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　街はクリスマスに包まれています。寒さの中にも､“暖かさ”を感じる毎日でありたいなと思う今日この頃。
当法人の後見活動を通じて､ご高齢の方や障がいのある方にも同じような暖かさを感じていただけているだろうか･･･。
そう考えてしまう毎日です。
さて､本誌もようやく第 3 号をお届けできる運びになりました。発行の度に､権利擁護たかつきがそれに見合う成長を
遂げているか？？これもまた､毎日のように考えているところです。

　そうした中で､改めて当法人の活動目的や､意思､決意を明らかにしておかなければならないと思うに至りました。
虐待を受けている知的障がい者､認知症があるが故に街の中で混乱にさらされる高齢者､入院を余儀なくされている精
神障がい者､生活の中で様々な困難に直面している方々の後見人として､その勤めを果たし､その人らしい暮らしを日々
追求出来ているだろうか？このような悩みは､後見人を続けている以上は尽きることがなく､その方が社会の中で暮ら
している限り続いていきます。

　多くの方の後見人をお引き受けしている以上､
その責任と自覚が権利擁護たかつきのスタッフ各人に求められるはずです。
さらには､法人であるが故に､その想いを皆で共有する必要があります。
こうした強い想いから､遅ればせながら巻頭に掲載した法人「理念」を作る
に至りました。

　日頃､みなさんが私たちの活動に関わっていただく中で、
権利擁護たかつきの『理念』と異なるような後見活動を目にされましたら、
何卒ご指導ください。法人を挙げて是正に努めて参ります。

　権利擁護たかつきは､幸いにも多くの方にご賛同いただき、法人後見として後見人を受任させていただいております
が､同時に多くのご相談もお聞きしております。そんな中で､今まさに後見人を引き受け､活動されている方々のご相談
をお聞きする機会もあります。

　後見人として､利用者への対応に苦慮されている方､障がいの内容がよく分からない故にコミュニケーションに困難が
生じている方､ご本人の虐待への対応で苦慮されている方など。特に難しい事例をお引き受けされている方にとっては､
様々な悩みを抱えながら後見活動を行っておられることと存じます。

【予告！ 権利擁護たかつきの新たな取組み】

権利擁護たかつき
理 事   高岡克行
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OUR STYLE

「擁護」
私たちの想い

権利擁護たかつきは、

チーム力と多様性をもって､成年後見制度利用者の最善の利益を追求し、

細やかな援助と支援を通じて､その人らしく暮らせるかたち（スタイル）を求め続けます。

【さらなる後見活動の充実を目指して】
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【 法人後見における権利擁護たかつき委員会の可能性 】

四天王寺大学キャリアセンター
副センター長

教 授   笠原幸子

　法人後見における権利擁護たかつき委員会が創設されて７年になります。
私は､医療･法曹･福祉等の専門職によって構成される委員会のメンバーとして､法人受任利
用者の自己決定を支援するため､支援方針に対する根拠を保障しながら､支援ストーリーを
共に作り出すことに関わってきました。

　委員会では、｢利用者･周囲を困窮させる複雑に絡まり合った困りごと｣、｢経済的な事情
で、家族の世間体により､周囲の理解不足から､あっと驚く困りごと｣等､多くの事例に出会
いました。このような委員会活動の中で大切にしていることは、｢法人受任利用者のストレ
ングスを理解し､エンパワメントにつなげること｣、｢権利擁護たかつき単独での援助にこだ
わらないこと｣です。

　今後､権利擁護たかつき委員会は､自己決定支援機関としての役割を強固なものにするた
め、｢専門委員会｣と｢委員会｣の二層組織に再編されます（【予告！】をご残照ください）。
これまで以上に､法人受任利用者に寄り添って支援されている支援員の方たちともに､人としての権利を護り､見守ってい
く活動を続けていきたく考えております。

　実は､それは､私たち自身のエンパワメントにもつながっていくことではないでしょうか。私自身､委員会を通じて権利
擁護たかつきに関わる人たちからケアされているという実感を強く感じながら活動を続けているのが実際のところです。
以上のように､権利擁護たかつき委員会は法人後見ならではの活動ですが､次年度から始まる専門委員会活動が､今までに
ない新たな権利擁護の仕組みの提案に繋がれば､と考えています。

　こうした声にお応えするべく､私ども権利擁護たかつきでは､平成２７年度をメドに専門職後見人の方々や､親族で後見
人をお引き受けされている方々を対象に､権利擁護たかつき専門委員会のメンバーと共に協議し､一緒に考えることが出
来る新たな『場』を構築するプロジェクトを進めています。

同じ後見人として私どもの委員会に参加いただき､一緒に協議し､議論して､新たな発見と思いがけない視点を見出す『場』
を設けることができれば､そしてその思いを共有できたら､新たな後見活動の扉を開くような活動になるかもしれません。
そして､後見人を取り巻く環境の更なる向上に繋がる可能性も生まれてくるかもしれません。
現在､そんな想いで､プロジェクトの準備を進めています。詳しくは次号にて発表させていただききます。
ご意見等がございましたらぜひお寄せください。プロジェクトに反映させて参ります。
皆さん､お楽しみに！
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箕面市の成年後見制度への取り組み
インタビュー

　市町村インタビュー第三回は箕面市にお話を伺いました。
同市には､権利擁護たかつきで後見人をお引き受けしている方が多くお住ま
いで､関係機関との連絡や相談等を通じて日々交流のある自治体です。
今回は､高齢福祉課の浅野美子さん､釋幸代さん､障害福祉課の山田睦美さん､
西川直美さんに､同市の成年後見制度への取り組みについてお聞きしました。

●箕面市の取り組みについて教えてください。

西川
制度の啓発のほか､申立人のいないケースについて市長申立
てを実施しています。また､生活保護受給者やそれに準ずる
世帯に対し､申立て及び後見人の報酬に係る費用助成をして
います。

浅野
高齢福祉の分野では､地域包括支援センターが窓口となって
権利擁護を推進しています。高齢者や高齢者を支援する人に
制度への理解を深めていただくため､センターのスタッフが
地域に出張し｢出前講座｣を開催しています。講座には､高齢
の方向けにクイズ等で楽しく学ぶサロン形式のものと､司法
書士を招き､民生委員や地域福祉会の会員などを対象に専門
的な話をしていただく形式の２パターンがあります。
平成26年度は､落語家と弁護士を招いた市民啓発講座を開催
したところ非常に好評でした。参加理由として｢自分の将来
について考える機会にしたい｣ ｢テーマそのものに興味が
あった｣という声もあり､延べ 186 人の参加がありました。

●後見人の報酬に係る費用助成は､
市長申立てのケースのみが対象となるのでしょうか？

西川
いいえ､生活保護受給者やそれに準ずる世帯が対象で､市長
申立てのケースに限らず必要に応じて費用助成を実施して
います。

●市民からは､
どのような相談が寄せられるのでしょうか？

西川
直接､市の窓口への相談は少なく､相談支援事業所をはじめ、
サービス事業所等への相談が多いです。市の窓口には｢申立を
するにはどうすれば良いか？｣という相談が年に２件ほどあ
ります。

釋
地域包括支援センターが窓口になることが多いのですが､
市の窓口での相談も時々あり､成年後見制度について説明し､

聞き手 : 権利擁護たかつき 事務局長　増田和宏

リーフレットや必要であれば家庭裁判所作成の「成年後見
申立セット」も渡しています。市長申立てが考えられるケー
スについては､関係機関から相談があります。

●昨年７月に箕面市で「成年後見関係者情報交換会」
（市の担当課及び市内の福祉･介護関係事業者が参加。権利擁護たかつきも
意見交換会に参加）が開催されました。
その後の反響や動きなどがあれば教えてください。

浅野
箕面市は各関係機関の連携や協力体制がもともと強い地域
です。高齢福祉の分野においては特に新しい動きはありま
せんが､関係者が一堂に会する機会を設けたことで､さらに
繋がりが強くなったと思います。

西川
障害福祉においては､平成 25 年度から､箕面市自立支援協議
会に｢権利擁護部会｣を新たに設置しました。弁護士等を招い
て研修や勉強会を実施し､さらなるスキルアップを目指して
います。

●今後の課題や展望などについて教えてください。

山田
制度の利用には費用がかかることが難点になり､申立てに至
らないケースも多いと感じます。申立て費用や後見人の報酬
のしくみについて､正しく理解されていない場合もあります
ので､さらなる啓発や理解促進の取組みは必要であると考え
ています。

浅野
箕面市は､まだ法人後見や市民後見人の育成や活用には取り
組んでいません。財産管理等の責任が重い仕事をどこまで
担っていただくのか等､慎重に検討や議論を進めていくこと
が必要であると考えています。

　　　　　　　　貴重なお話をありがとうございました。

障害福祉課 山田さん､西川さん､高齢福祉課 釋さん､浅野さん
（写真左から）

平成2３年度　平成2４年度　平成2５年度　平成2６年度（予定）

0 2 1 1

箕面市成年後見制度市長申立件数

障害福祉課

高齢福祉課 5 1 3 7



NPO法人 権利擁護たかつき
　　　　　　　　編集責任者 : 事務局長/社会福祉士　増 田 和 宏

Human
Rights
Protection TEL:072-686-3400  FAX:072-686-4100

Email   tktk-npo@rainbow.plala.or.jp       http://tktk-npo.or.jp/

〒569-0803 大阪府高槻市高槻町12番26号桂ビル３F編集･発行人

編集後記
　今年 6月と 7 月に､権利擁護たかつきと同様の法人後見活動を行う関西のＮＰＯ法人をはじめ､東京の区社会福祉協議会をお
訪ねし､情報交換を致しました。事業を運営する中で､財政的な問題､利用者援助の難しさ､そして家庭裁判所との関係構築の難
しさなど､様々な悩みを共有させて頂く貴重な機会となりました。同じ後見人として､いい援助が出来るよう日々努力されてい
る様子をお聞きし、大きな励みとなったことも事実です。

　権利擁護たかつきも負けてはおられません。お訪ねした法人に負けないような
新たな取り組みも取り入れながら､利用者のよりよい生活､権利擁護を追求し続け
ていきたいと思います。急な訪問にも関わらず､面談をお受け下さいましたＮＰＯ
法人並びに社会福祉法人の皆様に､紙面をお借りして御礼申し上げます。

　　訪問させてただいた法人　　ＮＰＯ法人あさがお（大津市）
　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人神戸心の相談センター（神戸市）　
　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人宝塚成年後見センター（宝塚市） 
　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人かんなびの丘（堺市）
　　　　　　　　　　　　　　　品川区社会福祉協議会

新職員のご紹介

加藤あけみ
これまで､高齢者の支援を中心にケアマネージャーとして長く活動を行ってきました。
また､法人設立当初から権利擁護たかつきの支援員という裏の顔もあり、
何名かの担当を持ちながら法人後見活動をサポートしてきましたので､事務所ではすでにお馴染みです。
11 月から権利擁護たかつきの職員として､心機一転高齢者の担当をメインに頑張って参ります。
どうぞ宜しくお願いします。

下山  大輔
活動の中心は精神障がい者の退院促進です。これはライフワークとして現在も続けていますので、
これからの支援のメインは障がい者になろうかと思います。今まで､利用者とのコミュニケーション、
寄り添い支援を何よりも大切と考えて援助を行ってきました。11 月から権利擁護たかつきの職員として
活動しておりますが､この視点は職員となっても引き続き生かしていきたいと考えています。
権利擁護たかつきの支援員としての活動は 4年になります。どうぞよろしくお願いします。

Human Rights Protection Takatsuki

　本年 11 月より､権利擁護たかつきに 2名のスタッフが加わりました。
少しずつ事務所が賑やかになり､“チームたかつき”としての活動に､より一層力強く取り組んでいきたいと思っています。
二人は権利擁護たかつきの職員として後見活動を行って参ります。皆さんの施設、支援機関をお訪ねすることも出て参ります。
その節は､どうかよろしくお願い申し上げます。

箕面市の取材を通して感じたこと   増田和宏

　箕面市は市の窓口への相談がそれほど多くないとのことでしたが､それだけ各関係機関が普段から連携して市民のニーズや
相談に対応しておられる証拠だと感じました。成年後見制度の啓発活動にも非常に力を注いでおられ､11 月 16 日に開催され
た市民啓発講座では、地域包括支援センターのスタッフが半年以上も準備と練習を積み重ねてこられた寸劇も披露されたとの
こと。その熱意は､きっと参加された皆様に届いたことでしょう。
　一方で､市民後見人の育成には着手できておらず､後見人の育成や被後見人とのマッチング、市民後見人のバックアップ体制
など､検討すべき課題はたくさんあるとのことでした。今後の箕面市の取り組みに注目していきたいと思います。
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