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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 193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 090-9711-1335 kunimoto@kangae-yo.com  s.ri-kuni@ezweb.ne.jp 

しぇあーど及び考えよーかい関係者みなさまいかがお過ごしでしょうか?。暖冬といわれてました

が 2 月に入り冷たい空気に覆われるようになりました。今後の冷え込みから季節の変わり目と体調

を維持するのも大変ですが、少しでも今(の季節等)を感じられる余裕を持ちたいものです。 

世間では「新型コロナウィルス」に関して様々な情報が満ち溢れていますが、正しい情報(少なく

無い間違った情報やデマ、過大な報道が私にも見て取れます)を掴みながら対応したいものです。 

それと同様(あるいはそれ以上)にインフルエンザも猛威を振るっています。多くの方の基本的な

対応を願います。今月も宜しくお願いいたします。 

報 告・お知らせ（お願い）など  

☆ 「しぇあきっず」(児童発達支援・放課後等デイサービス)と「訪問看護ステーションしぇあーど」

が 3月 16日(月)に移転オープンとなります 

お知らせしていました「訪問看護ステーションしぇあーど」と児童発達支援・放課後等デイサー

ビス「しぇあきっず」が移転し表記の日時にオープンとなります。 

先立ちまして内覧会を 3 月 13 日(金)・14 日(土)の 2 日間行いますのでご都合付く方はお越し

ください。詳細は別紙(「しぇあきっず」内覧会のご案内)をご覧ください。 

☆ 新型コロナウィルスに関する Q＆A(一般の方向け) 2月 7日時点版 厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0001.html 

☆ 令和元年度障害児通所支援事業所研修会に参加しました 

2 月 5 日(水)に行われました兵庫県と県内中核市共催の表記の研修会にスタッフ大塚が参加

しました。 

☆ 介護を支援するロボット「HAL」装着体験会に参加しました 

1月 31日(金)にアイ愛センターで伊丹市肢体不自由児・者父母の会主催で行われました表記

の会にスタッフ大谷が参加しました。 

☆ 重症児(者)の支援における介護技術講習会に参加しました 

1月11日(土)に森ノ宮医療大学で行われました大阪府理学療法士会主催の表記研修にスタッ

フ安居が参加しました。 
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☆ 第 1回スキルアップ研修 長期的な療育経過と保護者支援・地域連携に参加しました 

12 月 9 日(月)に兵庫県立こども発達支援センターで行われました表記の研修会にスタッフ竹

中が参加しました。 

☆ 第 244回療育研修会 重症心身障がい児・者の生活をより楽しいものへ に参加しました 

11月 30日(土)に「あすてっぷ KOBE」で行われました表記の研修会にスタッフ福井・中本が参

加しました。 

☆ 令和元年度たじかの園療育見学会・懇談会・オリエンテーションに参加しました 

11月 29日(金)にたじかの園(尼崎市立)で行われました表記の会にスタッフ・福井が参加しまし

た 

☆ しぇあーど 12月の試算表  

http://ra-shared.com/content/uploads/kan200118_1.pdf 

☆ しぇあきっず 12月の報酬額等  

http://ra-shared.com/content/uploads/kan200112_1.pdf?fbclid=IwAR0c5NfnopMSU

R4AQODN1g9_p4nUJR46Or8_IwAtiHMeJ7CTttCrOD_gaRQ 

いんふぉめーしょん 

☆ 第 6回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(ペーパレス)資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09254.html 

☆ 「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会(地域共生社

会推進検討会)」の最終とりまとめを公表します 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213332_00020.html?fbclid=IwAR1bGOsQE

pcDauT5LzbHjk5tL806zSNFwDDgD7iU08jPqV3qjbuOyK2fUeM 

☆ 「難病・小児慢性特定疾病地域共生ワーキンググループ」のとりまとめを公表いたします 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09040.html 

☆ 令和 2年度文部科学省(案)の発表資料一覧(1月) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1412639_00001.htm?fbclid=IwAR06EK7

RW77OcwD6yaqXt5XHmvjGH3ja4CaCS69IHgasKgGIpM8fTlTQhy0 

https://www.mext.go.jp/content/20200114-mxt_kouhou1-000004025_07-4.pdf?fbclid=

IwAR3YYBFhHMGXlk-b_R7IEtVVT0IuccWAPnSyQsOxQI4Rsl4lVTBLQneKF98 

☆ 社会保障審議会(生活困窮者自立支援及び生活保護部会) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html?fbclid=IwAR09E82I2

WRWxFNG5eH_8LxA8J5OuHj-Krpptl5VH_L0F1E42bGFERujLbc 

☆ 令和元年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 

https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/01/tp0107-1.html?fbclid=IwAR1oP_DulraQI0XX

aVmt0lslTD5kpzqixo7uWf0qXAFhxD37Ti22dpX9GAI 
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おすすめ研修・イベントなど 

☆ 暮らしネットフォーラム 5～廣瀬明彦氏を囲んで～『この国は、ほんまもんの「共生社会」へ向

かっているのか?』  

日時:2月 29日(土)10:30～16:30 9:30受付 10:15開会 参加費:2,000円 

場所:奈良県社会福祉総合センター6Fホール 17:30懇親会-19:30終了 

http://kurashinetnara.blog.fc2.com/blog-entry-7.html?sp 

おすすめの本・ブログ・ホームページなどなど  

☆ 中高年のひきこもり、国が用意した就労支援の実態は”人権を踏みにじるに近い行為” 週刊

女性 2020年 2月 4日 https://www.jprime.jp/articles/-/17034?display=b 

☆ 哲学者・森岡正博さん「勝ち組負け組思想」がすべての人を追いつめる  

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70183?media=frau&fbclid=IwAR2BFEOVe_zuHt

HRM1YRI5GJs4Cy_U9cPMCf72ehCS9IMosH5l7TP9eF-X0 

☆ シングルマザー死ねって日本が言ってる misoyorishioha’s diary 

https://misoyorishioha.hatenablog.com/entry/2020/01/24/064300?fbclid=IwAR0eNp

CuDR6rDQccv_aJermF9GwArACGQHahVx0ACcw3CZRNkWy2yMcEglY 

☆ 相談支援の「いま」と「これから」について---実践的価値と政策的課題 萩原浩史 立命館大

学生存学研究所  

https://www.ritsumei-arsvi.org/essay/essay-2997/?fbclid=IwAR128Jq4fgVJOyD3HU

4XDcDOTpM6F4I44ymG1MmQhcQGcVhTGIi5vcPSNlw 

☆ 大沸次郎論壇賞・東畑開人さん受賞記念寄稿 ケアの価値見失う大きな社会 好書好日 

https://book.asahi.com/article/13065549?fbclid=IwAR1c8Pjjscm6Fn8vuIKvskSonYj

U-x0JXVGZ0wlmdLryRGgLhQJ0z-qHtkk 

☆ R1福祉サービス経営概況調査の理解 ぱんきっず社長 note 

https://note.com/expression123/n/nb01a79062e36?fbclid=IwAR3L5iBAwjbaZKnO2k

RgEI3ezERxVlfnTyNSSkDEfLwsf7Db0sXWZBZIj5E 

☆ 未来食堂・小林せかいさんが向き合う「正しさ」への葛藤 

https://torus.abejainc.com/n/n7191702d6a94?fbclid=IwAR1ZzE3A_OyOOsJeO4Orfy

W0X7pSNO4uUh5Sm72O6vsE7Wx-Xj3lUUXxWzk 

☆ 地域への新しい入口 関係人口 ポータルサイト 

https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/index.html 

☆ DIFN ニュース 障害福祉研究情報ニュース 2019.12.31 号 公益財団法人日本障害者リハ

ビリテーション協会  
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https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/dinf_news/dinf_news_no21.pdf?fbclid=IwAR3X

VveplYmLjDWnBET5Nm2nQYDzCJPyS5dew4oEB4Rl_T61s-QyYUT_BFY 

☆ 2019年「障害者福祉事業」の倒産状況 (株)東京商工リサーチ 

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200130_02.html?fbclid=IwAR1D49BCvZz

tCKEzyLkxE1Mve_SaESA0KdciVebuQhK8B7-_MZnEwgDZt08 

こうのいけスペース 2020年 3月のお休みは 18日(水)です 

いつ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。 

情報取得及び共有をすすめるために…多くの方が情報を知らされずにいることを実感します。パソ

コンや携帯電話等でインターネット通信が可能な方は、国本アドレス kunimoto@kangae-yo.com  

まで一度ご連絡（送信）いただければ、できる限りの旬の情報をお届けします。 

編集後記…☆昨年 9 月のフォーラムにお越し頂いた弘前市のみなさんとご一緒する機会が

ありました。今回も心温まる「おもてなし」をいただきました。どんどん無機的になりつ

つある「関わり(関係性)」の大切さを改めて(毎度ですが)感じさせて頂きました。☆また一

昨年のフォーラムにお越し下さった青森市の佐藤涼さんが 1 月 24 日(金)～26 日(日)の 3 日

間、伊丹市に滞在され、ご一緒させていただきました。佐藤涼さん、今年はニューヨーク

での活動も行われるとのことで楽しみです。☆年が明け 20 日からは通常国会が始まりまし

た。その内容を見てみると(全てはとても見れていませんが)、まぁ酷い内容であると言わざ

るを得ません。例えば以下…2020 年 1 月 30 日の参議員予算委員会の一部です…など…。 

https://www.youtube.com/watch?v=BRSVLP0pE3M 

☆これ程までに酷い国会運営(議論と言うよりは、主に答弁)に至ったのも突然の事では無い

筈で…。様々な手段(多くはマスコミ等の情報媒体等)により統制されているように思えてな

りません。☆失われた 20 年とも 30 年とも言われる中で、それら(経済の混迷のみでは無く)

をなんとかする(あるいは少なくともなんとかしようとする)力が必要に思えてなりません。

それにはまさに民主力(民主主義を実践する力)だと思うのですが…。☆私たち(という言葉

が誰を指すのかもしっかり考えていきたいものですが)を取り巻く生活環境は決して良くな

っていません(と言えるのかと思います)。更に「障害者(あるいは児)」とされている方々(及

びご家族・関係者…この言葉には支援者も含まれるようにも思います)の「これから」は明

るいものではありません(私としては珍しいのかと思いますが断言してみます)。☆振り返る

と 2010 年の９月に現在の「しぇあーど」の建物が新拠点としてオープンしてから 10 年が

経ちます。当時の見込み(目標・希望・夢)との相違も受け止めながら、翌月(3 月)には新た

な拠点がオープンします。先を見定めつつ、「今」を極めていける力をつけたいと思います。 
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