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県民福祉プラザ２階（青森県社会福祉協議会内）
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　令和４年６月10日に開催しました青森県知的障害者福祉協会及び障害児者生活サ
ポート協会総会において再任が決まり、引き続き福祉協会会長及びサポート協会理
事長職を務めることになりました。改めて、これまでの皆様のご尽力に感謝すると
ともに、再任にあたりサポート協会の更なる発展と加入者を中心とした関係者の幸
福づくりにつながるよう一層努力していきたいと思います。
　令和２年度より理事長に就任してから新型コロナウイルスに翻弄される日々が続
き、様々な制約の中での活動となりご不便をかけたことも多かったことと存じます。
　まだまだ厳しい状況下ではありますが、地道にできることを一歩一歩歩んでいき
たいと思います。
　さて、本年度開催しました県サポート協会３者会議の中では、特別支援学校等児
童関係の加入率が低く、不安を抱いているご家族も多いとの意見等様々な内容の提
言をいただきました。実際にご家族の皆様が求めているニーズを分析し、少しでも
安心・安全・幸福につながる内容となるよう工夫しながら会員拡大にもつなげてい
きたいと思います。
　また、社会情勢をみるとロシアによるウクライナ侵攻等大変憂慮される状況と
なっています。人として互いに真の「思いやり」を抱いて誰もが安心・安全に生活
していける社会を目指して一層努力する必要があると感じてしまいます。我々福祉
を担う者として「共生社会づくり」の意義を深く刻み、障がいのある方もない方も
安心して生活していけるよう尽力していかなければなりません。人として互いに支
え合い、豊かな社会づくりに貢献できるよう取り組んでまいりますので、今後とも
よろしくお願いします。
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令和３年度収入支出決算
収入の部 （単位：円）

科　　　目 本年度決算
制度運営費 3,714,902
助成金・雑収入 250,170
繰越金 2,319,184

合　　　計 6,284,256

支出の部
科　　　目 本年度決算

広報費 234,304
一般管理費 2,444,060
事業費 1,182,214
予備費 0
繰越金 2,423,678

合　　　計 6,284,256

保険料：収入の部
科　　　目 本年度決算
預り保険料 32,933,000
預り全サポ会費 338,000

保険料：支出の部
科　　　目 本年度決算
預り保険料 32,933,000
預り全サポ会費 338,000

令和４年度収入支出予算
収入の部 （単位：円）

科　　　目 本年度予算額
制度運営費 3,800,000
助成金・雑収入 251,000
繰越金 2,423,678

合　　　計 6,474,678

支出の部
科　　　目 本年度予算額

広報費 250,000
一般管理費 3,806,000
事業費 1,805,000
予備費 613,678
　 　

合　　　計 6,474,678

保険料：収入の部
科　　　目 本年度予算額
預り保険料 34,000,000
預り全サポ会費 345,000

保険料：支出の部
科　　　目 本年度予算額
預り保険料 34,000,000
預り全サポ会費 345,000



知的障害・精神障害・認知症などによって、一人で
決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約
や手続きをするときにお手伝いする制度です。
（厚生労働省HP資料より抜粋）

● 成年後見制度は障害や認知症の程度によって、「補助」、「保佐」、「後見」の
３つの種類があり、お手伝いできる範囲が変わります。

医療や福祉サービスの
手続きや契約が難しく
て分からない。

分かりやすく説明して
くれたり、あなたに代
わって手続きや契約を
してくれたりします。

よく分からないまま
いらないものを買わさ
れそうになる。

買うか買わないか一緒に
考えてくれたり、間違っ
て買ってしまったときは
買わなかったことにして
くれたりします。

もの忘れが多くて、お
金をついつい使ってし
まう。

お金の出し入れを一
緒に考えてくれたり、
保険料や税金の支払
いを手伝ってくれた
りします。

親が残してくれたお金
や家などをどうしたら
よいか分からない。

あなたと一緒に遺産の
分け方を話し合った
り、必要があれば土地
や建物を売ったりして
くれます。

例えば

成年後見制度って
知ってますか？

補　助 保　佐 後　見

対象となる方
重要な手続き・契約の中で、
ひとりで決めることに心配
がある方

重要な手続き・契約などを、
ひとりで決めることが心配
な方　

多くの手続き・契約などを
ひとりで決めることがむず
かしい方　

受けられる
お手伝いの
範囲

一部の限られた手続き・契
約などを
・いっしょに決めてもらう
・取消してもらう
・代わってしてもらう

財産にかかわる重要な手続
き・契約などを
・いっしょに決めてもらう
・取消してもらう
・代わってしてもらう

すべての契約などを
・代わってしてもらう
・取消してもらう

相談支援専門員、地域包括支援センター、権利擁護センター、
社会福祉協議会、成年後見センター、市区町村の相談窓口、
成年後見制度に関わっている社会福祉士・司法書士・弁護士の団体など

ご相談は
右記の地域の
相談窓口へ

成年後見人などがお手伝いします
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全国知的障害児者生活サポート協会

アールブリュット作品展2022 応募作品のご紹介
当協会より「アールブリュット作品展2022（主催：一般社団法人全国知的障害児者
生活サポート協会）」に応募した作品をご紹介します。（施設名・作者名の五十音順）

「お姉ちゃんと私」桂堂学園　上野　彩葉

「ドローイング」桂堂学園　佐々木　翔真

「大きなきりんとたまご」桂堂学園　中居　春之助

「青森市営バス」こぶしの家　Y.T

「イルカのマラソン　よ～いドン」わくわく　立花　典子

「ドローイング」桂堂学園　荻沢　流晴

「ゲームセンター」桂堂学園　豊川　真羽

「ドローイング」桂堂学園　林　想和

「3時のおやつ」わくわく　沢谷　洋子

「3022年（未来）の桃太郎」わくわく　成田　竜一

「ドローイング」桂堂学園　U・O

「わたし」桂堂学園　對馬　綾香

「ドライブ」桂堂学園　野上　雄暉

「海の王者モササウルス」こぶしの家　成田　彰司

「フルーツパラダイス」わくわく　田中　昇

「ドローイング」桂堂学園　佐々木　翔真

「3022年（未来）の桃太郎」わくわく　成田　竜一

「わたし」桂堂学園　對馬　綾香

「フルーツパラダイス」わくわく　田中　昇
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⑴入院給付金
（既往症・持病・てんかん発作も補償対象）

⑵死亡・後遺障害・入院・通院・手術
（ケガをした時の補償）

⑶個人賠償責任保険
（日常生活中の他人に損害を与えた時の補償）

生活サポート総合補償制度
情報コーナー

最近の主なお支払い事例

事故・補償に関するお問合せ先
□担当代理店　株式会社ジェイアイシー　青森支店
〒030-0823　青森県青森市橋本2-13-5
　　　　　　　 グランスクエア青森１F
TEL：017-721-6460　FAX：017-722-3018
受付時間：９時～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）

加入・変更に関するお問合せ先
□事務局　青森県知的障害児者生活サポート協会
〒030-0822　青森県青森市中央3-20-30
　　　　　　　 県民福祉プラザ２階 青森県社会福祉協議会内
TEL：017-723-1391　FAX：017-777-0015
受付時間：8時30分～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）

①健康診断でガンが見つかり抗がん剤治療を行った。
　６日間の入院を伴う治療を１年間に４回行った。

【加入プランB】
付添介護保険金 8,000円×5日＝40,000円
差額ベッド費用 3,000円×5日＝15,000円
入院諸費用 1,000円×5日＝ 5,000円
入院一時金　　1入院 6,000円
 小計（1回分）66,000円
 4回分合計 264,000円

施設内にて転倒し大腿骨を骨折した。（入院180日超）
【加入プランA】

入院保険金 3,000円×180日＝540,000円
手術保険金 30,000円
入院諸費用 1,000円×30日＝ 30,000円
入院一時金　　1入院 5,000円

 合計605,000円

①自転車で走行中、出合い頭にぶつかり相手の女性が骨折
　をしてしまった。
お支払保険金　352,906円　（治療費・休業損害等）

②興奮状態になり、施設職員のメガネを壊してしまった。
お支払保険金　30,000円   （メガネ修理代）

②肺炎により7日間入院。個室利用、医師の指示で母親が
　3時間以上付添った。

【加入プランB】
付添介護保険金 8,000円×6日＝48,000円
差額ベッド費用 3,000円×6日＝18,000円
入院諸費用 1,000円×6日＝ 6,000円
入院一時金　　1入院 6,000円

 合計78,000円

データは全て青森県協会分

1,351 
1,455 1,546 1,621 1,694 

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

加入者数推移

請求件数 （2021年度）

407

50 32 21

入院給付金計 個人賠償 傷害給付金計 葬祭費用

プラン別加入者数（2021年度）

786 
682 

226 

プランA

プランB

プランC
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