
Yo-GoYo-Go
第１２回総会を滞りなく！！････何とか⁉
　思いもよらない新年度の幕開けになりました。
今年は記念すべき“Olympic Year”だったはずなのに･･･。
まさか外出も面会もままならない､厳戒態勢になるなど予想だにしなかった幕開けではないでしょうか。
この機関誌をご覧の皆様も､それぞれのお立場で､大なり小なり影響を受けておられることと拝察致します。

　私ども後見人は､やはり利用者の発熱時の対応が困難を極めました。
利用者の皆さんの行き先を巡って、こんなに右往左往､冷や汗をかいたことはありませんでした。
とにかく「体温３７度以上」なるキーワードが宣告されると､たちまち苦難の幕開けです。
あらゆる病院､施設での利用に制限が掛かり､出向くことが出来ず､
まさに今日泊まる場所がないところまで追い詰められた利用者も･･･。
ここまで大変とは想像もしていませんでした。

　そんなこんなで､皆が未知のウィルスに立ち向かわなければならなかった３か月。
もちろん､今もその恐怖は続いていますが､「感染しない､させない」暮らしに少しずつ慣れながら､
私たち後見人も日々その対応を考えて活動しています。

　余談ですが､全く乗客のいないＪＲ環状線大阪駅のホームは､生まれて初めての体験でした。
何ともいえない雰囲気で､思わず写真に収めそうになりました。（収めてないんか !?）

　そんな中での私たちの活動の様子は､最終ページの「事務局よりみなさまへ」の項でご紹介するとして､
権利擁護たかつきは､引き続きその本分を全うすべく､新年度のスタートを切りました。

　今号では､権利擁護たかつき第１２回定時総会でご報告した､令和元年度の活動を改めてご紹介します。
令和元年度､権利擁護たかつきは､以下のテーマを掲げて法人運営を行いました。
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　このテーマは､利用者の最善の利益を追求するには､地域の皆さんとの協働が欠かせないこと、
そして後見人として地域の高齢者･障がい者の安全･安心を支える役割をしっかり認識した後見活動を継続する
ことを常に意識した事業運営を推進するために設定しています。
こうした視点の基､第１２回定時総会でお示しした後見活動実績を幾つかご紹介します。

《地域の後見ニーズと権利擁護たかつきの協働》
～地域のニーズとともに紡ぐ後見活動～
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　受任している利用者の皆さんの要因となった類型について､権利擁護たかつきは､以前から障がいのある方の後見受任が多い
のが特徴でしたが､その傾向が一層明らかになってきました。これまで３割以上を占めていた認知症高齢者の割合が減少し
8050 問題に見られる様に､障がいのある方の保護者の高齢化が進み､家族内支援が困難になったことが要因と考えられます。
障がいのあり方は､引きこもり､重度の知的障がい､長期の入院等､様々です。保護者の高齢化が進むほど問題は一層深刻と
なり､保護者の死去によって､初めて成年後見制度の利用を考える方も増えてきました。

　このようなニーズの全てにお応えすることはできませんが､専門職の
皆さんや新たに始動する法人後見事業所との情報交換･連携の幅を広げて
しっかりとした支援ができるよう努めて参ります。

【後見等開始の要因】

　私たち権利擁護たかつきは､
「利用者の意思決定｣を最優先に据えた援助に取り組んでおり､
弁護士をはじめ､様々な専門職の方々に助言をいただきながら､
日々､より良い支援への学びを続けています。
皆さまのご意見やご感想をお聞かせいただければありがたいです。

【地域別受任件数】

　北大阪地域に拠点を置く当法人ですが､様々な機関からのご要望に
お応えして大阪南部や他府県の後見支援等も受任させていただいてお
ります。「権利擁護たかつきに任せて良かった｣と感じていただけるよ
う､今後も地域を問わず､後見支援をお届けして参ります。
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　地域の声に出来る限りお応えする活動を心掛けたことで総受任件数は
非常に増加しています。医療機関､ケアマネージャー､地域包括支援セン
ター等の専門機関からのご要望がほぼ 100％となっており､皆さんから寄
せられる期待の高さを､日々緊張感をもって感じています。
　法人による受任に十分な後見支援体制が取れるよう､今後も活動を推
進し､同時に地域の支援機関･入所施設･病院などの関係諸機関､ご親族
の皆さんとの連携強化も図って参ります。
今後ともご協力をよろしくお願い致します。

受任件数比較（いずれも年度終了時点）

【2019年度の受任件数】
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退職して想うこと
　権利擁護たかつきのスタッフに加わって５年。短い期間でしたが､私は今年３月末で退職致しました。
そもそもは､権利擁護たかつきが支援をされていた利用者のケアマネージャーを勤めていたことが､法人の支援スタッフ
として働き始めるきっかけでした。
　いま振り返りますと､ケアマネージャーと後見人では､あまりにその役割が違い､たくさん戸惑う場面がありました。
同時にとても充実した日々も過ごさせていただきました。日常生活の中で､その人らしい､そして寄り添う支援とはどの
ようなものであろうか､そんな思いを膨らませながら日々､様々な利用者のもとを訪問した日々が懐かしく思い出されます。
実際の後見活動の現場では､判断に迷ったり困ってしまうことがよくありました。
　こうしたときは､社会資源の利用等､分からないことなどを必ず持ち帰り､事務所のスタッフに相談してまいりました。
そして､みんな一緒に考え､いろいろな方法を見出しながら､ご本人にとって｢最善｣と思われる対応を模索してきました。
また、法人に関わって下さっている方々､理事､委員の皆様の真摯で前向きな姿勢が印象に残っています。

　一つ一つの困難な事例に多くの時間を割きながら､真剣に向き合って下さる専門職の方､そして､スタッフの働きやす
い法人運営を常に意識し検討されている理事の皆さんなど､こうした方々の支えによって運営されているNPO法人という
形態は､利用者にとっても心強いものではないでしょうか。
　私は､介護保険制度におけるケアマネージャーを勤めてきた経歴から､法人後見の現場では､高齢者の担当を多く引き受
けてきました。こうしたことから､利用者の人生の最後に立ち会わせていただき､お見送りさせていただく機会にも恵まれ
ました。皆様､大切で愛おしい方々でした。
かけがえのない時間を過ごさせていただきました。
｢私でよかったのかな？｣と思い悩んだ頃もありましたが､
今は､関わって下さった皆様全てに感謝の気持ちでいっぱいです。
そして､
血の通った支援が出来る権利擁護たかつきを､
今後も見守っていただければ幸いです。

　「ネットワークえん」は､令和元年２月に発足した法人後見の事務所です。
代表の井口 和さんは､従来はケアマネージャーとして､また､社会福祉士のお立場で後見活動実践を積んでこられた方で
成年後見制度のみならず､社会福祉の制度全般に精通されている専門家です。
このため､
地域から「ぜひ成年後見人に」との要望も非常に多く､法人としてその受け皿を構築すべく立ち上げられました。
権利擁護たかつきとの縁も深く､井口氏は“おおさか後見ワークショップα”の常連でもあります。

すでに､法人としての後見受任も大阪､兵庫で認められており､
また充実した研修会も企画､開催されています。
ぜひ､覗いてみてください。

法人名：NPO 法人 ネットワーク えん
代表者：井口 和
事務所：大阪市淀川区西中島 6-2-3 チサン第７新大阪 920
連絡先：06-6195-7764
http://net-work-en@nifty.com

NPO法人 ネットワークえん

加藤あけみ

北大阪で新たに誕生した法人後見事業所のご紹介

大阪の新しい息吹　～新たに誕生した法人後見のご紹介～
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編集後記にかえて

　「光陰矢の如し｣｢歳月人を待たず｣｢烏兎怱怱」･･･どれも「時の流れが早いこと」を表す言葉ですが､
法人の設立から 11 年が経過し､私も権利擁護たかつきに勤務して 9 年が過ぎました。
成年後見に関する知識も経験もなく､家庭裁判所に行くと言われてガチガチに緊張していた当時が
懐かしく思い出されます。
皆様もご承知のとおり､昨年は元号が「令和」に変わった年でもありました。
街中に令和の文字が躍り､どこか新鮮な空気が感じられた令和元年でしたが､2 年目を迎え､まさかこんな厳しい出来事が
待っていようとは。新型コロナウイルスも然ることながら､先般の令和 2 年 7 月豪雨は九州や中部地方を中心に甚大な被
害をもたらしました。被害に遭われた皆様に心よりお見舞い､お悔やみ申し上げます。

　今年 3 月発行の機関誌第 7 号では「後見利用者支援基金」や「意思決定支援ツールの開発］といった法人の取組みに
ついて触れましたが､今号では事務局内の様子をご紹介しつつ､昨年度を振り返りたいと思います。
現在､権利擁護たかつきの事務局スタッフは総勢 5 名。日常的に利用者の皆さんの自宅や施設､病院､役所､金融機関等を
訪問することが多いので､各々が常に事務所を出入りしながら業務を行っています。
　事務所では､担当する利用者に関わる事務手続き､関係各所との連絡･調整､相談受付､ケース検討などを行っていますが
スタッフが一堂に会する機会が少ないことから､連絡を密に情報共有を図り､協力して取り組んでいます。
　昨年度は､既述の取組みや各種規程の見直し､法人内研修などにも着手し､多忙な日々ではあったものの､比較的じっく
りと法人内に目を向けることができた気がします。成年後見制度や申立て､後見人等の受任依頼のご相談も多く､概ね月
に 2 ～ 3 件､通年では 20 件を超える数になりました。9 月には事務局に新しい仲間を迎え事務局が一段と賑やかになり
ましたが､今号に手記を寄せてくださった加藤さんが年度末をもって退職されたため､現在は再び 5 名体制です。

　また､昨年度は 22 名の新規受任をさせていただいた一方で､13 名の利用者の方が亡くなられ「出会い」と「別れ」が
多い一年でもありました。月日の経つのは本当に早いものだ･･･しみじみと心の中で呟いたのもつかの間､令和 2 年度は
新型コロナウイルスの大きな不安を抱え､混乱の中でのスタートとなりました。緊急事態宣言が発令され､いつも賑やか
な地元高槻の商店街や駅前通りからも人影が消え､これまで経験したことない事態であることを物語っていました。

　私たちも利用者の皆さんにご了解をいただきながら､訪問や面談をできるだけ避けるとともに､現金での生活費の受け
渡しを最小限に留めました。いわゆる「3密」を避けるため､会議や研修を中止またはオンラインシステムで実施し､スタッ
フも在宅勤務や時差出勤､テレワークを取り入れるなどの対策を講じました。慣れない自粛生活と､何よりも利用者の皆
さんと会うことが叶わない中､たくさんの方からご協力､ご支援､励ましをいただき､この数か月を過ごして参りました。

　緊急事態宣言の解除を受け「ようやく元の生活に !?」と淡い期待がよぎりま
したが､最近になって再び感染者が増え続けています。「辛いことや嫌なこと､
怖いことは一刻も早く過ぎ去ってほしい」と強く願うところですが､そう簡単
にはいかないようです。第二波､第三波への備え､新しい生活様式や新しい仕事
スタイルの導入と実践､私たち一人ひとりの心構えも必要だと感じています。
これからまだまだ長期戦を覚悟しなければなりません。

どうか皆さん無事にこの大きな危機を乗り越えることができますように。
第 8 号 祈りを込めてお届け致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責 増田 和宏
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