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第１１号 東サポだより ―平成２９年１月１日発行― 〔１〕 

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。 

☘４団体共催研修会のご案内☘ 

テーマ【豊かなライフステージを考える 児童～成人～そして高齢へ】 
日時：平成２９年２月１９日（日）１０時２０分～１６時３０分／会場：ハイライフプラザいたばし 

 
第一部 映画上映「ちづる」 

第二部 講演会『津久井やまゆり園 殺傷事件が意味するもの』 

講 師 熊谷晋一郎氏（東京大学先端科学技術研究センター准教授） 

第三部 シンポジウム『豊かなライフステージを考える 児童～成人～そして高齢へ』 

発題者 本庄一聖氏（みどりのこども館施設長）、原智彦氏（東京都立青峰学園主幹教諭） 

宇佐美悦夫氏（皇海荘施設長） 

コーディネーター 加藤正仁氏（東サポ理事長） 

◆詳細は別紙「ご案内」をご覧いただくか、東サポ HP（ht tp ://www.t -sh ien . jp/ tsp/）にてご確認ください。 

～☆～皆様のご参加をお待ちいたしております～☆～ 

新しい年が信頼と希望と愛に満ちたものでありますように 
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 
 

新しい年を迎え、会員の皆様の健康で、充実した日々を心からお祈り申し上げます。 
 

今、地球的規模で何かが起き始めているような気がして、そのことに言い知れぬ心のざわつき

を感じる。様々な天災に輪をかけたように人智の機能不全からくる悲劇的な事件・事象も後を絶

たない。人類は明るい未来に向かっているんだろうか。地球的規模の狂信的でエゴイスチックな

国家主義がポピュリズムの中で跋扈して来ている。「分裂」と「差別」と「格差」が国を、社会を、

市民を、個人を病めている。これまで営々と築いてきた人類の叡智の集積が音を建てて崩壊し始

めているのではないかとも思えてくる昨年であった。 

目覚めていよう。間違いなく、病める社会にあってもっとも深刻な被害を被るのは、その中の

最も小さな存在であることは歴史が示している。 

それにしても、そんな我々の希求を逆なでし、社会を震撼させる事件が昨年の７月２６日に「神

奈川県津久井やまゆり園」で起きたことは、未だ記憶の片隅に残っている。元職員による前代未

聞の確信犯的事件である。支援関係者として、この事件の総括なしに、まるで何もなかったかの

ように平然とこれからを生きていていくことが許されるのだろうか。 

「人権」、「尊厳」、「平等」、「主体性」、「自立」、「共生」などなど、我が国には曲がりなりにも

日常の中にしっかり根付いてきていると思っていたが、結局は石の上に撒かれた種のように根の

浅いもので、未だそれらが見せかけの表層レベルで、とんでもない偏見や誤解や差別に満ち満ち

たレベルにとどまっていることに気づかされた事件だったのである。 

調子に乗るな！いい気になるな！社会変革はそんなに生易しいことじゃないぞ！と。 

今は只々頭を垂れて謙虚に、そしてしなやかに、したたかに再挑戦を期そう！！ 

（うめだ・あけぼの学園園長） 



 

もしもの時の不安軽減のために                 精華 施設長  石川 美奈 
 
 平成 28 年夏、障害のある方やその関係者だけでなく、世の中を震撼させるような痛ましい 
殺傷事件が起こりました。施設で暮らすご利用者が「ここにも来るかな」と不安な表情を見せ 
職員に聞く姿を見掛け、やり場のない怒りのような感情と、心臓を掴まれたような痛みを覚え 
ました。キラキラした明日を思いながら命を絶たれた方たちのご冥福を、心よりお祈り申し上 
げます。 
                   さて、最近では様々な方面から、ご利用者の重度化、高齢化の話を耳にします。施設 

内でも 10 年前には考えもしなかった思いもよらないような状況での怪我や、混乱時の 
破損事故等がしばしば起きます。そのような事故で補償の請求をした時に、状況を的確 
に理解し迅速に対応して頂いているので、ご家族にも大きな安心に繋がっているのでは 
ないかと感じます。これからも、ご本人やご家族の不安が少しでも軽減されるよう、補 
償制度の継続をお願い致します。 

◆アールブリュット作品展 表彰式 
 

11 月 25 日、【啓光えがお】において、「平成２８年度アールブリュット作品展」 
（主催：一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会） 
で入賞された髙橋直樹さんに表彰状ならびに副賞を贈呈しました。 

 
登坂晃施設長、ご担当の福沢忍生活支援係主任をはじめ、 

多くの職員と利用者の皆さんからも温かい祝福の声があり、髙橋さんにも喜んで 
いただけたようでした。このたびの施設のご協力に心より感謝申し上げます。 
この時の様子は協会ホームページにも掲載しております。 

 
アールブリュット作品展は毎年開催され、全国サポート協会のホームページ 

でご覧いただくことができますので、ぜひお立ち寄りください。 

◆からしだねフェスティバルに東サポブースを出展しました！ 
 

10 月 9 日（日）からしだねフェスティバルの会場【うめだ・あけぼの学園】にお伺いし、

東サポのご紹介コーナーとしてスペースをお借りしました。 

開催中は初めての試みに右往左往しながらも、来場されたお子さんたちと触れ
合い、ご家族には東サポや補償制度のご紹介をさせていただきました。 
ご多忙の中きめ細かなご配慮をくださった学園の皆さま、ありがとうございま

した。 

 

寄り添い、助け合う制度です         地の星 理事長 安達 利恵子 
 

私は生まれながらの性格と重ねた齢のせいで、新しいシステムに慣れるのに大変手間取り 
ます。サポート協会を未だに「東京互助会」と呼んでいるのもその一つですが、会員が 
お互いに助け合う、という昔ながらの言い回しも好きです。この制度で一番気に入っている 
のは、請求手続きが簡単なこと。そして、連絡した時の対応が温かいこと。「申し訳ありま 
せんが・・・」との思いで電話しますので。怪我や入院、何かを壊したなど、数え切れない 
くらいお世話になりました。地の星ベロニカ苑はブラックリストに載っているのでは、と心配 
する職員もいるくらいです。印象に残っている出来事は、利用者の方が亡くなり、その手続きをした折、 
「この子が生きた証ですね」と親御さんがおっしゃったことです。僅かな保険金でしたが、悲しみに寄り 
添ってもらえたと感じられたのでしょうか。 
「生活サポート総合補償制度」になってから、内容は一段と充実しましたが、希望は入院給付金の 

支払日数が 60 日まで延長されることです。近い将来きっとそうなると勝手に確信しています。 

          

作品名「ぼくのいえ」 

髙橋 直樹（啓光えがお） 

東サポだより ―平成２９年１月１日発行― 

社員からひとこと✒ 

〔２〕 第１１号 

藤田進理事より髙橋直樹様 
に賞状を授与しました 

入賞作品は次年度の『生活サポート総合補償制度』パンフレットに 
掲載されます。 

☆☆ 来年も皆様からのご応募をお待ちしております ☆☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

成年後見制度利用促進関連二法のポイント 

促進法 

①後見人に代わる医的侵襲行為への権限拡大 

＊後見人の同意によっても介護や手術等が可能になるように法整備を図る 

②家庭裁判所や関係機関による後見人への監督強化 

＊体制の整備や法整備を進め監督の強化を図る 

③市民後見人となる人材確に向け研修や情報提供の環境整備 

④制度促進を図るための首相をトップとする促進会議及び委員会の設置 

民 法 
＆ 

家事事件手続法 

⑤後見人に郵便物の受け取りや開封を認める 

⑥後見人に被後見人の死亡後にも財産保全等の代行手続きを認める 

みんなで学ぼう「成年後見制度パート 6」 

進む高齢化社会及び障害者権利保障の諸法案の整備に相応しいものへと、法改正 

が久しく待たれたのが『成年後見制度』。ようやく、利用拡大を図る利用促進関連 

二法、■「成年後見制度の利用の促進に関する法律（利用促進法）」が 4 月 8 日成立 

（施行は 5 月 13 日）、■「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一

部を改正する法律」が 4 月 6 日に成立（施行は 10 月 13 日）している。成年後見制度は平成 12

年に発足したが、その利用者は 26 年 4 月の時点で 18 万人程度に止まっており、制度が十分に

利用されているとは言い難い。これまで制度の利用が進まない状況について、日本成年後見法学

会等で検討が進められる中で、この２つの法律の制定を要望してきた。このたび、二法が成立し

たことで、わが国の成年後見制度の一層の発展につながるものと期待したい。 

また、法の制定に当たり、参議院で、『障害者の権利に関する条約第 12 条の趣旨に鑑み成年

被後見人等の自己決定権を最大限に尊重する体制を整備するとともに、成年後見人等の不正の

防止が急務であるとの観点からも、成年後見人等の事務の監督体制の整備、具体的には家庭裁判

所、関係行政機関、地方自治体等の人的体制の整備を十分に講じること』との趣旨の附帯決議が

採択された。附帯決議が求めている各事項の実現と成年後見制度のさらなる改革につながって

欲しい。 

そして、内閣府に設置された首相を会長に関係閣僚が参加する「成年後見制度利用促進会議」

と有識者１５名で構成する「成年後見制度利用促進委員会」で、制度利用が抱える様々な問題に

ついて審議を行い、3 年以内に必要な法制化が図られることになる。その審議の過程の中で利用

に易い、前述の付帯決議の趣旨が充分にくみ取られた論点整理に結んでいただきたい。 

なお、促進法関連事項については、今後、具体的な施策は内閣が定める「成年後見制度の利用

の促進に関する基本的な計画」により方向性が示される。また、民法関連事項についても関係す

る法整備が行われることとなるため、引き続き動向を注視してゆきたい。 

 

 

注目 不正に対する監視を強化 

本年４月に最高裁が公表した情報では、職業後見人による横領行為は過去最悪の 37 件を記録

した。親族後見人も含めた不正件数は 521 件、総被害額は 29 億 7,000 万円にも上っていること

から、成年後見制度を悪用した不正行為が問題視されている。この事態に対応するため、促進法

では裁判所が行う監督の強化に向けた、具体的な施策を策定、示されることになる。     

（文責 白土一郎副理事長） 

上記のうち促進法に定める①②の具体的な手続きについては促進法の施行より３年以内に法

整備され、また⑤⑥法の改正の手当により、本年（平成 28 年）10 月 13 日に施行される。 

 

第１１号 〔３〕 東サポだよりー平成２９年１月１日発行― 



 

補償制度については通所先で何度か説明を受け、いつかは入ろうと思っていました。息子は３０歳

まで、全介助ではありますが風邪等の入院もなく元気に過ごしておりました。しかし突然！イレウス

との診断。病院探しは担当の先生のご尽力で何とか見つけることができ、入院した際には私が付き添

いました。手術は無事に終わり、本人の体調も良くなり本当に安堵しました。 

また病室は新築でシャワー付きの個室、快適に過ごさせていただき本当に良かったと思っていまし

た。退院の日の請求書をみるまでは…。「うちの子にかぎってはないのね～」と反省し、その時にや

っと「Ａプラン」に加入しました。もうこんな事は二度とないと思っていましたが、その後２度イレ

ウスで入院、手術となり、いつまで私が付き添えるかとの不安もあり、今年度から免責１日の「Ｂプ 

     ラン」へ切替えました。他人事と思っていましたが我が事になって、やっと気づいた補 

償制度のありがたさでした。入院請求にも迅速に対応してくださり感謝しております。 

 (八王子市障害者療育センター・家族 小髙 裕子 様) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東サポだより ―平成２９年１月１日発行― 〔４〕 第１１号 

一般社団法人 

東京都知的障害児者生活サポート協会 
〒185-0021 東京都国分寺市南町 2-11-14 

トミービル３Ｆ 
TEL ０４２－３００－１３６６ 
F A X ０４２－３００－１３６７ 
http://www.t-shien.jp 

編集後記 
あけましておめでとうございます。 
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、今年度は補償制度にプランＢが追加され多くのお問合

せを頂きましたが、年度途中でのプラン変更ができずご迷惑を

お掛けしました。いよいよ２月にご案内が発送されますのでご

確認をお願いいたします。また、2 月 19 日（日）には昨年度

に続き「４団体共催研修会」を企画しました。障害当事者のラ

イフステージを様々な視点で考えたいと思います。ぜひご参加

ください。         （事務局長 鈴村のり子） 

 

平成２８年度より、新しくプラン B（年度掛金２３,０００円）が追加され、より補償内容の充実した 

制度になりました。ご加入された皆さまからも大変ご好評をいただいております。 
 

【プラン Bの主な特徴】◇入院給付金が２日目から補償 

◇高額な個人賠償（最高３億円）にも対応 
 
詳しい補償内容は、同封の『生活サポート総合補償制度パンフレット（2017 年度版）』をご覧ください。 

プランの変更をご希望の方は、２月上旬に郵送される『２０１７年度補償制度のご案内』に同封の 

「返信ハガキ」にご記入・ご捺印の上、２月２８日（火）までに東サポ事務局あてご返送ください。 

また、プラン以外のご変更についても同じハガキでお手続きができます。 

      ◆引っ越しをして住所が変わった           ◆利用している施設が変わった 

◆加入依頼者を変更したい              ◆引落口座を変更したい 

何かご不明なところがございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。 

東サポ事務局  電話番号 ０４２‐３００‐１３６６ 
 

 

 

＊＊ご利用された方からの声＊＊ 


