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新型コロナパンデミック下で目前に迫ったオリンピックの開幕。ニッポンは正念場です。首都東

京は 4度目の非常事態宣言が発令される一方、広がるワクチン接種の効果に期待せざるを得ま

せん。 

最近、精神分析の「負の能力」という概念を目にしました。性急に事実や理由を求めず、疑念を

持ち続けることで、人との生身の対話が生まれ、真の理解に到達しうるとの説です。作家で精神
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さんは「コロナ渦でも『負の能力』の精神で対処すれば、人や情報について本物

と偽物の見極めが冷静にでき、人は人に対して共感できるようになる」と言われます。いましばらく

静かに耐え、宙ぶらりんな状態に踏み留まりたいと願っています。 

今号は「地方ガバナンス会議」の参加者が中心になって「新型コロナ専門家有志の会」による若

者ら一般市民に向けた情報を発信する WEBサイトの支援活動を特集しました。尾身茂代表理事

らが呼びかけた活動です。立上げまもなく、全世代通信 35号で紹介をしました続編です。今回も

仁木崇嗣
に き た か つ ぐ

理事に執筆をお願いしました。 

（このメールマガジンは会員はじめ、全世代の活動に対し、ご理解、ご支援を期待しています皆さ

まへお送りしています） 

 

▼今号の内容 

＜1＞ 新型コロナ専門家会議有志の会 WEBサイトの支援活動報告 

＜2＞ 第 16回理事会、令和 3年度社員総会について 

＜3＞待機児童解消事業における保育所等助成事業について 

＜4＞事務局から 
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┃＜1＞新型コロナ専門家会議有志の会 WEBサイトの支援活動報告 
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地方ガバナンス会議参加者の皆さまと共に従事している「新型コロナウイルス感染症に関

する専門家有志の会（以下、コロナ専門家有志の会）」の広報支援について、最新の状況を

報告します。本プロジェクトは様々な方のお力添えにより、企画からわずか 5日後となる

2020年 4月 5日に note及び Twitterの運用を開始、今もなお多くの方にご覧いただいてい

るネットを中心としたメディアアプローチです。 

 ▼コロナ専門家有志の会公式 note 

https://note.stopcovid19.jp/ 

http://zensedai.org/
https://note.stopcovid19.jp/


 

▼コロナ専門家有志の会公式 Twitter 

https://twitter.com/senmonka21 

 

◆公開から現在（2021年 7月 11日）までの運用実績は以下の通りです。 

＜2020年 4月 5日の公開日から 2021年 7月 11日までの実績＞ 

※（）内は前回報告（~2020 年 6月 6 日） 

※サイト記事投稿数はサイトの説明記事含む 

※サイト UU数は 2020年 4 月 7 日以降の Google analyticsによる 

 

●アウトプット（出稿した記事数） 

・サイト記事投稿数 51記事（31記事） 

・Twitter投稿数 95ツイート（44ツイート） 

 

●アウトカム（人々の反応） 

・サイト PV数 約 468万 5千 PV（約 285万 5千 PV） 

・サイト UU数 約 231万 1千 UU（約 112万 7千 UU） 

・Twitter フォロワー数 約 19万ユーザー（約 16万 9千ユーザー） 

・Twitter表示総数 約 7,461万 3千回（約 4,370万回） 

 

●よく読まれた記事 TOP3 

・いま、拡散してほしいこと（4/5現在）  

https://note.stopcovid19.jp/n/na6699c836faf  

431,750PV（スキ数 7199） 

 

・濃厚接触者の定義から私たちが学ぶこと  

https://note.stopcovid19.jp/n/n7bef9991fb56  

383,864PV（スキ数 1520） 

 

・全世代の皆様へ  

https://note.stopcovid19.jp/n/n384496a8bc8d  

360,083PV（スキ数 6611） 

 

●よく「スキ」された記事 TOP3 

・いま、拡散してほしいこと（4/5現在）  

https://note.stopcovid19.jp/n/na6699c836faf  

https://twitter.com/senmonka21


スキ数 7199（431,750PV） 

 

・全世代の皆様へ  

https://note.stopcovid19.jp/n/n384496a8bc8d  

スキ数 6611（360,083PV） 

 

・20代～50代の皆さまへ：今、実行・拡散してほしいこと

 https://note.stopcovid19.jp/n/n4233e36c437d  

スキ数 4021（192,810PV） 

また、公開から約 3 ヶ月間の最も注目が集まった期間を対象にした総括レポートを専門誌

「保健の科学」（2020年 10月発行 第 62巻 第 10号）に寄稿いたしました。 

 

【資料①】「新型コロナ専門家有志の会」の全世代に向けた情報発信の活動より 

https://ka-shien.box.com/s/hujdig7iub4i6q7z5r8g75y3ife9f68x 

※版元の著作権がございますので内部限りとしお取り扱いにご注意ください 

 

あわせて、国立国会図書館より依頼があり、インターネット資料収集保存事業として当該ウェ

ブサイトが保存されることとなりました。これにより史料的価値を有する公共財として将来にわ

たって活用いただけるものになると考えます。 

 

【資料②】国立国会図書館インターネット資料収集保存事業における貴インターネット資料の

収集等に係る許諾について（依頼） 

https://ka-shien.box.com/s/xpjme6q3tj38c5qwqqj6jn24mvg4tn3g 

 

このような意義ある取り組みに参画できたことは光栄の極みではありますが、社会が「新し

い日常」のもと、安心を取り戻し、今もなお最前線で奮闘されている専門家の先生方・医療従

事者・関係各機関の皆さまが早期に平常に戻られることを切に願います。（仁木崇嗣理事） 
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┃＜2＞第 16回理事会、令和 3年度社員総会について 
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第 16回理事会が 7月 3日（土）午後 1時から石濱人樹代表理事が代表取締役を務める中野

坂上・ノーザ 6階会議室で行なわれました。今回もリモート会議方式（ZOOM）で、会場には石濱

人樹代表理事、議事録署名人の内田健夫、前野一雄（事務局長）、ZOOM担当の菅原正純の 3

理事、事務局の飯田雅彦氏が出席。オンラインには尾身茂、大宅映子、高津晶 3氏の代表理事

はじめ、飯塚陽子、今井啓子、坂元晴香、仁木崇嗣、深津紘各理事、さらに岩手県から遠藤秀彦

氏、ロサンジェルスから浅井麻紀氏の 7理事が参加。新たにスタートする待機児童解消事業にお



ける保育所等助成事業（＜3＞参照）について審議され、書面決議書 6人を含め計 20人（理事総

数 23人）の満場一致で承認されました。さらに田代充雄監事から昨年度の理事執行状況及び財

産の状況は適正との監査報告書が示されました。理事会閉会後も Zoom とはいえ、久しぶりに元

気な顔が勢ぞろいした面々は近況報告などで盛り上がりました。 

また令和３年度社員総会は 7月１１日（日）午後４時からオンラインで開催。▽令和 2年度事業

報告と決算▽令和３年度事業計画と活動予算が 37人の賛成で原案取り承認されました。 

これを受け、事務局は報告義務が課された関係書類を東京都に月内に提出します。 
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┃＜3＞待機児童解消事業における保育所等助成事業について 
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理事会ではプロジェクトリーダーを務める石濱代表理事から待機児童解消事業の 6年にわたる

活動の進捗経過が報告されました。その後「保育園落ちた日本死ね」の匿名ブログがきっかけで

待機児童問題に火が付き、社会問題としてクローズアップされた。これで自治体等の取り組みが

進む一方、コロナ渦にあって周辺状況が変化している背景を踏まえて、クラウドファンディングで

集まった資金から新規事業の概要を説明頂きました。全世代ではこれまで全国の病院アンケート

に基づき、地域開放に向けたガイドラインを作成して病院等に広く配布しています。 

今事業の趣旨は全国各地の病院内保育所等が保育の質を高めるために独自の保育計画につ

いて資金助成することで側面支援しようというものです。具体的な助成の対象、規模、公募方法等

は決まり次第、全世代通信、ホームページ等でお知らせします。 
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┃＜4＞事務局から 
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中心的に事務局を担ってきた長沢けい子理事が一身上の都合で辞任されました。全世代発足

時から事務局業務やイベントに深く尽力頂きました。とりわけ認定 NPO法人の取得には献身的な

働きのお陰で、全世代スタートから 5年足らずで、NPOのわずか 3％の認定承認が得られまし

た。長年の貢献に心より感謝申し上げます。 

後任として飯田雅彦さんに就任頂けました。 

６月より事務局で実務を担当させて頂くことになりました飯田と申します。本年３月末に３８年間務

めた丸紅株式会社を退職し、 自由な時間を楽しんでいたところ、同じゴルフ場のメンバーの内田

理事に全世代の事務局を手伝ってくれないかとのお声かけを頂いたという縁があって事務局の実

務を担当させていただくことになりました。前野事務局長と二人三脚で事務局の業務に取り組ん

で参りますのでよろしくお願い致します。（飯田） 

 

コロナ渦により制約の中、皆さまに会員、賛同者の方に向けたお知らせ、ご報告等がありました



ら、全世代通信に掲載いたします。どしどし原稿をお寄せ下さい。 

本来なら開催される昨春・秋、今春の 3回の全世代フォーラムを断念しました。“無期延期”状

態が続いていることで、会費収入も混迷しています。とりわけ認定 NPO法人として課せられる一

定数の賛助会員の確保が厳しい状況です。全世代活動にご理解、関心をもってもらえる方に是非

とも声をかけて下さい。また正会員から賛助会員に変更されることも歓迎です。 

会費、寄付のご入金は下記口座にお願いします。ご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 

【正会員】 年会費 10,000円（1年分） 

【個人協力（賛助）会員】 年会費 1口 3.000円  

会員種別の変更希望、住所変更等がありましたら、郵便支払取扱票の通信欄でお知らせ下さい

（銀行振込の場合はメール、FAXなど）。賛助会員には税務署に提出する「寄付金受領証明書」を

別途郵送いたします。 

■銀行振込の場合 三菱 UFJ銀行 市ヶ谷支店 普通口座 ０２７２０５１  

トクテイヒエイリカツドウホウジンゼンセダイ 

■郵便振替の場合 口座番号 ００１９０－２－７９２４３７ 

      口座名称 トクヒ）ゼンセダイ 

なお、誠に恐れ入りますが、振込手数料は会員様で 

負担くださいますようお願いいたします。 
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  ★世代間連携による構想提言で社会へ働きかける「全世代」★ 

   認定 NPO「全世代」事務局 

   東京都千代田区九段南４－８－３２   東京顕微鏡院ビル １階 

     Tel ０３－３５１１－５２３３      

     メール jim@zensedai.org  

     ホームページ http://zensedai.org/ 
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