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次は「小金井ACT通信」3号の発行を！　

私のまちの地域ACT
ア ク ト

　まさにコロナウイルスが動き出した2020年3
月末、小金井ACTの活動開始の宣言集会を開催
してから1年半。……何ができるか……「お元気
ですか！小集り」と「小金井ACT通信」かしら！！
と始まりました。
　今年も7月はじめに恒例（？まだ2年目ですが）
の地域別小集り懇親会を開催。マスクと換気と密

にならない
ように5～
6人の参加
ですが、開
催のたびに
新たな会員
の皆さんと
会えて、話
の内容もそ小集まり懇親会 まちの縁がわ「わ・おん」にて

かなエル・ハウスにて

＜助成期間＞
2021年10月～2022年9月

れぞれの場所
で違ったテー
マが出てきま
す。ご自分の
事を話されま
すが、それが
実はみんなの
問題であったり。なかなかの時間です。
　企画のお知らせをする「もしもし電話」でのおし
ゃべり、特に人生の先輩たちとは楽しい事です。
　緩やかにお互いを気にかけあう。そんな地域づ
くりに、私たちACT会員の活動が繋がってくれ
る事を期待しつつ……さて、次の通信3号の企画
に入らなければ……と、無い知恵を絞る運営委員
たちです。　

小金井ACT代表　池口 葉子

助成団体決定！
ＡＣＴコミュ

ニティ活動応援基金

居場所づくり部門に 1件の応募があり、8月
7日に、公開ヒアリングがオンラインで開催
されました。発表と活発な質疑の後、選考委

団体名 NPO法人　グリーンネックレス（小金井市）   
活動事業名 社会と交わる手しごと居場所づくり事業    
活動内容 地域に居場所を提供し、環境に配慮した手しごとの仲間づくりを行なう

助成額 260,000円（家賃、リーフレット制作費）

員会の審査が行われ、8月理事会で助成が決
定しました。ヒアリングの様子は YouTube
で公開しました。

公開ヒアリング、発表者の皆さん

グリーンネックレスの
事務所内のスペース。
ここで居場所づくりの
活動を行なう

つくろうよ
  

ー1ー
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教えて！介護のコツ　

みんなの
アビリティ共済！

その8アビリティ共済に入っててよかった！

　『町田ACT』づくりのお茶会で「空き店舗
があるよ。居場所にしたい！」と盛り上がり、
ここで「たすけあいのまちづくり」を話した
事が、「さくらさくら」誕生のきっかけにな
りました。良かった！
（町田ACTは配当金寄付による「地域 ACTまちづく
り基金」より、準備会に12万円、現在月３万円の活
動費の助成を受けています。）

アビリティ共済の配当金寄付が
「地域ＡＣＴ」の活動に生かされ、
そして「さくらさくら」が誕生しま
した。

介護の悩み・相談にご利用ください

第 1回

　ACT在宅介護研究会では、ACT会員の介護に
関するご相談をお受けしています。
オンラインで参加していただき、身体介護に関す
るその人のやり方や日頃の悩みについてお聴き
し、メンバーと一緒に考えます。日々の介護に負
担の少ない技術を知り、少しハッピーな気持ちに
なって、余裕ができるとうれしいです。
　ACT在宅介護研究会は、「引っ張らない」「持ち
上げない」「遮らない」「出来ることはしてもらう」
をモットーに、介護者や介護される方にも負担の
少ない介護技術方法を考えています。お気軽にご
相談ください。　　　　　　ACT在宅介護研究会

連絡先
　ACT事務局 03-5302-0393

アビリティ共済のお勧め・申込みサポートを
する < 募集人＞になりませんか！
ＡＣＴが資格取得を応援します！
詳細は事務局までお問合せください。

町田・ワーカーズ まちの縁がわ 小山田桜台
「ほっとスペースさくらさくら」の皆さんに聞きました。

食べ物にこだわり健康に
気を付けていましたが、
通院や入院。やっぱり
入ってて良かったわ！
これからもずっとね。

昨年入院。給付金はもち
ろん、ワーカーズ・ケア
で15日間、たすけあい
ワーカーズから家事援助
に来てもらって安心！
大助かりでした。

給付が超早く３日後に入金。
手続き簡単。電話対応が親
切丁寧わかりやすい、とても
感じが良い。うれしくなった。

私たちのアビリティ共済
配当金寄付が、私たち
を応援するお金になって
戻ってきた‼
うれしいですね。

安心の
保障！

 私の
「転ばぬ
先の杖」
 ね。

さえぎ



人も物も
大切にする暮らしを

使い捨てにしない働き方
企業組合 あうん (荒川区)

電化製品も充実、きれいに清掃点検された品物がずらり！
家電はオンラインショップも開設。

「どっこい食堂あうん」気軽に入れるあたたかな雰囲気。
店頭でお弁当も販売。

　「企業組合あうん」は、荒川区の三ノ輪駅近くで、
野宿者・失業者などが草の根的なネットワークを
通じ、生きがいと誇りのある働き方を目指して20
年前にリサイクルショップを開店しました。その
後便利屋事業を開始、現在は下町のなんでも屋さ
ん、家財片付け・引越し・遺品整理・庭木の伐採
等々、便利屋あうんとして運営しています。
　月50件もある片づけなどで引き取ってきたも
のは、リユース・リサイクルできるものを仕分け
します。処分するものと資源として使えるものを
細かく分別して引き取り業者へ、特に金属類は高
値で売れます。これらの事業は、産業廃棄物収集
運搬・一般貨物運送事業などのライセンスが必要
で、難関を突破して取得し事業を拡げてきました。
リサイクルショップは、運送会社の倉庫を改造した

　一人暮らしの高齢者が増えています。力仕事は難しくなり、高齢でなくても大掛かりな片づけ
は大変です。ACTはそんな暮らしの「困った」をサポートする、家財の片付け・引き取りなどを
行なう事業者と連携しています。その提携先である「あうん」と「よって屋」は、リサイクル・
リユースにこだわって、気持ちに寄り添い地域に密着したチームワークで取り組んでいます。

広い店内に、ワンストップで日常生活に必要なも
のはなんでも揃っています。冷蔵庫や洗濯機・ガ
スレンジや食器をパックにして安価で販売し、生
活保護の費用内でできるように相談にも応じてい
ます。
　あうんは地域交流のもちつきや、資源カフェ、
またフリースペースでの野宿者、生活保護利用者
の「共同作業日」は、大切な交流の場になっていま
す。地域の多彩なネットワークで社会貢献事業を
行なっています。人もものも使い捨てにしない働
き方を実現しているあうんは、みんなが平等に労
働と経営に関わり共同事業を行う企業組合です。
今や26人の従業員もしっかりと自立しています。
昨年オープンの小さなカフェはまちの食堂といっ
た雰囲気で、美味しいランチをいただけます。使
い捨てにしない社会の実践が今こそ必要だと感じ
ました。
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まるでアンティークショップのような店内。
とっておきの一品が見つかるかも。

この仕事がとても楽しい、と前田さん(左)、重田さん(右)。

共働事業所よって屋(府中市)

企業組合 あうん
TEL 03-5604-0873(定休：日曜)
〒116-0014
荒川区東日暮里1-36-10
（地下鉄日比谷線三ノ輪駅から徒歩7分）

一般社団法人共働事業所 よって屋
TEL 042-319-1001(定休：日曜・祝日)
〒183-0011
府中市白糸台5-25-2
車返団地商店街12-103
（京王線武蔵野台駅から徒歩5分）

心のドアを開けたくなる

受付時間：10~18 時
お電話の際は「ACT会員」とお伝えください。

ア  ク トご相談・ご依頼はこちら

　京王線武蔵野台駅から歩いて5分の場所に、お
片付け・リサイクル「共働事業所よって屋」があり
ます。車返団地の中にある小さな商店街のなかの
一軒。ここはリサイクル品を販売するお店であり、
事務所であり、倉庫。商品一つ一つに持ち主がい
て、その持ち主から新しい持ち主へと縁を繋いで
いきます。店内に並んでいる商品と同じように、
いろんな人との出会いがあります。
　「よって屋」の大きな事業はお片付けサービス
で、小さな片付けから、引越しの片づけ、中には
ゴミ屋敷の片づけの依頼もあります。代表の重田
さんは「ゴミ屋敷にだって家主の皆さんにはそれぞ
れ事情があり、思いがある」と仰います。どんな依
頼主の気持ちにも寄り添い、納得して片づけたい。
片づけているのはお部屋だけではなく、整理がつ
かないその方の気持ちでもあるのかもしれません。

重田さん、前田さんにお話を伺い、丁寧に仕分け
られたリサイクル品を見て、使えるものは使い、
分別できるものは再利用に生かす姿勢に感動しま
した。その姿勢は「あうん」からすべて受け継いで
います。
　誰かの不用品を新しい誰かのもとに嫁がせる
……魅力ある仕事がここにあると思いました。
　人と関わらずに生きていけるような世の中に、
やはり人にしかできない大切な仕事があるのでは
ないかと思います。人の絡まってしまった気持ち
を丁寧に解きほぐすのは、人しかいません。人の
つながりで支え合うしくみをつくってきたACTと
同じです。
　お片付けには必ず女性がお宅に伺います。明る
くて優しい声で「こんにちわ」と言ってくれる。そ
れだけで安心して散らかった家の中も、心の中も
ドアを開けたくなる気がします。すっかり「よって
屋」ファンになりました。

●東京23区にお住まいの方 ●多摩地区にお住まいの方

くるまがえし

5



たすけあいワーカーズ
「エプロン」
2021年就任

い  とう ひろ え
伊藤　裕重

ACT 第5次中期計画（2022年度～2024年度）
策定プロジェクトが始まりました

理事会だより

理 事 紹 介

　2021年度は「第4次ACT中・長期計画」の
最終年度であり、次の中・長期計画を策定す
る年です。ACT会員、ACT運動グループ、
ACT理事会などからメンバーを募り、7月よ
りプロジェクトがスタートしました。
　新型コロナ感染拡大の影響もあり、ますま
す生きづらさを感じる社会の中で、ACTの役
割は何なのか、どのように事業や活動を行っ
ていくべきなのかを考えていきます。テーマ
は「魅力あるACTであるために」。3年後の
ACTを思い描きながら、丁寧な話し合いをす
すめています。

　練馬のたすけあいワーカーズエプロン
に入会して、早いもので17年が経ちまし
た。その間に子どもたちはみな成人し、
結婚したり、大学生になったり。自分の
親も主人の親も見送りました。
　今は寝ても覚めても、異国のアイドル
に夢中のヲタク人生を満喫しています。
まさに人生はジェットコースター。50 才
過ぎてこんなにも素敵な楽しみに出会え
るのだから。やっぱり人生はおもしろい！
と実感している今日この頃です。

ひら の ひろ み
平野　弘美

 「ワーカーズ・コレクティブ」という働き
方がある！？とワクワクしたのは30年程
前のことです。自分たちで働く場をつく
る、地域の「困った」に応える、とことん
話し合う―子どもを背負いながらたすけ
あいワーカーズを始めました。制度の狭
間で困っている人がすぐ傍にいる、なら
ば行政や民間とどうつながるか、市民の
力や知恵をどう生かせるか、みんなで悶々
しながらも行動あり！
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たすけあいワーカーズ
「らいふえいど」
2019年就任

　討議内容は、ACTつながるケア・アビリテ
ィ共済・成年後見・居住支援・財政再建・会
員条件・まちづくり・広報戦略などです。
　12月に答申
案を作成予定
です。



連載

コラム

政策提案委員会
より

たすけあいワーカーズ連合がワク
チン接種格差について問題提起を
しました

　新型コロナウイルスワクチンの訪問介護従
事者への優先接種について、国は居宅系のみ
条件付きで３月に通知しましたが、ほとんど
が自治体任せです。たすけあいワーカーズ連
合はワクチン接種の格差について問題提起を
するため、全国の訪問・通所の居宅系従事者
を対象に「ワクチン格差調査」を実施しました。
　調査をもとに介護・障がいを含む福祉団体
を優先接種の対象に加えることや、定期的な
PCR検査などを求め、総理大臣と厚労省また
全国市長会へ要望しました。

　今回は感染症と社会保障との関係について
考えてみたいと思います。これまでの感染症
の歴史を踏まえると、重要なテーマです。
　結論から言うと、今あるつながりの維持、
つながりから抜けたときのための所得の保障、
新しいつながりの創出、これが感染症下の社
会保障の役割だと考えます。今回のコロナ禍
では、中央大学の宮本太郎先生がおっしゃる
ように、不十分ながら雇用調整助成金が雇用
の維持に一定の役割を果たしています。しか
し雇用関係にない居場所の維持のための公的
給付は不十分です。
　一方、コロナ禍で失業された方、家族とい
う狭いつながりに閉じ込められる中でのDV

の増加に伴い、家庭から離脱せざるを得なく
なった方も多くいます。他方で、このような
ときに備えた現在の生活保護は不十分です
し、特別定額給付金にしてもようやく、DV
被害者が世帯主を通さずに受け取ることがで
きるようになりました。3点目は、このような
場に感染拡大前からつながっていなかった方
に対して、感染対策をとったうえでつながり
をつくるための恒久的な公的な給付の必要性
です。

出典
宮本太郎，2020，「社会低投資戦略を超えて―資
本主義・福祉・民主政治をむすび直す」『思想』
2020 年 8 月号：57-81.

介護認定の在り方について全国に
発信します

　今年６月に開催した服部万里子さん学習会
から、介護認定の自治体調査を実施しました。
法制度改定は５年ごとなのに、20年来変わら
ない全国一律の介護認定については、疑問の
声が上がっていました。要支援１・２が介護
給付ではなくなったなど、被保険者や家族に
は大きな影響があります。調査結果を検証し
要望にして国へ問題提起するため、院内集会
やフォーラム開催を予定しています。
　介護認定は公平性が担保されるべきです。
サービスが左右される介護認定の在り方につ
いて、「介護の崩壊をさせない実行委員会」と
ともに、全国へ発信していきます。ぜひ多く
のみなさんで声を上げていきましょう。

社会保障を考える（2）

ACT理事 かど よく
角　　能島根県立大学 地域政策学部地域政策学科 地域公共コース准教授

感染症と社会保障
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「ＡCTつながるケア」エリア拡大のため、
働く人を募集します！

ACTインフォメーション

在宅の生活を
いきいきと豊かにするために

皆様のご協力とご寄付に御礼申し上げます

住所、連絡先等変更されたときは、
ACT事務局までお知らせください。

ACTコミュニティ活動応援基金
まちの縁がわ緊急特別支援寄付
 　　　　　　　　　………… 36件  147,000円

（9月末現在）

編集後記

おねがい

毎日コロナコロナのニュース。しかしウイルスは、
環境問題と密接に関係していると云われています。
温暖化の問題は深刻です。小さな省エネなど、今か
らでも自分でできる事は何かと考えながらふと空を
見ると、ものすごく真っ赤で綺麗な夕焼け。思わず
見とれてたけど、これまでにない赤さにふっと不安
が……これも気候変動のせいと思ってしまう、考え
すぎでしょうか。(K・Y)

詳しくは同封のチラシをご覧ください。オンライン
説明会を開催しますので、関心のある方はぜひご参
加ください。

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい
〒164-0012
東京都中野区本町2-51-10 OKビル4F
☎03-5302-0393　FAX　03-5302-0394
E-mail : tokyoact@maple.ocn.ne.jp
https://npoact.org/

「Facebookで
「いいね！」してね」

ACT通信ではユニバーサルデザイン（UD）フォントを
主に使用しています。
「ユニバーサルデザイン（UD）フォント」は、より多くの人へ適
切に情報を伝えられるよう、ユニバーサルデザインの視点から
見やすさや読みやすさを配慮・確認し制作されたフォントです。

デザイン：ワーカーズ・コレクティブ  くんぺる　連絡先s2018kumpel@gmail.com
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介護用シープスキン

ナーシングラッグ ご自宅に
お届けします!

医療・介護用に使われているシープスキン
です。弾力性に富む高密度の羊毛が体圧を
分散し、床ずれ防止に効果的です。夏はム
レにくく、冬は暖かく、年間を通して心地
よく使えます。洗濯機で丸洗いOK！

「人のたすけあい」 ………… ACTつながるケア
「お金のたすけあい」 ……… アビリティ共済
「もののたすけあい」 ……… 生活自助品
介護用品や食品など安心で良質なものを会員価格で紹介し
ています。

ACTの『生活自助品』とは、
ACTが掲げた3つのたすけあいのひとつです。

とてもお買い得な、
年に一度の
キャンペーン実施中！
(11月スタート )
同封チラシをご覧ください。
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