到達となりま

した。各法人・事業所のとりくみはいかがだったでしょうか？ 

ここから、後半戦がスタートします！コロナの感染がますますひろがっている中ですが、そ

んな中でもきょうされんの応援団をひろげていくために、一人ひとりへの呼びかけをよろしく

お願いします。 
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第４回拡大精神障害部会を開催します！ 
昨年の全国大会は中止となり、今年はオンラインでの全国大会のため、全国大会の分科会で

ご一緒できる機会も２年続けてなくなってしまいました。第４回拡大精神障害部会にて精神障

害部会の活動を共有し、みなさんの声を聴きながら交流を深めたいと思っています。 

ぜひご参加ください（＊詳細は添付の案内参照）。 

  ■日時：10 月 19 日（火）13:00～16:30  

  ■開催形態：Zoom 

 

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

きょうされん第 44 回全国大会 
① 参加申込・協賛呼びかけ 

10 月 29 日（金）に行なわれる全国大会のお申し込みはお済みでしょうか？？今大会は参加

者１万人をめざして、準備を進めています。申込締切は９月末ですが、早目の申し込みをお

願いいたします！ ⇒ https://www.kyosaren.or.jp/zenkokutaikai/ 

 

②利用者企画「みんなの発表のひろば」「わたしの主張」 

申込締切迫ってます！締切は 8 月 16 日（月）です。たくさんのご応募お待ちしています！ 

https://www.kyosaren.or.jp/wp-content/uploads/2021/05/a61ae8fbfd40e14abcf46c9f819456f8.pdf 

 

③テーマソング動画 

各作業所から届いた動画をぞくぞく YouTube にアップしています！ぜひご覧ください。 

⇒ https://www.youtube.com/channel/UCFWeDzw8CQkXLvi-I-Z43ew 

 

④クラウドファンディング 

大会運営費用の確保のため、市民にも開かれたクラウドファンディングを行ないます。支援

者への返礼品には、新型コロナウィルス感染拡大の影響によって売上が減少してしまった作

業所製品を中心に据えたいと考えています。その返礼品を募集します！添付の「【イチオシ商

品をご提案ください】きょうされん第 44 回全国大会クラウドファンディング返礼品」をご確

認いただき、８月 31 日（火）までにご提案ください。お待ちしております。 
 

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

第 14回グッズデザインコンクールのご案内 

コンクールのポスターや応募細則は会員事業所に郵送しています。

またきょうされんのホームページからもご覧いただけます。 

⇒ https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/15747/ 

なお、新型コロナウイルス感染拡大により、選考会はデジタル選考

を行ないます。作品のデジタル化は主催者(きょうされん)が行ないま

す。作品は現物をお送りください。今年も、たくさんのご応募、お待

ちしております。 

●作品受付期間：９月 17 日(金)～24 日(金)必着 

●作品送り先：〒457-0023 

愛知県名古屋市南区芝町 189 番地㈱ユニオンサービス内 

きょうされん グッズデザインコンクール係 TEL 052-824-4151 

https://www.kyosaren.or.jp/zenkokutaikai/
https://www.kyosaren.or.jp/wp-content/uploads/2021/05/a61ae8fbfd40e14abcf46c9f819456f8.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCFWeDzw8CQkXLvi-I-Z43ew
https://www.kyosaren.or.jp/business-activity/15747/
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なかまのうたグッズ ぜひご購入ください 

今期の夏の販売事業は８月３日(火)をもって終了しましたが、なかまのうたグッズ（Ｔシャ

ツ、バスタオル、フェイスタオル、マスクケース）については、第 44 回全国大会オンラインの

オフィシャルグッズとして引き続きご購入いただけます。ご注文は夏販売の用紙をご利用くだ

さい。ぜひ、なかまグッズを身に着けて大会にご参加ください。 

【全国大会×夏季販売チラシ】https://bit.ly/3dlZatZ 

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

きょうされん光 詳細はこちら 

きょうされん光は、毎月ご利用のインターネット回線料金が割引され、

さらにその一部がきょうされん活動へ寄付されます。 

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/ 

・NEW! きょうされん光を、よりわかりやすく動画にしました。 

動画： https://www.youtube.com/watch?v=eQeDNZ0oyFQ 

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

きょうされんカーリース 詳細はこちら 

現在 50 以上のご依頼、27 件の成約となっております。リースを新規検

討される際に利用いただく事も多いです。お気軽にお問合せください。 

 

【リースにすると】①保険や税、整備など様々な窓口や手続を一本化でき

ます。②車検や保険、故障・事故時の代車調達などの維持管理業務が効率化できます。③車両

購入の資金や車検点検整備などの維持管理費を毎月定額にできます。 

 

【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://bit.ly/3dlZatZ
https://kyosaren-hikari.net/
https://kyosaren-hikari.net/#contact
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https://www.youtube.com/watch?v=eQeDNZ0oyFQ
https://drive.google.com/file/d/1IxYJBOmC51g6CLRVYe2_I8M7o3iaKBls/view?usp=sharing
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