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きょうされん
13 日の閣議（全大臣による会議）において、障害者自
立支援法の一部改正を行ない「障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援
No.312
No.312
法）」とする法律案が了承され、同日のうちに国会に上程
2012
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されました。
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論が繰り返し行なわれたものの、手直しは訴訟元原告や
多くの障害当事者を納得させるものではありません。国
家との約束を破る政府、民主党の責任は重大です。
今後は国会での法案審議にステージは移っていきますが、実際の審議入りは５月連休後になる見込みで、
当面そこまでの運動が重要になってきます。これまでの民主党議員への働きかけに加えて、野党にも対象を
ひろげて、全国会議員に働きかけていくことが大切です。地方議会の意見書は同法案が国会提出されてから
も急速に増えており、12 県をはじめ 116 自治体議会になっています（26 日現在）。各地で他団体と連携した
地域フォーラム開催や地元国会議員への訪問･要請、第 35 次請願署名を携えての紹介議員依頼の活動等は、
地方紙をはじめマスコミにも影響を及ぼしています。それが国会議員や厚労省、世論動向に少なからずイン
パクトを与えており、運動の大きな広がりが益々求められています。
第 35 次国会請願署名・募金運動キャンペーン

続々と目標達成の報告が届いています
徐々に暖かくなり、各地で「春をよぶがんばるデイ」のニュースが集まってきています。全国事務局
も東京都内のブロックと合同で、中野駅まで街頭署名を実施。久しぶりに大きな声を出したこと、思っ
た以上に協力してくれる市民がいたことで楽しく有意義に取り組めました。各地での街頭宣伝の結果な
どは、支部や全国事務局にぜひご報告ください。
また、３月上旬から各地で展開されている地元議員事務所への訪問活動。３月中旬の閣議決定前後に
集中週間を設けましたが、引き続き約束をとりつけて会うことができる議員には働きかけをおこなって
いきます。訪問の状況も、支部、全国事務局にご報告ください。
目標達成まではようやく３分の１、４分の１を超えたところですが、もれなく依頼・念押し・回収と
お礼をすることで、真の障害者制度改革をつくりだす運動を巻き起こしましょう。
【最新到達 66 万 8351 筆（目標に 33.4％）、1769 万 3763 円（目標に 25.3％）】
【目標達成 （署名・募金）大分・秋田・岐阜、（署名）福島・鳥取・沖縄、（募金）福井】
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賛助会員到達（3/26 現在）：２万９６５７口
９６５７口（前年度比 95.1％）
○今年度最終週に入りました。いまだ昨年度到達である３万６８３口に到達していません。
○今年度は、ポスト自立支援法制定をめぐる動き、事業移行期限、報酬改定、相談支援体制変更準備、ＧＨ家
賃補助などのつなぎ法施行と、いつにも増して、障害のある人のくらし、経営、運営に変動がありました。そし
ていつにも増して、障害団体間のつながりが広がり、集会などの企画に結実した年度でした。このような激動
の 2011 年度の運動でけん引の一端を担ってきたきょうされんの賛助会員規模が縮小すること、それは障害
者運動全体のこの間の旺盛な動きが縮小することに、少なくない影響をもたらさざるをえません。
●賛助会員は、私たちの運動に賛同し、支援していただいているきわめて重要な方がたです。そして、賛助会
費は、私たちの運動を支える主たる資金です。
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東北物産展

４月以降も
月以降も

年度末でお忙しい時期と思いますが、来年度の予定や行事の計画をたてている
この時期に、東北物産展を計画していきましょう！
法人の理事会・評議委員会での販売も、いかがですか？
のぼりや値札のポップ、チラシなど、東北物産展開催へ向けた資料も用意し
ています。各地の開催予定や開催状況についても掲載していますのでどうぞお
立ち寄りください！
きょうされんＨＰよりこのバナーをクリック！
（

http://www.kyosaren.or.jp/

）

政策･調査委員会で実施した２つの調査結果がでました
1 つは 2011 年度小規模作業所補助金調査、２つ目は「障害のある人の地域生活実態調査」です。今回は、
簡単に結果をお知らせいたします。

2011 年度の小規模作業所数は 1,224 ヵ所（2010 年度 1,841 ヵ所）、都道府県で自治体単独補助制度を廃止

したのは 29 自治体、政令指定都市では３自治体になっています。

また、みなさんから昨年末にご協力いただいた「障害のある人の地域生活実態調査」は、当会、そして日
本障害者協議会加盟４団体からも協力をえて、１万件をこえる回答が寄せられました。ご協力ありがとうご
ざいました。現在、政策･調査委員会で分析を加え、第一次報告は近く公表に向けて準備を進めています。

たちまち第２刷!
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きょうされん会則第８条(総会)にもとづき、きょう

満天の
満天の星空
されん第 35 回総会を下記の通り開催します。

～障害のある人たちの東日本大震災～
■【新刊】 KS ブックレット No.18
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岩手・宮城・福島…東北三県のきょうされん加

つきましては、会則第８条の２項ならびに「代議員
選出規定」にもとづいて総会代議員を支部総会等で選
出し、2012 年 5 月 14 日(月)までに登録するようお願い
致します。なお、代議員以外で、会員に所属する者は
総会に参加し、発言･提案ができます。また、賛助会員
は総会を傍聴することができます。参加登録方法並び
に不明な点については、支部またはきょうされん事務
局にお尋ねください。
記

日

時

：

2012 年５月 23 日(水)午後１時～７時

会

場

：

戸山サンライズ（東京都新宿区）

議

題

：

1)2011 年度活動総括（１年間のまとめ）

盟事業所の「あの日、そして、それから」を手

2)2011 年度決算報告・会計監査報告

記でつづる。

3)2012 年度活動方針（１年間の計画）

■A5 判・84 頁

■700 円（税込）

4)2012 年度予算

■ご注文：きょうされん／TEL03-5385-2223

5)2011･2012 年度理事の補充選出

／FAX03-5385-2299

TOMO 市場・きょうされん書店でも販売中！

6)第 36 回総会並びに第 36 回全国大会の

http://www.t omoichiba.jp/s_ t omob ook_

7)その他
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開催について

以上

