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OUR STYLE

「 擁護 」私たちの想 い

創刊のごあいさつ
この度､
当法人の会員の皆さまやご支援をいただいている方々に､
広く会報をお配りできる運びとなりました。
権利擁護たかつきが､皆さまのご支援を得て活動を開始してから､早や５年が経ちました。
各分野でご活躍の皆さまには､人としての権利が保障されない事案の多さに､言い知れない
歯がゆさと悔しさをお感じのことと存じます。
私自身も､かつて知的障害者通勤寮の職員として勤務していた頃､利用者の方々が､職場や
家族から多大な権利侵害を受けていることを目の当たりにし､腹立たしさと職員としてでき

NPO 法人 権利擁護たかつき
理事長

前川幸夫

ることの限界を感じる経験をしてまいりました。
このような思いは､過去の大久保製瓶事件､近年のサングループ事件のような著しい権利侵害に限ったものでなく､
日常の中でも多くの方が経験されていることと存じます。
権利擁護たかつきは､そんな経験を持つ方々の思いが集まってできた運動体です。
そして､その思いが途切れることなく､日々新たな気持ちを繋ぎ続けてきた５年間だったと思います。
権利擁護の思想は､まだまだ充分な普及には至らない状況ですが､皆さまのご支援を社会変革のエネルギーに変えて､
今後も活動を深めてまいる所存でございます。
また､この会報が皆さまの日々の活動の一助となれるよう､意味のあるものにしていきたいと考えております。
今後とも､権利擁護たかつきをよろしくお願い申し上げます。

さらなる飛躍を目指して
権利擁護たかつきが NPO 法人として設立されたのは平成２０年４月のこと。本年４月で
５周年を迎えます。喜ばしいことに、この期に事務所を構えることができました。
最高裁判所によれば、平成２３年の一年間における成年後見関係事件は全国で 2 万 9522 件、
その内法人後見は全体の 2 ．
6 パーセント、782 件となっています。 成年後見人を受託する法
人には、社会福祉協議会や保護者会が法人成りしたものも含まれますが、権利擁護たかつき
はこれらとは一線を画し、主に専門職･支援者･保護者によって会員構成されています。
我々の理念は、機動性･専門性･継続性･第三者性にあります。個々の事案は利用開始まで
を事務局のメンバーが支援し、申立支援の段階で専門性を有する支援員が定期的に面接して
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理事 弁護士

板垣善雄

本人に寄り添います。受託した事案のうち困難事例については、会員以外の経験豊富な専門
職から成る委員会が個々の方針を決め、局面に応じて方針を修整していきます。
また、法人全体の舵取りは、理事会が行なっています。
このように権利擁護たかつきでは、複数の支援者･機関がそれぞれの役割を担うことで、専門職一人では受けきれない事案
を乗り切ってきました。その姿勢や実績が受け容れられたのか、事案は既に 10 0 件を超える勢いとなっています。
超高齢化が進む中、巷には情報が溢れ返り、社会変化への対応が困難な方たちは時代に取り残され、その権利が脅かされて
いるのが実情で、我々に対するニーズがますます増えることは必至です。
今後３〜５年間でさらなる飛躍を目指し、組織的･財政的基盤を確かなものにすることが重要と考えております。
将来、権利擁護たかつきが１０周年を迎えたときに、皆さまのご期待により一層お応えできる姿となっていること夢見て、
これからも努力精進してまいりたいと念じております。
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権利擁護たかつきの活動を通して、見えてきたもの
〜後見制度と今後の医療について〜
この度、
『権利擁護たかつき』が機関誌を発行する運びとなり、委員長としてご挨拶とともに、
当法人に参加する一人として感じることなどを述べさせていただきます。
私は当法人の委員の一員として発足当初から参加しています。メンバーはそれぞれの分野の
専門家です。さまざまな議論を通じて多くの刺激を受け、成長し、学ばせていただいている思
てよいものか、それ以上に私自身の力量でその役目を担えるものなのか悩みながらの 1 年間が

NPO 法人 権利擁護たかつき

過ぎました。委員のメンバーに支えられ、叱咤激励されながら、何とかがんばっております。

委員長 医師

稲垣亮祐

唐突ですが、認知症 って、いつから病気となったのでしょう？ 皆さんは考えられたことがおありでしょうか？ ここ数年で、
無条件・無批判に丸呑みしている、あるいは社会が医療に飲み込まれてしまっている構図があるように思えてなりません。
療
考える必要があるのではないかと強く感じています。
そして、それこそが、私が後見制度に期待している部分でもあるのです。法人（集団）後見という活動の中にそのヒントを
く
会（モデル） の核になっていくのではないか。もちろん、それが｢正解｣ でもなければ、｢完成｣ でも
ありませんが、少なくともバランスの取れた形がもたらされると思っています。医療的側面だけでなく、また福祉的側面だけ
でもない。 人を人として見ることについて、できるだけ多くの立場の意見を組み上げていくこと、いろいろな分野との協働
（Mixing）こそが、今後の医療において必要ではないかと思います。
後見制度からの監視、社会に本当の意味で開かれた医療、透過性、医療の社会化（ソーシャライズ）･･･これら社会的責任を
認識し、医療が人々から本当の信頼を得られた時に、更なる公益性の飛躍があるような気がしてなりません。
「一人一人がありのままでいられる世界」。それは理想のような響きもありますが、一方で

ってなんだろう？

自分自身ですら｢それがわたし｣と言えるのが難しいと感じています。
「自分｣がなかなか見つけられない時代。でも、だからこ
そ、そんなことを考え、話し合う場所がほしいと思います。それが後見の在り方なのではないか、だから、後見はみんなに必
要なのだと考えています。
自分自身のためにも、これからも微力ながら当法人の活動に邁進して参ります。
今後とも『権利擁護たかつき』をどうぞよろしくお願い申し上げます。

インタビュー

高槻市の成年後見制度への取り組み

自治体による後見制度への取り組みが徐々に広がりを見せる中､
権利擁護たかつきの地元高槻市では､制度運用への積極的な取り組みを進めておられています。
高槻市役所｢長寿生きがい課｣国広奈穂子さんと原康徳さんに､取り組みの現状をお聞きしました。

高槻市の取り組みについて教えてください。

市長申し立ての件数はどれぐらいですか？

国広

国広

窓口での相談や申立人のいないケースについての

平成２３年度の実績は､長寿いきがい課が 14 件、

市長申立て、広報活動などがあります。

障害福祉課が７件で合計２１件でした。

また、平成２４年度からは､

平成２４年度は､まだ最終集計に至っていませんが、
上半期だけで４件の実績があります。

市民後見人の養成に取り組んでいます。
原
窓口には日々相談があり、
担当者として（
｢ 相談が）増えてきた｣という実感はあります。
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市民後見人の養成とは､
どのようなことをされているのでしょうか？

平成２４年度から、大阪、岸和田の両市に加えて、

ケースを受任した市民後見人が
実際に後見活動を行なっていく上で、
書類作成や関係機関などから
判断を求められる場面が出てくると思います。
バックアップ体制がとても重要だと思うのですが。

私ども高槻市の他に豊中市、富田林市、河内長野市、泉南市、

国広

阪南市、忠岡町、岬町の７市２町、合計９つの地自体で市

大阪後見支援センターや専門家のバックアップは必要です。

国広
後見人養成講座への参加を呼びかけています。
大阪府内では、大阪市や岸和田市が先行して養成講座を開
始しており、すでに受任もしておられます。

民後見推進事業の取り組みを始めています。
高槻市からは、
オリエンテーションに７８名の参加がありました。
そのうち２２名が基礎講座を受講され、
さらに､その中から１１名の方が実習に進まれました。

市民後見人養成講座の反響や
受講された方の反応はいかがですか？

例えば、遺産相続など専門的な知識や対応が必要な場合は、
弁護士、司法書士、社会福祉士による｢専門相談｣を受けて
いただきます。
日常的な相談は、市の窓口で対応することになります。

市民後見人の受任は
どのように調整するのですか？
国広

国広

市民後見人には、市長申立てのケースを受任していただく

オリエンテーションに７８人の参加があったことは、

予定です。

それなりに反響があったのではないかと思います。

他のケースでは、ご本人のことがよく分からないためです。

退職された方や社会に何らかの貢献したいと考えておられ

被後見人とのマッチングは非常に重要ですので、

る方が多いですね。

受任調整会議で専門家も交えて検討し、

原

受任者を決定していくことになります。

モチベーションはとても高く、これだけのカリキュラムを
受講しようという気概はすごいと思います。

貴重なお話をありがとうございました。

後見報酬がないにも関わらず
「やろう！」という気持ちが強いことには感服しました。
知的障害者の施設に実習に赴き、意思表示ができない方の
意思をどのように汲み取っていけば良いのかと
悩んでおられる方もいました。
それだけ真剣に取り組まれていることだと思います。

後見人養成講座は今後も継続されるのですか？
国広
来年度までは後見人養成講座に対する国の補助金もありま
すので、少なくとも来年度については養成講座を開催する

高槻市役所

長寿生きがい課

国広さん（左）と原さん
聞き手 : 権利擁護たかつき 事務局主任

予定です。

増田和宏

ただ、登録者ばかりが増えて受任がないという事態も有り
得ますので、来年度以降については、需要と登録者の人数
のバランスを見ながらということになります。

取材を通して感じたこと

増田和宏

下の表の実績からも明らかなように、高槻市さんは市長申し立てをはじめ、成年後見制度の活用や権利擁護に非常に積極的
に取り組まれています。成年後見制度が普及するためには、受任者の不足という大きな課題を乗り越えていかねばなりません。
高槻市の市民後見の取り組みはまだ始まったばかりですが、弁護士や司法書士などの専門家とは異なった視点や対応など、地
域に密着した市民後見人ならではの支援活動が生まれるのではないかと思いました。今後の取り組みに大いに期待するととも
に、他の自治体へのモデルケースになればと期待しています。
私たち権利擁護たかつきも、
２３年度は高槻市から２件を受託しました。
ともに協力し合って、
成年後見制度の普及に取り組んでいきたいと思います。

高槻市成年後見制度市長申立件数
平成19 年度 平成 20 年度 平成 21年度 平成 22 年度 平成 23 年度

11

4

19

20

21

内２件が権利擁護たかつき受託
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委員会メンバーのご紹介
南

当法人の委員会メンバーは､現在７名。
福祉､医療､法律の現場で経験した様々な思いを胸に､現場の
立場から検討しています。定期的に委員会を開催し､専門領域
の垣根を越えて『協働』の作業を行なっているメンバーです。

浩行

社会福祉士

職業：箕面市社会福祉協議会

地域福祉課職員

学術博士 介護福祉士
社会福祉士 介護支援専門員等

職業：四天王寺大学

美朗

認定行動療法士 臨床心理士
学校心理士 特別支援教育士

《プロフィール》

社会的受容について考えていた頃に､本人の尊厳
や Q O Lを尊重した支援を目指す当法人の理念に
出会い､法人発足時から積極的に協力。

芳浦

教授

定明

介護福祉士

職業：児童発達支援に取り組む児童指導員

《プロフィール》

《プロフィール》

高齢者支援を中心とした制度論と実践を中心とし
た社会福祉専門職論が専門。｢シリーズ基礎からの
の社会福祉老人福祉論｣等､著書多数。

村井

精神障害を抱える方の地域生活支援を通じて、
権利擁護と権利侵害の紙一重を実感。当法人の
意義と責任の重さを強く認識するメンバー。

職業：関西福祉科学大学 健康福祉学部 健康科学科
特別支援教育専攻科 講師

社協としては珍しいケースワーク部門｢在宅ケア
センター｣所長を８年間経験。日常生活の支援を
大切にする当法人に期待し､発足時から参加。

幸子

《プロフィール》

加藤

介護支援専門員

《プロフィール》

笠原

精神保健福祉士

職業：医療法人小憩会ＡＣＴ- ひふみ ソーシャルワーカー

支援員と一緒にお一人お一人に望まれる支援や援助を専門的

髙田

さやか

大阪弁護士会高齢者障害者総合支援センター

潤 （ひまわり）運営委員､同会消費者保護委員会委員

職業：弁護士

障害者施設､職業訓練校､障害児童センターの勤
務経験から､共に悩み､考え､実践することの大切
さを実感。自らのキーワードは『パートナー』。

稲垣

亮祐

精神科医

精神保健指定医

職業：さわらび診療所医師

《プロフィール》

《プロフィール》

成年後見法制がなかった２０年前から立法に向け
ての研究等に取り組み､以来ライフワークの一つと
して､精力的に成年後見に取り組み続ける。

当法人発足当初から委員として参加。地域医療
に取り組みながら､社会と医療のあり方を自問し
成年後見制度の重要性に共感する精神科医。

事務所移転のお知らせ
西口

本年３月１日をもちまして JR 高槻駅前に事務所移
転致しました。高槻法律事務所内の本拠地でスター

大阪

バスターミナル

北口

ロータリー

トして､はや 5 年。立地と雰囲気の良さで沢山の方

京都

ＪＲ 高 槻 駅

にお越しいただき､多くの出会いと学びを経験させ

プ
ラ
ザ

松坂屋

ていただきました。スタッフや事務の量が増加し､

〒

新しい事務所に移転しましたが､雰囲気のよさはその
ままです。阪急からもアクセスでき､非常に便利です。

権利擁護
たかつき

お近くにお越しの際は､是非お立ち寄りください。
※事務所は３Ｆですが､エレベーターはございません。
事前にご連絡いただければ､対応致します。

桂ビル３Ｆ

駅周辺は一方通行が多い地域です。
車でお越しの際は事前にお問い合わせください。

阪急京都線
至R171

事務局から
スーパーマンには､なれないけれど−
市民の皆さまから「機関誌は？」とのお問い合わせをたくさんいただいておりま
したが、ようやく第一号をお届けできる運びとなりました。記念すべき初回は、法
人委員会のご紹介や私たちに身近な高槻市における成年後見制度への取り組みを中
心に編集を致しました。今後も少しずつ発行して参ります。どうかご支援の程、よ
ろしくお願い申し上げます。よろしければ今号のご感想もいただければ幸いです。
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