
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 国分寺市南町 2-11-14 トミービル 3F 
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J.T さん（わかばの家） 

竹内直行さん（わかばの家） 

G.I さん（わかばの家） 

佐藤博之さん（わかばの家） 

鳴海貴仁さん（わかばの家） 

吉成悠さん（わかばの家） 

寺田光太郎さん（シャロームみなみ風） 

田辺明美さん（わかばの家） 

「わたし」 
「自然界のどうぶつたち」 

 

「無題」 

「海と熱帯魚」 

 

「七夕」 

「ボールペンの香り」 

「ペッタンする！」 

「カミナリさま」 
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東サポだより ―２０２１年７月発行― 第２０号 〔２〕 

このたび、理事に就任させていただくこととなりました、 

社会福祉法人嬉泉 板橋区立赤塚福祉園の小池です。東京都知的障害児者生活サポ

ート協会の皆様とは、これまでも、東社協知的発達障害部会、東京都発達障害支援

協会の役員として、お世話になっておりました。 

今回、縁あって、理事として皆様の仲間に加えていただくこととなりましたが、

この仕事に就いた三十数年前から、仕事を通して、障害のある方が保険に加入する

ことの難しさを感じていました。そして、何もないような状況の中から、サポート

協会の皆様が、互助会制度の立ち上げから、制度、保障の充実のために取り組んで

こられたことについては、ただただ敬服するばかりです。 

私自身、お役に立てることはないのではないかと感じることは多いのですが、一

から勉強させていただくという気持ちで、サポート協会の皆様と共に活動してい

きたいと思います。微力ではございますが、よろしくお願い申し上げます。 

武田吉将さん（わかばの家） 

T.S さん（わかばの家） 

青地和浩さん（わかばの家） 

岡田俊也さん（わかばの家） 

会員とご支援者のみな様には、お健やかにお過ごしでしょうか。 

平和の祭典と呼ばれる２０２０オリ・パラ大会が、ついに開催に 

たどり着きました。コロナ下での国を挙げての祭典が、私たちに

とってどのような幸せをもたらすのでしょうか。また、多様な副反応が気になるもの

の、従来型から拡大が進む変異型までの感染・発生・重症化予防効果への評価が高い

コロナウイルスワクチン接種は、もうお済みになりましたか。 

さて、私も寄る年波、この処で、隣県の医療機関で療養の日々を送ってまいりまし

た。広い野菜畑が臨まれる病室の窓越しに、ネギ畑で畝立て・施肥や除草に精を出す

農家の方の姿を見て、私と家内で、知的障害のある息子と連れ立って畑仕事に勤しん

だことが思い起こされました。 

自然の中で体を動かし、野菜やなりもの作り、口にする喜びを生み出す農耕。それ

を知的障害児者向けの地域学習の在り方の一つと考えました。地元の篤志家にご提

供いただいた畑で、木枯らし吹き曝す冬場にあっても、夏の炎天下でも、学校生活と

家庭で過ごす暮らしの合間をみて、折々の作物の収穫を目指し、楽しんだことが蘇っ

てまいりました。 

幼児・学齢期を通して、ちょこまかと動き回る実にエネルギッシュ？な息子でした

から、土いじりの経験を養護学校卒後の暮らしに繋いでゆきたいとの思いから、自然

豊かな他県所在の東京都認定の障害者支援施設に、生涯掛けた暮らしの場を求めま

した。だが、実際は、長期的な支援事業の構想として、自然を多角的に捉えた日中活

動の仕組み作りが整えられることはありませんでした。 

齢５０の坂を超えた息子は、高齢者支援の域に入ろうとしております。長い付き合

いとなった環境で、疾病予防の医療的処置や日中活動での危険回避に充分な配慮、対

策が図られる中で個々の障害状況に合った丁寧な支援はきっと叶えられる筈です。 

我が身の老いも感じつつ、明るく元気すぎるほどの我が子と畑仕事に汗を流した昔

日を追想して、たまらなく懐かしく、ちょっと寂しさも感じております。 

                         （副理事長 白土 一郎） 

 

菅井智一さん（わかばの家） 

新理事からのごあいさつ アール・ブリュット作品展 

「無題」 

「無題」 

「カラフルなリズム」 

 

「おしゃれ」 

「軽自動車」 

板橋区立赤塚福祉園施設長 小池 朗  

『雑感・・ここで親として想うこと』 
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社会福祉法人正夢の会  

コラボたまワークセンターつくし 大浦 孝啓施設長 

社会福祉法人すかい 皇海荘  監物 勝彦施設長 

社会福祉法人すかい 指定障害者支援施設「皇海荘」は開設

３５年を迎えます。その間、当法人では、グループホーム９

箇所・就労支援事業所３箇所を整備し、現在、７６名のご利

用者が地域で生き生きと暮らしています。 

一方、入所施設においては、私が生活支援員として業務し

ていた頃に共に農作業で汗を流し、清流に潜って魚を取った

りしていたご利用者が６０歳を超える年齢となり、高齢者特

有の疾患を患い...車椅子になり...急速に重度高齢化が進む中

で、長期入院する方が激増しています。 

 また、昨年からの新型コロナウィルス感染拡大により、支援方法の変更や、入院時

の面会の制限なども重なり、ご家族も含め、不安を抱えていらっしゃる方も少なくあ

りません。 

監物施設長 

利用者さんのお誕生会 

コロナ禍での活動風景 

南雲茂さん（わかばの家） 

滝澤亮さん（わかばの家） 

堀井典道さん（わかばの家） 

このような状況の中での生活サポート総合補償制度は、

常にご利用者やご家族に寄り添い、安心感を与えてくれ

る制度です。今年度もたくさんのご利用者がこの制度を

利用させていただきましたが、担当者様の方から、親切

かつ丁寧な説明と、ご利用者個々に適した様々なアドバ

イスをしていただき、感謝しています。 

今後もご利用者の幸せの為、この補償制度が継続し、

充実していかれる事を期待しています。 

 

東サポの社員及び支部長の皆さまから、施設のご紹介、生活

サポート総合補償制度へのご要望などについて伺いました。 

 

アール・ブリュット作品展 

原嘉典さん（わかばの家） 

J.K さん（わかばの家） 

コラボたまワークセンターつくしは、多摩市の住宅地にある 

生活介護と就労継続Ｂ型の多機能型事業所です。現在53名の 

方が、通所されています。 

 昨年から続く新型コロナウィルスの影響で環境は一変して 

しまいました。密を作らないための構造化、感染対策の徹底、 

希望者には全員送迎サービスの実施等、当初はかなりの混乱も 

生じました。１年経って、その環境にも慣れてきたところでは 

ありますが、ここにきて多摩市のご協力もあり、通所施設もワクチンの優先接種の対

象としていただいたこともあり、ようやく次のステップに踏み出せそうです。 

そして生活サポート総合補償制度には、日頃よりたい

へんお世話になっており、またご担当者様には家族会に

来所いただき、ご家族向けに制度の説明もしていただい

たこともあります。直接ご説明いただく機会は、ご利用

者・ご家族の安心につながっていますので、今後も機会

があればまたお願いをしたいと考えております。 

ご利用者からの“お祭りできるといいね”“旅行はい

けるかな”等、それぞれの想いになかなか応えられな

い葛藤がありましたが、一日も早く、当たり前の日

常を笑顔で過ごせる日がくることを望んでいます。 

 

大浦施設長 

施設内コンサートにて 

コロナ禍のウオークラリー 

コロナ禍で始めたＴシャツ

制作(UTme！で販売) 

「無題」 

「無題」 

「手のリズム」 

「丸のリズム」 

「線のリズム」 

社員・支部長から 

ひとこと 
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端
はな

井
い

 哲
てっ

平
ぺい

さん 
 
２年ほど前に東サポへの加入を希望され、お母様と事務局まで来てくれた 

哲平さん。お話の中で絵を描くことが大好きと伺い「アール・ブリュット展」を

ご案内したところ、昨年に続き今年度も作品を送ってくれました。 
 

 哲平さんにお話を聞いてみました  
 

Q. 何才から絵を描くようになりましたか？ 

A. 哲平さん 『５歳くらいからです。』 
 

Q. どんなものを描くのが好きですか？ 

A. 哲平さん 『特に決まっていません。』 
 

Q. 絵を描く場所はどんなところですか？ 

A. 哲平さん 『絵画教室・某アトリエ・自宅です。』 
 

Q. これまで描いた絵の中でいちばん好きな絵を見せてください。 

A. 哲平さん 『常に最新作！』（※写真） 
 

Q. 絵を描くこと以外で好きなことは何ですか？ 

A. 哲平さん 『電車に乗って出かけること。』 
 

 

 

尾崎和広さん（わかばの家） 

T.I さん（わかばの家） 

大出世一さん（わかばの家） 

相葉章義さん（わかばの家） 

   

村山晶子さん（わかばの家） 

田村昌彦さん（わかばの家） 

2021 年度応募作品 

「せかいスマイル」  

D.S さん（わかばの家） 

「絵本から」 

「村山商店のおしながき」 
「ぼくの服」 

「無題」 

「腕時計」 

五十嵐嘉文さん（わかばの家） 

「無題」 

「無題」 

〔５〕 東サポだより ―２０２１年７月発行― 第２０号 

「無題」 

 平岡良一さん（わかばの家） 

「想い出の場所」 

「音楽を聴きながら」 

丸山弘達さん（わかばの家） 

倉部勝之さん（わかばの家） 

「無題」 

青木實さん（わかばの家） 

「いろんな生き物」 ※最新作 ６作品 

制作中の哲平さん 

アール・ブリュットとは、「加工されていない芸術」という意味のフランス語が語源の芸

術用語です。自由な発想で湧き上がる衝動に従って制作したアートのことを指し、世界

でも高く評価されています。今回は、ご応募いただいた皆さま（会員・施設）の活動に

ついてご紹介させていただきます。                                       

社会福祉法人睦月会 わかばの家 

わかばの家の皆さんからはこれまでにも何度か出展していただきましたが、

今年度は３８作品が寄せられました。そこで、施設での取り組みについて講師

の先生方に伺いました。 

 

■活動はどのような形でおこなわれていますか？ 
  

 当施設では、創作活動を希望される利用者が30名 

あり、その皆さんに8つのグループに分かれて頂いて 

います。創作活動はひと月に8回行われ、1グループ 

から8グループまでが順に活動されています。 

 美術講師は2名おります。皆さんが同じテーマで 

作品を創るのではなく、その方が好まれる手法や興味 

の対象によって、それぞれに違った作品を作って頂いています。 

 一回の活動で一つの作品を完成される方、複数の作品を平行して創られる

方、1年に 1つの作品をじっくり創られる方など、ペースは人それぞれです。 

 

■制作している作品はどのようなものですか？ 
  

 絵画や立体作品など幅広く行っていますが、 

お祭り等のイベントでは共同制作も行います。 

文字を書くのが得意な方、絵を描くのが得意 

な方等、その方の得意分野を生かしてイベン 

ト告知のポスターを制作したりイベントの来 

場者と一緒にライブペインティングをしてい 

ます。その他、公募展や企画展への出展や、 

個展の開催等をしています。 

 お母さまからひとこと  
 

『普段から新聞やテレビを良く観ており、日々のニュースなどから絵のイメージが湧

くそうです。アトリエに行って紙に向かうと一目散にパステルで描き上げます。 

“自分の絵で皆を笑顔にしたい” が目標で頑張っています。』 

 

高元祐甫さん（わかばの家） 
若杉正一郎さん（わかばの家） 

「無題」 「野球観戦」 
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大塚孝之さん（わかばの家） 

T.N さん（わかばの家） 

「無題」 

「無題」 

「無題」 

冨山正浩さん（わかばの家） 

「無題」 

宇田川淳子さん（わかばの家） 

「水仙の花」 

島田久美さん（わかばの家） 

「チューリップ・ 
ハート・音符」 

高橋美奈さん（わかばの家） 

「無題」 

三木香織さん（わかばの家） 

■活動を始めてから皆さんの様子は変わりましたか？ 

利用者が日常生活で行われている、紙ちぎりや雑誌の切り抜きの収

集などを作品にすることにより、生活と創作が繋がり、日常がより豊

かになりました。また、自分で作った作品を他の利用者や職員にプレ

ゼントされる方もあり、人と人との心の交流も生まれています。 
 

■活動についての利用者さんの感想など 

 どの利用者も活動を楽しみにされていて、 

自分のグループがいつ行うのかを気にされ 

ています。当施設では出来上がった作品を 

階段や壁、食堂で展示をしています。ご自 

分が生活する場所に作品が飾られることが 

嬉しい様子が日々の生活で窺えます。 
 
 

■担当者からのメッセージなど 
 

 当施設では、来年で創作活動 20周年となり 

ます。その間に当初では想像もつかないくらい 

に表現の幅がひろがり、皆さんそれぞれに、 

日々の制作の楽しさを実感されています。 

今後も、そんな皆さんの表現の場や機会を 

サポートさせていただけたらと思っています。 

 

 

     かつて、「情動の解放」という、少しむ

ずかしいコトバを、教員時代に使っていました。 

 とりわけ、「音楽活動」や「図工・美術」「創作

活動」「リトミック」等の場面で、ふだんの表情

とまるで違う生徒達を見て感動したものです。生

き生きとした顔で、声も自由にだし、手・足・指

先・視線にも心地よさがあふれていました。 

 人はいくつになっても自分なりの自由な表現手

段を得て、生きるエネルギーを発揮することって

素晴らしい！ それをたくさんの人が応援すると

もっと幸福になるのでしょう。 
 

      （理事  藤田 進） 

サポート協会「アール・ブリュット作品展」への

応募作品は、東サポホームページでもご紹介して

います。ぜひご覧になってみてください。 

 https://www.tosapo.jp/cont10/main.html 



2021 年度定時社員総会報告 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

東サポだより ―２０２１年７月発行― 第２０号 〔７〕 

2021 年度の定時社員総会は、５月２４日（月）オンラインで開催し、社員出席者 30 名（書面評決含む）により全

ての議案が承認されました。 

                        第２部講演会 『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 

                                       (社福)彩明会 理事長/(公財)日本知的障害者福祉協会政策委員会 副委員長 

                                                             埼玉県発達障害福祉協会 副会長 

               ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 講演会前半は、埼玉県での新型コロナウイルスへの対応として COVMAT（埼玉県クラスター対策チーム）の取り組み

を、後半は令和 3 年度の報酬改定の要点をまとめ、情報も交えてのお話がありました。参加者からは、時宜にあった内容

だった、現場のエピソードも豊富で理解できた、コロナにおける埼玉県の取り組みが参考になった、報酬改定の国の方向

性が理解できた、との感想をいただきました。 

会 

員 

数 

【運営の部】 〔収入の部〕 【運営の部】 〔収入の部〕

大 科 目 中 科 目 決 算 額 大 科 目 中 科 目 2021年度予算額

会費 制度運営費 13,288,500 会費 制度運営費 14,200,000

受託収入 事務受託収入 3,000,000 受託収入 事務受託収入 3,000,000

雑収入 510,927 雑収入 205,000

繰越金 前期繰越金 994,437 繰越金 前期繰越金 1,000,000

17,793,864 18,405,000

〔支出の部〕 〔支出の部〕

大 科 目 中 科 目 決 算 額 大 科 目 中 科 目 2021年度予算額

事業費 331,070 事業費 660,000

事務費 15,283,717 事務費 15,878,000

会　費 全国年会費 1,069,700 会　費 全国年会費 1,120,000

予備費 0 予備費 747,000

繰越金 次期繰越金 1,109,377 18,405,000

17,793,864

【保険料の部】 〔収入の部〕 【保険料の部】 〔収入の部〕

大 科 目 中 科 目 決 算 額 大 科 目 中 科 目 2021年度予算額

保険料 預り保険料 102,540,830 保険料 預り保険料 109,620,000

〔支出の部〕 〔支出の部〕

大 科 目 中 科 目 決 算 額 大 科 目 中 科 目 2021年度予算額

保険料 預り保険料 102,540,830 保険料 預り保険料 109,620,000

支出合計

２０２１年度予算
２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで

収 入 合 計

支 出 合 計

２０２０年度収支計算書
２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで

収入合計

5
,

5,394 
人 

２０２１～２２年度役員名簿　

役　職 氏　　名 所　　属

理事長 加藤　正仁 うめだ・あけぼの学園 施設長

副理事長 安藤　真洋 前 (社福）武蔵野 理事長

副理事長 白土　一郎
東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会
代表幹事

理事 山下　望
（NPO）東京都発達障害支援協会 理事長
かすみの里 施設長

理事 坂本　光敏 （社福）原町成年寮 理事長

理事 藤田　進 東京都障害者通所活動施設職員研修会 代表

理事 山田　桐雄 （社福）豊寿会 理事長

理事 清野　弘子 （公財）日本ダウン症協会 業務執行理事

理事 本多　公恵 滝乃川学園地域支援部 施設長

理事 小池　朗
（社福）東京都社会福祉協議会知的発達障害部会
部会長／板橋区立赤塚福祉園 施設長

監事 小島　幸久 （社福）家庭授産奨励会 理事

監事 坂田　晴弘 国分寺市障害者センター 施設長 　

(敬称略）



第１５回東京大集会 「障害者への多様な暮らしの場の確保・保障を求める」 
 

日時：２０２１年９月１８日（土） 13：00～15：00（予定） 

開催方法：       ライブ（どなたでもご視聴いただけます） 

主催：東京大集会実行委員会 

  （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/東京知的障害児・ 

    者入所施設保護者会連絡協議会/東京都自閉症協会/日本ダウン症協会） 

 

 

 

 

 

第２０号 東サポだより ―２０２１年７月発行― 〔８〕 

【生活サポート総合補償制度 新型コロナウイルス感染症 特別措置について】 
  
 １．特別措置の内容 

 医療機関・医師の指示により、宿泊療養施設または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。この特別措置は、新型コロナウイルス感染症以外の病気やケガをした被保険
者様に対しても適用します。 

 
 ２．特別措置をする場合の保険金請求時に必要な書類 
  通常の書類に加えて、次の①～③に関する医療機関・医師からの書面による証明が必要です。 

① 入院と同等の療養が必要と判断し、臨時施設または自宅での療養を指示したこと 
② 臨時施設の名称・住所 
③ 臨時施設、自宅のそれぞれで療養した期間 

例）保健所より発行される、「就業制限通知書」の写し・「就業制限解除通知書」の写し など 
 
  ※特別措置についてのご質問・ご不明な点等ございましたら、担当代理店までお問い合わせください。 

                            （担当代理店）株式会社ジェイアイシー TEL：03-5321-3373 
 
◆生活サポート総合補償制度 保険金請求のご連絡・ご相談について 
   AIG 損害保険株式会社 事故受付センター  TEL：0120-01-9016（24 時間 365 日受付） 

2020年度保険金支払い状況 （2021.5月末現在） 単位：円

請求件数 支払金額 請求件数 支払金額 請求件数 支払金額 請求件数 支払金額

入院給付金 477 6,882,300 1248 19,670,000 12 692,000 1737 27,244,300

葬祭費用保険金 37 3,700,000 20 1,600,000 57 5,300,000

傷害給付金 90 3,166,500 75 2,254,000 4 90,000 169 5,510,500

第三者賠償 89 3,735,437 77 2,839,595 8 187,145 174 6,762,177

合　　計 693 17,484,237 1420 26,363,595 24 969,145 2137 44,816,977

プランＡ プランＢ プランC 合　　計

   ＊～＊～編集後記～＊～＊ 

暑中お見舞い申し上げます 

コロナ禍の中、ワクチン接種もまだまだ、、それ

でも心は自由でありたい！今号はアール・ブリ

ュット作品で埋めました。ご協力いただいたみ

なさまに感謝申し上げます。 

すでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、≪Facebook≫を始めています。東サ

ポの活動や補償制度、事務局で感じ 

たことなど発信しています。 

新たな繋がりも楽しみです・・・ 

（事務局長  鈴村 のり子） 

 

予告 

【会員のみなさまへ】 

ご住所や電話番号などに変更はございませんか？ 

東サポや補償制度についての大切な書類をお送りするため、 

お引越しなどされた場合は、必ず事務局にお知らせください。  

その他、加入者のご変更や保険金請求のご連絡もお受けしています。 

 

詳細が決まりましたら、 

東サポホームページに 

掲載します 

パンフレット送付・オンラインによる補償制度のご説明も承ります。 

施設・事業所の方、家族会の方、後見人の方、既に会員となってい

る方など、ご要望がありましたらお気軽にご連絡ください。 
 

●東サポ事務局  TEL：042-300-1366 ／ FAX：042-300-1367 

           （電話受付時間  平日 9：00～16：00） 

東京都知的障害児者生活サポート協会 共催 

 


