
      

一般社団法人 東京都知的障害児者生活サポート協会 

２０２１年度事業報告 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 会員交流及び会員拡大に向けた活動 

（１）研修会（定時社員総会第 2 部）・・・参加者 36 名 

日時：2021 年 5 月 24 日（月）15：00～16：30 

開催方法 ZOOM によるオンライン開催 

  テーマ『コロナ感染の現状とこれからの障害福祉の展開について』 

講 師  白石 孝之氏  

公益財団法人 日本知的障害者福祉協会政策委員会副委員長 

社会福祉法人 彩明会理事長 

（２）2021 年度 4 団体共催研修会・・・参加者約 100 名  

日時：2022 年 2 月 6 日（日）13：30～16：30  

開催方法 ZOOM によるオンライン開催   

テーマ『これまでの障害者福祉、そしてこれから』 

記念講演 講師 加藤 正仁（当協会理事長） 

講演①  講師 山本 あおひ氏（社会福祉法人正夢の会副理事長） 

講演②  講師 高木 美智代氏（前厚生労働副大臣） 

（３）第 15 回東京大集会・・・視聴者数約 150 人 

2021 年 9 月 18 日（土）13：00～15：00 

開催方法 YouTube ライブ 

テーマ『障害者への多様な暮らしの場の確保・保障を求める』 

主 催：《東京大集会実行委員会》  

 今年度は、当協会発足から 15 年を経過した。活動については、新型コロナ感染拡大下での状

況に鑑み、研修会、会議、打合せなどの大半がオンラインとなったが予定通り実施することがで

きた。 

昨年度は急遽中止となった４団体共催研修会であったが、今年度は、当初、実行委員会を軸に

ハイブリッド形式による開催での企画構成を進めてきた。然しながら、1 月以降にオミクロン変

異株による著しい感染の再燃を見たため、結果として ZOOM によるオンライン配信のみとなっ

た。それでも、研修会当日の参加者は 100 名を超え、後日集計されたアンケートの内容からも、

これまでの、そしてこれからの福祉に対する想いを共有する貴重な機会であったと云える。 

加入の促進については、新規加入者数が伸びず会員数は前期比微増であった。その一方、会員

からの新型コロナウイルス感染に係る補償の問合せや請求依頼が多数寄せられ、補償制度が障

害当事者支援に浸透し、眞に役立っていることを実感した。 

定例となった三者会議の動きとしては、昨年度当協会が、身寄りのない利用者の「第三者賠償

の請求制限の改善」を求める要望書を提示したことから、AIG 損害保険株式会社から「本人契

約」の可能性について回答が示された。この先引き続き検討、協議を進めていくことになった。 

 



２. 相談支援に関する活動 (＊相談事例報告) 

   ■施設に所属したいけれど通えない、■働きたいけど思うようなところが見つからない、 

■相談支援機関でも十分な対応がされないなどを主旨とする電話相談を同一人から度々受 

けた。その都度、傾聴し、ご本人のご要望に応えるには、それぞれ事業者と利用者との契約 

事項があることや、この事務局においてもできることは限られると、分かりやすく丁寧にお 

伝えすることを繰り返した。結果は、ご本人が納得する課題解決には至らなかった。 

 

３. 広報に関する活動 

広報紙「東サポだより」第 20 号（7 月）及び、第 21 号（1 月）の計２回発行し、全会員 

及び関係機関等、のべ約 12,000 部を送付した。 

 

４．生活サポート総合補償制度の利用促進についての活動 

（１）加入状況 

① 会員数は年度末 5,455 人（Ａ：3,173／Ｂ：2,015／Ｃ：267）となった。 

② 新規加入者数は、211 人（Ａ：69／Ｂ：102／Ｃ：40）となり、目標の 300 人は達成でき

なかった。退会は 143 人（死亡・失効・非継続）を除くと約 70 人の増加であった。 

（２）会員拡大に向けて 

9 月より、社会福祉法人、NPO 法人、株式会社宛て web 説明会のご案内及びパンフレッ 

トを送付した。 

（３）三者会議の実施 

日時：9 月 6 日（月）13：30～15：30 

開催方法：オンライン（ZOOM） 

   Ⅰ.協議テーマ  

■中長期的な制度の安定について 

   Ⅱ.その他 

① 身寄りのない利用者の「第三者賠償の制限」の改善に向けて 

ジェイアイシーは、昨年要望書を提出した「原町成年寮」を訪問し、日常生活での

契約行為を確認した。保険商品を理解できる方なら「本人契約」を検討できる可能性

が出てきた。 

② AIG に対して、適正な会員管理を行うためにシステムの改修を依頼した。 

③ 全サポへの要望として、年会費の一括納入の検討を提案した。 

 

５．会務の運営 

（１）監事監査   

日時：4 月 15 日（木）13：00～14：00  場所：事務局 

（２）定時社員総会 

日時：5 月 24 日（月）13：30～14：45 

開催方法：ZOOM によるオンライン開催 

■協議事項 



    第一号議案 2020 年度事業報告（案）の件 

    第二号議案 2020 年度決算報告及び監査報告の件 

      第三号議案 任期満了に伴う役員の改選について 

      第四号議案 役員の選任について 

    ※ここで臨時理事会を開催した。 

    ○第２回 日時 5 月 24 日（月）14：20～14：30 

    ■協議事項  

      第一号議案 代表理事及び副理事長の選定について 

（３）理事会 ※開催は全て ZOOM によるオンライン開催 

   ○第１回 日時 4 月 21 日（水）13：30～16：00 

    ■協議事項 

   第一号議案 2020 年度事業報告（案）について  

   第二号議案 2020 年度決算について 

   第三号議案 2021 年度定時社員総会の開催について 

   〔第２回は定時社員総会時におこなった〕 

   ○第３回 日時 7 月 12 日（水）13：30～15：30  

■協議事項 

第一号議案 予算の達成・執行状況について 

   第二号議案 4 団体共催研修会について 

○第４回 日時 9 月 24 日（金）13：30～15：30 

■協議事項 

第一号議案 予算の達成及び執行状況について 4 団体共催研修会について 

第二号議案 4 団体共催研修会について 

第三号議案 第 15 回関東甲越ブロック会議について 

   ○第５回 日時 11 月 22 日（月）13：30～15：45 

■協議事項 

第一号議案 予算の達成及び執行状況について 

第二号議案 ４団体共催研修会について  

   ○第６回 日時 1 月 21 日（月）13：30～15：30  

■協議事項 

第一号議案 ４団体共催研修会について 

第二号議案 予算の達成及び執行状況について 

第三号議案 就業規則（正職員・パート職員）の追加事項について     

○第７回 日時 3 月 8 日（火）13：30～15：30 

    ■協議事項 

      第一号議案 2022 年度事業計画（案）について 

      第二号議案 2022 年度予算（案）について 

      第三号議案 就業規則の追加事項について 

      第四号議案 その他 ハラスメントの防止に関する規程追加事項について 



６．一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会及び関東甲越ブロックとの連携 

（１）2021 年度定時社員総会 

日時：5 月 31 日（月）12：30～16：50  開催方法：ZOOM によるオンライン  

（２）2021 年度臨時社員総会 

期日：10 月 15 日（金） 開催方法：書面議決 

（３）関東甲越ブロック会議（埼玉県知的障害児者生活サポート協会）  

日時：11 月 18 日（木）13：30～15：45 開催方法：ZOOM によるオンライン 

（４）関東甲越ブロック 事務局情報交換会（東サポにて実施） 

   日時：10 月 20 日（水）14：00～15：50 開催方法：ZOOM によるオンライン 

内容：加入状況、システムへの要望など、意見交換及び情報共有をおこなった。 

（５）アールブリュット作品展 

40 作品の応募があり、「全国サポート協会 2022 年カレンダー」に 2 作品が掲載された。 

 

７． 他団体からの管理事務の受託 

（１）東京都発達障害支援協会 

（２）東京都障害者通所活動施設職員研修会 

（３）東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会 

上記、３団体の事業活動及び会計などについての事務作業をおこなった。 

 

８. 後援及び協賛 

（１）オンラインセミナー  

  ○日時：4 月 22 日（木）10：00～11：40 テーマ「知って欲しい“親なきあと”のこと」 

○日時：5 月 11 日（火）10：00～12：00 テーマ「法定後見制度と任意後見制度について」 

○日時：5 月 27 日（木）10：00～12：00 

テーマ「親の任意後見と子の親なきあとへの活用例」「生命保険信託 ご活用の事例」 

主催：株式会社ジェイアイシー 

（２）第 34 回（令和 3 年度）「心をつなげる福祉マラソン大会」 ⇒中止 

日程：2022 年 2 月 20 日（日） 

 主催：社会福祉法人東京都社会福祉協議会知的発達障害部会 

 

 

 

 

 


