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「おおさか後見ワークショップα」始まる!

権利擁護たかつきは､
法人による後見人活動を事業の中心として､成年後見制度に関わるご相談､研修への講師派遣など､さまざまなニーズに
対して､広く大阪府下全域を対象にお応えしてまいりました。
一方､後見活動を行っていく中で､専門職後見人からの後見活動に関する悩みや､障がい者施設等からの後見人による活
動への疑問等を耳にする機会が､最近特に増えてきました。こうした悩みに「後見活動の豊富な実績を持つ権利擁護たか
つきが､何かできることはないだろうか」という議論が法人内で自然発生的に生まれました。
それから半年､多くの専門家との意見交換をはじめ､実施の意義､目的､スタイルに至る要素を､法人内で時間をかけて検討

し､誕生したのが「おおさか後見ワークショップα（アルファ）」です。
このワークショップの大きな目的は､コアとなるメンバーが定期的に集まり､専門職後見人やご親族からご提示いただい
た悩み事についてディスカッションし､新たな道筋を探ること。また､医療機関､福祉機関にもご参加いただき､後見人に
まつわる悩みや困り事についても､さまざまな視点から新たな発想を探求することを目指しています。

　　　　　　　　　　　　　　おおさか後見ワークショップα（アルファ）の特徴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●相談された問題の解決ではなく､気づきや学びを深める「場」であること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●さまざまな専門職が､それぞれの領域を超えてディスカッションを進めること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●悩みを抱える参加者もディスカッションに加われること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●事例はフィクションとして形を変えることで､個人情報に配慮すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●コアメンバーは権利擁護たかつきの後見活動を支えてきた専門委員が務めること

α（アルファ）では､初年度の平成２７年に３回のワークショップを開催しました。
初めてのことで､コアメンバーだけでなく事務局も不慣れなために､参加された方､
事案を挙げていただいた方々にご迷惑をおかけしたこともありましたが､徐々に
活動のスタイルが形成されつつあります。

平成２７年の主なディスカッションテーマは下記のとおりです。

　　　●７月29 日開催
　　　　　①後見人（弁護士）　 提案　【福祉サービスに繋がりにくい障がい者への援助方法と関係作り】
　　　●９月16 日開催
　　　　　②後見人（弁護士）　 提案　【浪費傾向のある障がい者が突然得た多額の保険受領時の適切な対応】
　　　　　③支援者（相談支援）提案　【虐待加害者（親族）による被害者の後見申立について】
　　　●11月18 日開催
　　　　　④権利擁護たかつき 提案　【明らかに身体的､経済的虐待だと考えられる事例について､虐待を認めてもらう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　アプローチの方法】
　　　　　⑤支援者（病院） 　　　提案　【カンファレンス不要､支援方針は本人の意思ではなく後見人が判断する､と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宣言されている専門職後見人への対応】

【平成２７年  αの活動内容】
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【実践で培った経験を学びに生かす場として】
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知られざる｢権利擁護たかつき｣の活動! ?
｢権利擁護たかつきは、現在どのような活動をしているのか？｣というお問い合わせをたくさん頂戴します。
そこで今回は､権利擁護たかつきの法人後見活動の一端をご紹介します。
平成 20 年の設立から 8 年､少しずつですが､後見活動を積み上げてきた結果､本当に多くの方々と出会い､関係を育んでき
ました。今回は､権利擁護たかつきの多様性をお示しするデータとして､法定後見受任件数と後見申立のきっかけとなっ
た疾患､障がいの割合を図表にしてみました。
右のグラフのように､知的害がい者の方が圧倒的に多い状況です。
権利擁護たかつきでは､受任に限らず､相談においても知的障が
い者や精神障がい者の支援機関､保護者会からのお問い合わせが
非常に多くなっています。そこにはさまざまな要因がありますが､
主な要因には、

　①知的､精神障がい者の後見活動はご本人との関係作りが非常に重要
　②長期にわたる後見活動が予想される
　③障がいによっては､多くの専門家の協力や知識が必要
　④障がい者を抱える保護者の高齢化が進行している
　⑤引きこもりなどの新たなニーズが生まれている

以上の５つが挙げられます。

権利擁護たかつき設立以来､初めてのことですが、α（アルファ）のワークショップを毎回取材に訪れる記者の方がおられ
ます。 α（アルファ）で行われているディスカッションの熱気や内容の深さに高い興味と関心を抱き､長期の取材を重ねてい
ただいた内容が､平成2 7年10月に全国の新聞社に配信され､北は北海道新聞から南は琉球新報､関西では京都新聞､神戸
新聞､大阪日日新聞など､全国 15 社以上の報道機関が､権利擁護たかつきの取り組みとして取り上げていただきました。
その結果､全国各地から事例の相談や激励等のたくさんのご連絡を頂戴しました。

このような反応は､私たちにとっても本当に励みになりますし､活動を続けていく責任の重さも痛感させられているとこ
ろです。これからも多くの参加者とともに､より質の高いディスカッションができるよう､コアメンバー､事務局ともども､
より一層の研鑽を積んでいきたいと考えております。
この稿をお借りして､取材者の一般社団法人共同通信社大阪支社編集局社会部､真下周氏に心から御礼申し上げます。

おおさか後見ワークショップα（アルファ）についてのお問い合わせは､ホームページとお電話でお受けしております。
後見活動で課題を抱えておられる方は､是非お問い合わせください。
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【  αの活動が新聞で紹介されました】アルファアルファ
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　4.1%
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認知症
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被後見人等の障がい割合



Human Rights Protection Takatsuki

副委員長 近藤吉徳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本哲志
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Teamたかつきに新たに加わった委員メンバーをご紹介!

委員長　阪本勝昭
大阪府箕面市を拠点に､主にこころの病のある精神障がい者の地域生活支援に取り組む社会
福祉法人息吹で働いています。就労継続支援Ｂ型事業所｢あっとほーむ｣や地域活動支援セン
ター｢パオみのお｣で､就労支援･生活相談などを担当しています。

委員会に参加する意気込みと意義
権利擁護たかつきの活動には､設立当初から先進的な活動に敬意を抱き､微弱ながら勝手に
応援してきました。このたび委員会に参加する機会を得て､光栄に感じています。医師､弁
護士､大学など専門的知見のある委員の皆様と誠心誠意議論を尽くして､要援護者の方の尊
厳ある生活を守りつつ､少しでも成長できたらと期待しています。
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【権利擁護たかつきで後見活動を行う方々を､新チームでサポートします。】

太田幸司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大山七重

委 員

人数　　　　 割合

63
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5

122

知的障がい

認知症

精神障がい

身体障がい

合計

51.6

29.5

14.8

4.1

100%

①～③は､権利擁護たかつきという法人後見のメリットが反映されているとみることができます。
また､④⑤については､避けられない社会的な要請とみることができ､
今後ますます後見人のニーズが高まっていくことが予想されます。

昨年､権利擁護たかつきは､おおさか後見ワークショップα（アルファ）
の活動を始めましたが､このような社会の要請に対し､今後法人として
どのような取り組みを進めていくべきか､新たな事業も含めて､スタッ
フ全員が懸命に模索しているところです。

大阪人間科学大学人間科学部社会福祉学科 教授

知的障がいや認知症などによって自己
決定に課題があり､家族や職場などの本
人を取り巻く社会から権利侵害を受け
たり不利益を被っている利用者の方に
「生きやすさ」が提案できるように関わ
らせていただきたいと考えています。

茨木市児童発達支援事業所 ばら親子教室 所長

就学前の親子が色々な遊びや活動をし
ながら､親子関係を築けるよう支援して
います。Teamたかつきでは､どのよう
に支援することが当事者の思い引き出
すことができるのか､当事者の代弁者と
して共に考え､活動したいと思います。

千里中央法律事務所 弁護士

微力ですがお役に立てれば嬉しいです。
委員会でのやりとりは､とても勉強に
なりますし､新しく視野が広がる感じ
がします。

おおたクリニック院長 医師

精神科医師として､街の開業医の立場
から､利用者の方々の意思決定につい
て､委員の皆さんと一緒に考えていき
たいと思います。
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編集後記
あけましておめでとうございます。
随分と時間が経ちましたが､ようやく機関誌第 4号をお届けできる運びとなりました。

昨年は､｢権利擁護たかつき｣にとって大きな変化を迎えた一年でした。新たな取り組
みである｢おおさか後見ワークショップα（アルファ）｣が始まり､後見人を受任されて
いる方々をはじめ､後見制度に関わる多くの人が悩みを共有する場ができました。
これに併せて､従来から法人後見の柱となってきた委員会メンバーも一新され､「権利
擁護たかつき」に新たな風が吹き込んでいます。現状に馴れることなく､常に様々な
人が出入りできる風通しの良い法人でありたいな･･･と思う今日この頃です。

昨年11月､滋賀県大津市にある｢NPO法人あさがお」の
設立10 周年記念大会に出席させていただきました。
10年間､絶え間なく地域の成年後見ニーズに応え続
けてこられた実績が､記念大会での大変な盛り上が
りに象徴されていて､権利擁護たかつきも大いに意
欲を高めさせていただきました。　“継続は力なり”
これからも背中を追い続け､私どもも10周年を目指
して頑張っていきたいと思っています。   　　　　

　　　　　　　　　　　  　　事務局長 増田和宏

新たに加わった役員･スタッフのご紹介

事務局員　水本 祐里
昨年 4 月から権利擁護たかつきの事務全般を担当しています。後見現場の事務は､今までの市役所の福祉事務とは大きく
違い､驚きの連続です。利用者や地域の方と触れ合う機会はありませんが､皆さんが安心できる暮らしを支えられたら･･･。

Human Rights Protection Takatsuki

今年度も権利擁護たかつきに新たな仲間が加わりました。それぞれの得意分野を結集して後見活動を行うのが､
権利擁護たかつきのいいところです。これからも宜しくお願いします。
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堺市第２地域包括支援センター長 
精神保健福祉士

地域包括支援センターで成年後見に携
わる仕事をしています。この経験を生か
し､少しでも多くの方が幸せに生活でき
るお手伝いができればと思っています。

社会福祉法人優喜会特別養護老人ホームフローラル
副理事兼総合施設長 保護司

高齢者の安全と安心を守る立場から､
ご本人にとって有意義な成年後見制度
の在り方を模索していければと考えて
います。また保護司としての経験を生
かせればと思います。

表の顔は某製薬会社に勤務する薬剤師ですが､5 年前に自治会の班長を担当したことをきっかけに
地域活動の重要性に気づき､コミュニティーボランティアについて NHK 学園で学びを深めて､
NHK学園認定資格であるボランティア士を取得するに至りました。カリキュラムの中で地域に
密着しながら､行政では手の届かない福祉活動を行うNPO法人のマネジメントについても学び､そ
れが縁となって､権利擁護たかつきとの関係が生まれましたので､出会いとは不思議なものだと
感じています。私の権利擁護たかつきでの活動は､まだ始まったばかりです。学園での学びを権
利擁護たかつきの運営に反映して参りますので､よろしくお願いします。ちなみに社会福祉士の
資格も密かに狙っております。いいアドバイスをお持ちでしたら､ぜひお教えください！


