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会
報

支え合い 互助精神を忘れずに

第9号

　新年明けましておめでとうございます。新年を迎え、会
員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。日頃より当協会の運
営に、ご理解ご協力をいただき心より御礼申し上げます。
　平成29年10月19日、一般社団法人全国サポート協会関東甲越
ブロック会議が茨城県の主催により、１都７県関係者59名の参加の
もと開催されました。2017年度は、長野県、愛媛県が新たに加盟し、
全国では45都道府県の加盟となりました。また全国の加入者数は、９
月末現在で昨年同期より、9,865人増え、127,641人となっています。

本年度加入者目標数126,000人をすでにクリアしています。埼玉県は、昨年度末より、210人の増
加があり、7,928人となり8,000人まであと少しのところまでになりました。全国では神奈川県、
大阪府に次ぎ３番目の加入者数となってます。このことは、支部長さん、株式会社ジェイアイシー
の担当の山口さんの努力の結果であると感謝しております。今後とも当協会の安定した運営のた
めに、ご尽力いただければ幸いです。
　平成30年４月より、生活サポート総合保障制度に新たなプランが加わります。特別支援学校
の卒業生や一般就労・福祉就労（Ａ型・Ｂ型など）で現在就労・作業をしている障害者の自立を支
援する補償制度となっています。大きな特徴は、新たな特約として、弁護士費用等保障特約・職
業従事中事故対応補償特約が加わることです。新たなプランが増えることにより、会員それぞれ
の方々が目的に応じた選択ができるメリットがあると考えています。
　当協会の事業として、日常生活・就労や権利擁護に関する研修会などの開催に支部助成を実施
しています。ぜひ多くの支部の方々にこの事業を活用していただき、よりよい生活の向上につなげ
ていただきたいと思います。
　全国に先がけ、互助の精神を掲げ「やまびこ互助会」が設立し、24年が経過します。平成19年に
は名称を「埼玉県知的障害児者サポート協会」と変更し、今日に至っています。事業も順調に推移し
ています。本事業は継続していくことが重要です。今後もよりいっそうの信頼を得
ていけるよう努めていきたいと考えています。今まで同様、埼玉県手をつ
なぐ育成会と埼玉県発達障害福祉協会が、車の両輪の如く歩み、福祉
“すべての人の幸せの実現”を願い、あいさつとさせていただきます。

制度の充実に向けて

理事長
長 岡 　 均



一般社団法人 全国知的障害児者生活サポート協会主催のアールブリュット展に 3 名の会員の方にご応募
いただきました。今年度のテーマは「動物」でした。大森　郁夫さんの作品は見事入選し、2018 年度のパ
ンフレットの表紙を飾ります。3名の方、ステキな作品をありがとうございました。

サポート協会では、表現活動をされている方の作品を多くの方に紹介できればと考えています。
サポート協会ホームページ（http://saisapo.jp/）公式ツイッター（https://twitter.com/SaitamaSupport）で
募集いたします。興味のある方はぜひご覧ください。

｢牛｣  大森 郁夫さん
（社会福祉法人清心会）

｢の・ん・び・り｣ 甲村 哲之進さん
（社会福祉法人けやきの郷）

｢パンダ｣  大森 利浩さん
（社会福祉法人清心会）
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「生活・就労サポート総合補償制度」Ⓒプラン「生活 就労 総合補償制度」」ポ活活 就就労労 補補労労 補補総総総総就就 総総活活 総合合合合労生 労労活活 総総ーー 総総就就活 合補補・・ 総総ポポポ 合活 労 ポポ生生活 就労 総総総総ポポササ生生 トト 合合活活活活 総総就就就就労労 補補「生「生活・就労サポート総合合合補償償制度度」補償生活活 サ労労サ 償償制制償償制制度度償償 度度償償制制償償償制制償償制制償償償償償償償「生「生生活・就労サポート総合総合補合補償補償制償制度」度」Ⓒプププ ンンⒸⒸⒸ ンンププララⒸⒸプランⒸプラン
～～～～～～～～～「「「「「「「「生生生生生生生生生生活活活活活活活活サササササササササポポポポポポポポポーーーーーーートトトトトトトト総総総総総総総総総総合合合合合合合合合補補補補補補補補償償償償償償償償償制制制制制制制制制制制度度度度度度度度」」」」」」」にににににににに新新新新新新新新プププププププララララララランンンンンンがががががががが誕誕誕誕誕誕誕誕生生生生生生生～～～～～～～～

●特別支援学校の卒業生や一般就労している方、就労施設（Ａ型・Ｂ型）をご利用の方が安心
して働けるように、働く方々を支援するプランです。いままでのプランでは、補償されな
かった「職業従事中」の事故も補償の対象になりました。また日常生活や職業従事中に、被
害事故にあわれた場合の「損害賠償請求」や「弁護士費用」も補償されます。

※パンフレットをご希望の方はサポート協会事務局（048-824-9881）までご連絡ください。

補 償 項 目 保 険 金 額
新しく追加
された補償

弁護士費用等 200万円限度
職業従事中　事故対応費用 10万円限度

傷 害 補 償

個人賠償責任 3億円限度
死亡後遺症 50万
傷害入院（ケガによる入院） 1日 5,000 円
傷害通院（ケガでの通院） 1日 3,000 円

疾病・傷害補償 入院諸費用（病気・ケガでの入院） 1日 4,000 円
入院 2日目から補償期間中 30日限度
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夘月 寛 さん
社会福祉法人ウィング

河野 孝之 さん
社会福祉法人ウィング

Ｋ さん
社会福祉法人ウィング

栗林 絵里花 さん
社会福祉法人ひらく会

秋山 尚俊 さん
鶴ヶ島市生活介護きいちご

小暮 あさ子 さん
ながい寮

小柳 貴志 さん
社会福祉法人ウィング

新井 愛 さん
社会福祉法人ウィング

杉山 純一 さん
社会福祉法人ウィング

大森 利浩 さん
社会福祉法人清心会

苗村 安夫 さん
社会福祉法人ウィング

富田 聖治 さん
社会福祉法人清心会
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江野 春美 さん
社会福祉法人清心会

甲村 哲之進 さん
社会福祉法人けやきの郷

佐々木 孝志 さん
社会福祉法人ひらく会

佐藤 大悟 さん
社会福祉法人ウィング

山崎 恵一 さん
社会福祉法人清心会

山中 正則 さん
社会福祉法人清心会

小久保 凡子 さん
社会福祉法人ウィング

Ｓ さん
社会福祉法人ウィング

杉木 勇紀 さん
社会福祉法人ひらく会

増渕 忍 さん
社会福祉法人ひらく会

大森 郁夫 さん
社会福祉法人清心会

大澤 由美子 さん
鶴ヶ島市生活介護きいちご

（掲載は五十音順）
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「生活サポート総合補償制度」Ⓐプラン Ⓑプラン「生活サポート総合補償制度」Ⓐプラン Ⓑプラン

AIG損害保険代理店　株式会社ジェイアイシー 
山 口 英 倫

　平素より「生活サポート総合補償制度」を通じ、会員および関係者の皆さま
には、ひとかたならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。突然ですが、
ひとつのエピソードを紹介させていただきます。
　春先、私が電車通勤で着席する際、座席の下に空き缶が転がっていまし
た。私はそれを放置していると、近くにいた“こだわりのある方”が私の足の
間から空き缶を拾い、ホームのゴミ箱へ捨ててくれました。行動できなかっ
た自分を恥じましたが、彼のまっすぐな行動力は私の日々の行動を見つめる
よい機会となりました。　
　今後も、会員の方々が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、より一層のお力添えができるよう努めてまいります。

一般的に、障がいのある方は生命保険、医療
保険に加入することが難しく、また病気やケ
ガで入院した場合の負担もとても大きなもの
になります。その負担やリスクを皆で協力
して分かち合おう！という互助の精神からサ
ポート協会の前身である「やまびこ互助会」は
生まれました。現在は「サポート協会」に名前
を変えたこの制度ですが、「互助の精神」は今
も変わりません。負担やリスクを一人で背負
いこむのではなく、みんなで分かち合い協力
して支え合う。支え合う人数が増えれば増え
るほど安心は少しずつ大きくなります。多く
の方が加入することで補償内容のさらなる充
実につながります。今後も多くの方に支持さ
れる補償制度でありたいと願っています。

「わぁできたよ～」「楽しいね～」先日、知的障がい者と保護者のための
「性（生）と健康に関する学習会」があるということで、行ってきました。
サポート協会と同じ事務所内にある「埼玉県手をつなぐ育成会」主催のご
本人活動を支援する学習会です。参加人数に若干余裕があったので、会場近くにお住まいのサポート協会の会
員の方にもご案内し、ご参加いただきました。前半は、親と子それぞれの教室に分かれての学習会。保護者の
会場では「加齢にともなう身体の変化」や「性について」など健康に過ごすための学習会、子どもの会場では「自分
のからだを知ること」「病院のかかり方」また「社会生活での人との距離の取り方」など学びました。後半は、親
子一緒にバランスボールやストレッチポールを使っての体操。みなさん、ご自分のペースにあわせて普段使わ
ない筋肉をのばしてスッキリ。笑いの絶えない和気あいあいとした雰囲気であっという間の２時間でした。

説明会をご希望の方
希望日時、開催場所をサポート協会事務局
（048-824-9881）までご連絡ください。

保険のスペシャリストがわかりやすくご説明いたします。少人数でも大丈
夫！お友達同士でお誘いあわせの上、お気軽にご相談ください。また｢病
気予防＆事故防止｣の冊子を配布しております。ぜひご活用ください。

サポート協会 会員のみなさまへ

プランのご変更は、毎年2月に届く「次年度継続案内」に同封している「返信用ハガキ」でお手続きできます。
年度の途中ではプラン変更はできませんので、ご了承ください。

安心して暮らす…

プランＡ （年会費17,000円）

多くの方にご加入いただいている基本プラ
ンで万一の時もしっかり補償

♦入院給付金は入院４日目から補償
♦個人賠償責任保険は限度額１億円
♦ケガでの入院・通院は１日目より補償
（入院日額3,000円 / 通院日額2,000円）

プランＢ （年会費23,000円）

より充実した補償で、1泊2日の入院にも対
応のあんしんプラン

♦入院給付金は入院２日目から補償
♦個人賠償責任保険は限度額3億円
♦ケガでの入院・通院は１日目より補償
（入院日額5,000円 / 通院日額3,000円）
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　  あとがき
埼玉県の花…サクラソウ。春になると荒川の河川敷などでピンクや白の可憐な花を咲かせます。よく見ると、花びらは
ハートの形♥小さなハートの花びらが集まって心温まる春の景色をつくっている。埼玉県サポート協会の会員も、約
8,000人。私たちも、サクラソウのように、一人ひとりのハートを結集し、同じ思いで支え合っているんですね・・・（吉岡）

平成29年度 定時社員総会 【開催日】平成29年6月13日 【会場】埼玉県 県民健康センター

保険請求のご相談・補償内容に関する
お問い合わせ・給付請求の送り先は

ＡＩＧ損害保険代理店株式会社ジェイアイシー
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11

新宿三井ビル２号館２階
ＴＥＬ . ０３－５３２１－３３７３

一般社団法人
埼玉県知的障害児者生活サポート協会
〒330-0063さいたま市浦和区高砂2-15-3

ＴＥＬ . ０４８－８２４－９８８１

保険加入・変更・退会に関する
お問い合わせや書類の送り先は

◆決算および予算について◆

■定時社員総会
総会は総社員数33名に対し、出席30名（書面表
決含む）で行われました。議案は、平成28年度事
業報告、決算報告および監査報告、任期満了にと
もなう役員改選で全て承認されました。また、理
事長・副理事長選任、29年度事業計画・予算な
どが報告されました。 

■支部長会・研修会
午後からは、支部長会・研修会が行われ、社会福
祉法人ささの会 長岡 洋行氏と社会福祉法人みぬ
ま福祉会 山路 久彦氏に「入所調整と相談支援の
仕組み」についてお話しいただきました。 

平成28年度　収支計算書 平成29年度　予算
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【運営の部】 【運営の部】
1　収入の部 1　収入の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 29年度予算 28年度予算 増　減
会 費 制度運営費 18,600,000 18,612,260 12,260 会 費 制度運営費 19,520,000 18,600,000 920,000
雑 収 入 受取利息 10,000 206 △9,794 雑 収 入 受取利息 10,000 10,000 0
繰 越 金 前期繰越金 14,316,336 14,316,336 0 繰 越 金 前期繰越金 17,021,479 14,316,336 2,705,143

収入合計 32,926,336 32,928,802 2,466 収入合計 36,551,479 32,926,336 3,625,143
2　支出の部 2　支出の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 29年度予算 28年度予算 増　減
一般事務費 10,285,000 10,096,060 △188,940 一 般事務費 10,560,000 10,320,000 240,000
会 費 1,730,000 1,723,300 △6,700 会 費 1,750,000 1,730,000 20,000
事 業 費 4,125,000 4,087,963 △37,037 事 業 費 4,450,000 4,090,000 360,000
予 備 費 16,786,336 0 △16,786,336 予 備 費 19,791,479 16,786,336 3,005,143
繰 越 金 0 17,021,479 17,021,479 支出合計 36,551,479 32,926,336 3,625,143
支出合計 32,926,336 32,928,802 2,466

【保険料の部】 【保険料の部】
1　収入の部 1　収入の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 29年度予算 28年度予算 増　減
保 険 料 預り保険料 122,000,000 121,840,800 △159,200 保 険 料 預り保険料 128,480,000 122,000,000 6,480,000
2　支出の部 2　支出の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 29年度予算 28年度予算 増　減
保 険 料 預り保険料 122,000,000 121,840,800 △159,200 保 険 料 預り保険料 128,480,000 122,000,000 6,480,000

役 員 名 簿
役職名 氏　名 所　属

理 事 長 長 岡　 均 社会福祉法人　埼玉県ブルーバードホーム　理事長

副理事長 松 本　 哲 社会福祉法人　みぬま福祉会　川口太陽の家　施設長

副理事長 村山　勇治 公益社団法人　埼玉県手をつなぐ育成会　理事長

理 事 長岡　洋行 社会福祉法人　ささの会　障害者支援施設どうかん　施設長

理 事 白石　孝之 社会福祉法人　彩明会　理事長

理 事 相浦　卓也 社会福祉法人　邑元会　障害者支援施設しびらき　施設長

理 事 齊藤三千子 公益社団法人　埼玉県手をつなぐ育成会　副理事長

理 事 髙 田　 憲 公益社団法人　埼玉県手をつなぐ育成会　副理事長

理 事 高野　淑恵 公益社団法人　埼玉県手をつなぐ育成会　副理事長

監 事 中村　秀樹 社会福祉法人　啓和会

監 事 小林　淳子 税理士

顧 問 井上　英史 株式会社ジェイアイシー　営業部長

（任期：平成29年度～平成30年度）


