
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試練の中で得た気づきから 

一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会 

理 事 長   加 藤 正 仁 

つい最近までコロナがちょっと下火になったかなと思いきや第７波が猛威を奮っている。

さらには早すぎる梅雨明けと思いきや豪雨と酷暑の日々が目まぐるしく行き交い落ち着かな

い。これも厳しい自然の摂理というか試練なんでしょうか。会員の皆様には心からお見舞い

申し上げます。 
 

私自身も例に漏れず、数多の試練にまみれながら今日まで生きながらえている人生ですが、

最近捻挫骨折という初体験をしました。それは折りしも年度末と新年度が交錯する心も身体

も己の意志が儘ならない一年での最繁忙期でした。 

齢は古希も過ぎて人生それほど慌てふためくこともないはずなのに、何を血迷ったのか・・、

恥ずかしい限りです。しかし、コロナ下の折りでもあったことから、これまでの３ヶ月間余

の自宅療養で、楽観的すぎるとまわりから叱られるかもしれないが、本務は使い慣れてきて

いたzoomでほぼ処理ができてそれほど大きな支障はなかったかなと高を括っているのだが。 

それにしてもこの間、自分的には前代未聞の自力で動けない、移動ができない日々を老々

介護の中で過ごす事のストレスは半端ではなかったし、あれこれ内外の活動も含めて気まず

さや申し訳なさやもどかしさは改めて大きな試練であった。 

さりながら、最近そろそろ二足歩行で外出の練習をと猛暑の中、足腰の痛みにもめげずに

始めているが、二つのことに気づきを得て負け惜しみ的に喜んでいる。 

患足と健足の力の配分が均等にできないことから、いわゆる上半身が左右に揺れてしまう

が、結果として健側の下半身全体に負担がかかってしまい二次的な筋肉痛が派生し、結果と

してリハビリが停滞している。これは組織論的にも思い当たるところ大だと実感した次第で

ある。 

さらには、確かに昨今のバリアフリーの拡大進展は目覚ましく、大いに満足していたよう

なところもあったが・・である。一見水たまりもなく美しく平らのように感じていた歩道や

車道も、実は左右差のある歩容者には限りなくその整備の中途半端さ、雑さがあり、悲鳴を

上げながら歩き気付かされたことがしばしばであった。  

所詮は健者の自己満足程度でしかなかったのかと自戒の思いを強くした次第である。クワ

バラ！ クワバラ！  

ひょっとすると我々のこれまでの理念も実践も我田引水、大言壮語に過ぎなかったのでは

ないかと・・。改めて謙虚に我が身を振り返りたい気持ちになった機会でもあった。  

 

 

東 サ ポ だ よ り 

くらし・はたらく・けんり 
あなたの「あんしん」を私たちがサポートします 

発 行：一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会 理事長 加藤 正仁 

事務局：185-0021 東京都国分寺市南町 2-11-14 トミービル 3F 

TEL：042-300-1366 ／ FAX：042-300-1367  URL：https://www.tosapo.jp/ 
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東サポだより ―２０２２年 7月発行― 第２２号 〔２〕 

社員・支部長の皆さまから、施設のご紹介や生活サポート総合

補償制度へのご要望などについて、お話を伺いました。 

 

社会福祉法人南風会 青梅学園 施設長 浅野 日奈子様 

社会福祉法人同愛会 日の出福祉園 統括所長 伊倉 和正様 

青梅学園は知的障害者の入所施設として、40名の利用者の支援をさせて 

いただいております。利用者の平均年齢は 52歳ですが、そのうち 60歳を 

超える方々が 13名にものぼります。年齢を重ねることによる特徴でもある 

「入院が必要な疾病」、筋力やバランス感覚の低下による「転倒（骨折）しや 

すさ」など、健康や体調の管理のために必要な、細かな観察や確認、そして判断の 

重要性は高まるばかりです。 

入所施設における支援では、当然ながら、24時間、365日がまるごと施設の責任下にあります。支援者が、

いわゆる介護事故防止が支援の到達点であるかの如くに思い込み、自身を追い詰め、「重責」の下敷きになる

ようなこともない、とは言いきれません。 

そんな時、生活サポート総合補償制度が、利用者やご家族のみならず、 

支援者の試行錯誤やチャレンジを後方支援して下さる、心強いパートナ 

ーのように感じることがあります。補償項目にある「もしも」への備え 

は、リスクヘッジに偏らず、丁寧に利用者に思いを寄せるためのバラン 

ス保持の手助けともなっております。日頃の手厚いご対応も含め、心よ 

り感謝申し上げます。 

支部長・施設長からひとこと 

日の出福祉園は施設入所 80名（男性 45名、女性 35名）、生活介護 113 名 

（通所生活介護 33名）、短期入所 5名、日中一時支援 5名の西多摩郡日の出町 

にある障害者支援施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 55年に東京都が開設し今年で 42年。平成 19年に民間移譲され同愛会による運営が開始されまし

た。建物、設備の老朽化により、建替え工事が平成 30 年 12 月に着工し、令和 5年 1 月に完全竣工の予

定です。現在の進捗は約 94％で 4 年に亘る建替え工事も最終版を迎えています。個室化、ユニット化を

すすめ、伝統を守りつつ、ひとり一人に合わせた生活、活動、支援が行えるよう施設は生まれ変わります。 

 日常の暮らしの中では、体調を崩し入院が必要になる事、活動の

中で物を壊してしまう事など時々起こります。そんな時に生活サポ

ート総合補償制度は、もしもの時の備えとして、新型コロナウイル

ス感染症に対してもいち早く特別措置を設けていただき安心でま

た、役立っています。 

新型コロナウイルス感染症は未だ収束の兆しが見えません。利用

者、ご家族の皆様には、多くの制限やご不便をかけてしまい心苦し

く思っております。 

今を皆で乗り越え、新しい日の出福祉園で 

皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。 

 

 

浅野施設長 

伊倉統括所長 

2021 年 4月完成の新園舎 

（上）管理棟（下）新生活棟へお引越し 看板（利用者さん作） 



Yogiboによりかかって、怠惰に本を読むのが私の休日です。宮部みゆき、 

宇江佐真理、宮本輝などをよく読んでいましたが、最近は藤沢周平、池波正太郎 

といった方の時代小説も読むようになりました。千利休が生きた戦国時代や江戸の 

文化が発達した時代背景に触れ、今にどう引き継がれているかを見るのも面白いです。東京に暮らして

40年。下町を歩くと、遊郭吉原を囲んでいたお歯黒どぶや江戸の町を縦横に走る堀がそのまま舗装され

た道路になっていたり、旧宿場町に老舗の和菓子屋さんや閻魔様のいるお寺が残されていたりします。

樋口一葉の廓を舞台にした「たけくらべ」に出てくる町は今も風俗店が並んでいますし、富山の薬売り

が投宿した日本橋の近くには薬品会社が林立しています。町人文化の一つ浮世絵は、海をわたりゴッホ

やルノアールの絵に影響をおよぼしています。ジヴェルニーにあるモネの家では北斎や広重の浮世絵・

陶器の猫・睡蓮の池などたくさんの日本に出会うことができます。学校で習った歴史が、悠久の時を超

えて見せてくれる奇跡に心が震えます。 

ところで、日本では 1600 年に天下分け目の決戦、関ヶ原の戦いがありました。翌年イギリスでは、福

祉国家の原点となったエリザベス救貧法が制定されています。日本で同じような法律ができたのは、1874

年の恤 救
じゅっきゅう

規則
き そ く

で、その後 1950年に生活保護法が制定され生存権を保障する法律が整いました。世界の

動きの中で日本を見ていると、戦の無い鎖国国家の日本は独自の進歩をしていたけれども 

世界からは立ち遅れたのだと気づくことができます。でもそのおかげで、現在の歌舞伎が 

あり茶道が相伝されてきたことに興味を惹かれます。  

 

今年度もアールブリュット作品展にたくさんのご応募をいただきました。 

別冊で作品集を作りましたので、ぜひご鑑賞ください。 

次年度のご応募もお待ちしております❣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

東サポだより ―２０２２年７月発行― 第２２号 〔３〕 

徒然の記 

第１６回東京大集会開催のお知らせ 

今回の東京大集会は、「生活の場の確保について」をテーマに、YouTube による配信 

形式で開催されます。期間中はどなたでもご視聴いただけます。 

 

○配信期間：2022 年 9月 9日（金）～10月 14日（金） 
 

○主催：  東京大集会実行委員会 

＜構成団体 東社協知的発達障害部会/東京都発達障害支援協会/ 

東京都手をつなぐ育成会/東京施保連/東京都自閉症協会/ 

日本ダウン症協会＞ 
 

○共催：  東京都知的障害児者生活サポート協会 

 

＝視聴方法など、詳細が確定しましたら東サポホームページに掲載します＝ 

『アールブリュット作品集』 ができました 

〔昨年度配信のようす〕 



 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

2000 年は 23 件（申立件数全体の 0.3％）だった市区町村申立て件数は、2021 年は 9 千件超（同、23％）にまで増加して 

います。その背景には、単身世帯の身寄りのない高齢者の増加により、後見の申立てをすべき親族が見当たらないケースが増えて 

いることがあるとみられます。今後も増えることが見込まれますが、財源や人員など限界もあり、すべての需要に対応できるとは限ら 

ないように思われます。 
 

                                                                                  

最高裁判所の調査によると、2011 年から 2020 年の 10 年間において、後見人による横領などの不正の被害額が少なくとも 284 

億円に上ることが明らかになっており、1 年間の平均被害額は約 28 億円になります。そのほとんどは親族後見人によるもので被害 

額全体の 94％（年平均被害額約 27 億円）、他方、専門職による不正は全体の 6%（同、約 2 億円）でした。不正を抑制す 

るために、家庭裁判所は、本人が一定以上の資産を有する場合、①親族後見人を選任する時は、専門職の監督人をつけるか、 

あるいは後見制度支援信託・預貯金を利用させる、②親族ではなく、専門職等を後見人に選任する、といった取り組みを進めてい 

ます。近年の不正の減少傾向は、不正防止策の成果とみることができますが、他方で親族後見人の選任数の減少といった弊害も 

生じさせています。 
 

                                                  

支援信託・預貯金の利用者数は、2012 年はわずか 98 人でしたが 2020 年には約 2700 人にまで増えました。そして、利用者の増 

加に伴い、財産額も約 43 億円から約 900 億円にまで増えてきました。この傾向は、後見人による不祥事防止等を目的として、家 

庭裁判所が支援信託・預貯金の利用を積極的に進めてきたことが背景にあるといえます。ただ、支援信託・預貯金の利用拡大 

は、不祥事の発生を抑制する効果が期待できる反面、本人の財産を本人のために使うことが難しくなるといったデメリットが生じる 

点が問題点として指摘されています。 

 

成年後見制度 

■成年後見制度の類型について 

区 分 対象となる方 援助者 

補 助 判断能力が不十分な方 補助人 

監査人を選任することがあります。 保 佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人 

後 見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 成年後見人 

任意後見 
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人

が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 

 

                                            

2021 年現在において、成年後見制度を利用している人は、約 24 万人に過ぎず、潜在的な後見ニーズ（推計およそ 1 千万人） 

のわずか 2％を満たしているに過ぎません。今後、親族や専門職だけで全てをまかなうことは難しいことから、市民後見人の活用が 

期待されているといえます。 

 

                                                 

制度の創設時（2000 年）は、親族の選任数の割合は 91%でしたが 2021 年には 20%にまで大幅に減少しています。理由は、 

「後見人となる親族が見当たらないケースの増加」、「親族後見人による不正を抑制するため家庭裁判所が第三者後見人を選好 

する傾向にある」、ということなどがあるとみられます。これらにより、専門職の選任数は、2000 年に全体のわずか 8％であったもの 

が、2021 年には 69％にまで大きく増加しています。諸外国では後見人の多くを本人の親族が担っているのが一般的であり、国際 

的には日本の現在の状況は特異であると言えます。 

 

                                                  

発足以降 2012 年までに 35,000 人になったものの、2012 年から 20 年までは頭打ちとなりました。これを是正するため、政府は 

2016 年 4 月に成立した「成年後見制度利用促進法」に基づき、後見制度の利用促進策を進め、2021 年は申立件数が前年 

比で 7%増加して、約 4 万件に増えました。 

 

                                             

2021 年の割合は、後見 70％、保佐 20％、補助 7％、任意後見 2％。後見類型は本人を保護する機能が強い反面、本人の 

行動を包括的に制限し、意思を反映させることが難しい制度です。他方で、補助や任意後見は制限を最小限にとどめ、意思を 

最大限尊重することを可能にしうる制度といえます。今後、後見類型偏重の是正をさらに進めることが望まれます。 

 

私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーやコンビニでの買い物も実は契約です。 

契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断しなければなりませんが、 

判断能力が不十分なことで、不利益を被らないようにするのが成年後見制度です。 

今回は、この制度についての「現状と課題」を勉強しましょう。 

★資料：「最高裁判所」・「地域後見推進プロジェクト」HP より抜粋 

１.利用状況について 

２. 誰が後見人に選ばれているか 

３. 成年後見はどのくらい申立てられているか 

4．どの類型が良く利用されているか 

５.市区町村申立ての利用状況 

６．後見人による不祥事の状況  

７．後見制度支援信託・預貯金の利用状況 

判断能力が不十分な方々を 

保護し支援するために 

 

課  現 

状 題 
と 

「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」が求められています。 

そのため、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること（身上配慮義務）が後見人の役割とされています。 

 

■ 制度の理念 ■ 

１. ノーマライゼーション 

高齢者や障害者であっても特別扱

いをしないで、今までと同じような生

活をさせようとする考え方 

 

２．自己決定の尊重 

本人の自己決定を尊重し、現有能

力（残存能力）を活用しようとい

う考え方 

 

３．身上配慮義務 

本人の状況を把握し配慮する

義務 

 

■ 後見人等の役割とできないこと 

≪後見人の役割≫ 

財産管理 

⚫ 通帳や権利証などの保護 

⚫ 収支の管理 

⚫ 重要な財産の管理 

⚫ 金融機関との取引 

⚫ 年金や賃料等収入の受領 

身上監護 

⚫ 本人の住居に関すること 

⚫ 医療の契約などに関すること 

⚫ 介護の契約に関すること 

⚫ 施設入退所に関すること 

≪後見人ができないこと≫ 
     （やらないこと） 
⚫ 本人に代わって、婚姻・離婚・

養子縁組を決めること 

⚫ 身元保証人 

⚫ 医療行為の同意 

⚫ 掃除・洗濯、介護や看護 現状から見た７つの課題 

後見人等は、本人の意思を尊重し心身の状態や生活の状況に配慮しながら、財産管理や身上監護に

ついての契約や手続きを代理・同意・取消しなどの方法で支援します。 

➢ 代理権・・・財産管理や契約などの法律行為を後見人等が代理で行なう権利 

➢ 同意権・・・本人が行う法律行為を同意することにより完全に効力を生じさせる権利 

➢ 取消権・・・本人が後見人等の同意を得ないで行った不利益な行為を後から取消す権利 

※保佐・補助の類型については、代理権・同意権・取消権の範囲がそれぞれ異なります。 

〔４〕 東サポだより ―２０２２年 7月発行― 東サポだより ―２０２２年 7月発行― 〔５〕 第２２号 第２２号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第２２号 東サポだより ―２０２２年７月発行― 〔６〕 

日時 

プログラム 

 誰でも、病気やケガ等で諸々の医療行為が必要な場合、医

療機関からその医療行為への患者ご本人の同意が求められま

す。その時、ご本人が、提供を受ける医療行為に同意する能力

があり、且つその内容が納得できるならば問題はありません。しか

し、ご本人に同意する能力の欠如が見られ、合わせてご本人以

外の第三者（家族、親族）による最終的な意思決定が示され

ない限り、その医療行為は行えません。 

 我が国の医師法は、医師に応召義務（医師法第 19 条）を

課しています。医師には 目の前にいる患者に「疾病の治癒に向

けた診察」をする手段債務があります。つまり患者を治療する義

務があるわけです。医師・医療機関としては、明確な同意を取る

ことで、想定される様々な心配を取り除き、スムーズに医療行為

を行っていくためには必要な対応とは云えます。 

 問題は、ご本人に同意する能力がなく、家族や親族もいない

場合、たとえいたとしても、家族にとっても対処・対応の判断が難

しいケースです。そうしたときに、成年後見制度の出番を強く願い

たいのですが、現状は大きな壁があるのです。現行法の下では、

成年後見人は、入院するにあたっての病院との契約(医療契約)

の代理権は有するものの、医療機関側が求めてくる医療行為

（身体侵襲行為＝手術やワクチン注射も含む）の同意権はな

いのです。この法律が制定された 2000 年の時点では、『いまだ

に、社会のコンセンサスが得られるとは到底いいがたい』という理

由で、成年後見人に医療同意権を付与することは見送られたの

でした。 

 ここに来て身寄りのない方の医療行為、特に手術に当たって医

療現場での混乱が目立っております。（社団）成年後見センタ

ー・リーガルサポートが実施した会員向けアンケートの結果によれ

ば、医療同意を求められた会員は、76％、結果的に同意した会

員も 73％に達しています。そして、医療同意権を付与すべきとい

う意見も 62％に上りました。（月報司法書士 458 号 2010

年）。また、日弁連高齢者・障害者委員会が実施した会員向

け調査でも、同意について相談された件数は 6 割に達し、その結

果同意したケースは約半数という報告です（日弁連高齢者・障

害者委員会「終末期医療に関する報告書」2011 年）。 

 

成年後見人の「医療同意権」について  

 

これまで、権利擁護関連学会や障害関係団体などで、前出

の実態を考慮し、しかるべき対応をガイドラインで示すべきという

意見書を法務省、厚生労働省に提出してきました。ようやく厚

生労働省は平成 29 年(2017 年)閣議決定された「成年後見制

度利用促進基本計画」に基づいて、識者にガイドラインの作成を

求め、令和元年(2019 年)６月に『身寄りがない人の入院及び

医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン』

が、厚生労働省より各都道府県・指定都市・中核市の関係主

管部(局)を通じて、各医療機関にも示されております。ところが、

7 月 19 日付の「福祉新聞」に、上記のガイドラインを知らないと

答えた医療機関が３割に上ると報道されました。 

 このガイドラインを読み込みますと、ポイントは、■身寄りのない

ご本人に関わりサポートをしている関係者の意向を集約し、ケース

マネージメントを行うこと。■ご本人の入院中の課題になりそうな

こと、見立て、支援の具体的方法や手立て、今後の課題等や

情報の管理等を医療機関も含めて十分に協議することとなって

います。 

 障害児・者ご本人やご家族の想いに共感し、理解を深めてい

る医療関係者も増えていることも確かです。この行政からの「通

知」が、果たして医療現場で活かされているのか、絵に描いた餅

になってしまわないか、私たちは強い関心をもって、行政と医療機

関側により働きかけていく必要があります。 

命の選別は決してあってはならないことです。これまで、医療現

場でご本人、家族、支援関係者が少なからず味わわされてきた

苦い経験を、この後無くなることを切に望みます。 
 

（文責：理事 藤田 進） 

 

～現行制度における重要な課題のひとつ～ 

 

成年後見人の「医療同意権」について 
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東サポだより ―２０２２年７月発行― 第２２号 〔７〕 

2022 年度の定時社員総会は、５月 12 日（木）Zoom によ

るオンライン形式で開催し、社員出席者 26 名（書面評決

含む）により全ての議案が承認されました。 

当日参加された社員の皆様から、コロナ感染症による施設

内の影響や対策などについてお話を伺いました。また、保

険代理店ジェイアイシーからは保険金の支払い状況につ

いての報告がありました。 

2022 年７月現在の会員数は、全体で 5,393 人 

です。これまで加入が無い、または少ない 

施設・事業所に積極的にご案内を送ることに 

より、新たな所属の会員が増えてきました。 
 

加入プラン別にみると、新規加入やプラン変更の際にプラン B やプラン C を選択する方が多くなってきていま

す。より手厚い補償をご希望の方はプラン B に、プラン C は就労の有無にかかわらずどなたでもお入りになれ

ます。ご本人のくらしに合った補償内容をお選びいただけるよう、３つのプランが設けられています。 
 

◆くわしくはホームページやパンフレットなどでご確認いただくか、下記事務局までお問合せください。 

【東京サポート協会事務局 TEL  042-300-1366   URL  https://www.tosapo.jp/】 

 

２０２２年３月３１日現在 単位：円

科目 当年度末 前年度末 増減

Ⅰ　資産の部

　　１．流動資産 5,991,636 6,633,650 -642,014

　　２．固定資産 2,000,000 2,000,000 0

　　　　資産合計 7,991,636 8,633,650 △ 642,014

Ⅱ　負債の部

　　流動負債 416,830 524,273 △ 107,443

　　　　負債合計 416,830 524,273 △ 107,443

Ⅲ　正味財産の部

　　一般正味財産 7,574,806 8,109,377 △ 534,571

　　　   正味財産合計 7,574,806 8,109,377 △ 534,571

　　負債及び正味財産合計 7,991,636 8,633,650 △ 642,014

貸　借　対　照　表

単位：円 単位：円

大科目 中科目 決算額 大科目 中科目 予算額

会費 制度運営費 13,482,570 会費 制度運営費 13,800,000

受託収入 事務受託収入 3,000,000 雑収入 雑収入 210,000

雑収入 461,892 受託収入 事務受託収入 3,000,000

繰越金 前期繰越金 1,109,377 繰入金 1,000,000

18,053,839 繰越金 前期繰越金 500,000

18,510,000

大科目 中科目 決算額 大科目 中科目 予算額

事業費 623,371 事業費 1,560,000

事務費 15,770,662 事務費 15,310,000

会　費 全国年会費 1,085,000 会　費 全国年会費 1,110,000

繰越金 次期繰越金 574,806 予備費 530,000

18,053,839 18,510,000

大科目 中科目 決算額 大科目 中科目 予算額

保険料 預り保険料 104,516,640 保険料 預り保険料 107,500,000

大科目 中科目 決算額 大科目 中科目 予算額

保険料 預り保険料 104,516,640 保険料 預り保険料 107,500,000

支出合計

〔支出の部〕

支出合計

〔支出の部〕

【保険料の部】〔収入・支出の部〕

　　　　　　〔支出の部〕

【保険料の部】〔収入の部〕

　　　　　　　〔支出の部〕

２０２２年度予算
2022年4月1日から2023年3月31日まで

【運営費の部】〔収入の部〕

収入合計

２０２１年度収支計算書
２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで

【運営費の部】〔収入の部〕

収入合計



① 2022 年 8 月 23 日(火) Zoom オンラインセミナー 

「障がいのある人が輝ける人生になるために～伝えたい子供の頃からの取り組み～」 

講師：社会福祉法人麦の子会 理事長･総合施設長 北川 聡子 氏 
 

② 2022 年 8 月 31 日(水) Zoom オンラインによる”親あるあいだ”に考える親なきあとセミナー 

   「障害のある人の親なきあと お金の残し方と管理のしくみ」 

講師：「親なきあと」相談室 主宰 渡部 伸 氏 
 

※ご興味のある方は、株式会社ジェイアイシー ホームページ〔セミナー情報〕をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活サポート総合補償制度 担当保険代理店 (株)ジェイアイシーより 

新型コロナウイルス感染症 特別措置対応について 

 

平素より生活サポート総合補償制度を通じ、会員様及び関係者の皆様方にはひとかたならぬ御愛顧を賜り厚く御礼

申し上げます。 

さて、以前より新型コロナウイルス感染症による入院（施設・自宅療養等）した際の、特別措置対応をご案内して

おりましたが、現在の特別措置対応に関する必要書類をご案内いたします。 

生活サポート総合補償制度は、新型コロナウイルス感染症により医療機関・医師の指示により施設・自宅で入院と

同等の療養をした場合は、入院したものとみなして入院給付金をお支払いします。 

（医師の管理下にない状況でも対象です） 

 

●新型コロナウイルス感染症による保険金請求時の必要書類 

（2022 年 2 月 15 日以降に陽性診断され、宿泊施設・施設内・自宅療養の場合） 

① 保険金請求書兼同意書 

② 医療機関・行政機関が発行する療養期間を証明する書類 

 ■療養期間が 10 日以内の方（下記２つのどちらか） 

・「宿泊・自宅療養証明書（新型コロナウイルス感染症用）」の写し 

療養終了日の記載がない場合でもそのままご提出ください。 

・感染症法に基づく「就業制限の通知および就業制限の解除通知」の写し 

   「就業制限の通知」のみご提出ください。 

※上記に該当（療養期間 10 日以内）する場合は、保険金請求書の「療養期間」の記入欄に療養終了日を 

必ずご申告ください。 

※療養期間が 11 日以上の方は医療・行政機関から証明書が発行されますので、ご提出をお願いいたします。 
 

特別措置に関してご不明な点がございましたら、 

ジェイアイシーまでお問い合わせください。 

今後も、会員様の日常生活の中で抱える様々な危険を 

総合的に補償するための制度として、より一層お力添え 

ができるようスタッフ一同努めてまいります。 
 

担当保険代理店 株式会社ジェイアイシー＜℡ 03-5321-3373＞ 

営業課長：梅木 営業担当：會田（アイダ） 事務担当：成田 

梅木さん     會田さん 

東サポだより ―２０２２年７月発行― 第２２号 〔８〕 

セミナー情報 

新型コロナウイルスによる請求件数

施設 自宅 宿泊施設 病院 総計

東京都 14 103 2 57 176

全国 976 2,330 43 609 3,958

療養先

※2022年5月25日現在

編集後記 

残暑お見舞い申し上げます。事務局のお隣は殿ヶ谷戸庭園、BGM は大音響の♪蝉しぐれです。 暑さにコロナに負

けないように、栄養と睡眠そして”笑“も、免疫力を高めてガンバリましょう！ 

さて、今号では、障害のある方の権利擁護に関する活動の 1 つ、「成年後見制度」を取り上げました。 

会員の皆さまには「成年後見制度に関するアンケート調査」へのご協力をお願い申し上げます。 

                                      （事務局長 鈴村のり子） 

 


