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権利擁護たかつきワンストップサービス始動！
　権利擁護たかつきは､常に多くの人が出たり入ったり､相談に来られる方や利用者が日々お見えになる賑やかな

事務所です。法人の専門委員会や研修会も事務所内で行いますので､まさに情報ステーション。

さまざまな知識がここに集まってきます。

　日々の暮らしに困難を抱える方々の成年後見人を受任する法人として､その援助を行うとともに､常に新たな支

援策を模索する日々を送っているのですが､私達が抱える課題の一つに､成年後見申立代理や法的な手続きを外部

の専門家にお願いしている現状がありました。

　成年後見人の業務につきましては､研修会や現場での実践を通じて学びが得られるのですが､寄せられた相談に

ついては､弁護士や司法書士の専門職の方々に家庭裁判所への成年後見申立代理や法律に関わる手続きをお願い

しているため､権利擁護たかつきによる成年後見人の申し立てから後見支援に繋がるワンストップサービスには

至っておらず､この点で多くのご相談者にご不便をおかけしていました。

　が・が・が・しかし！！

この状況を改善すべく､このたび､当事務所に弁護士の仲間が加わることになりました！

常駐スタッフではないのですが､権利擁護たかつきに寄せられるご相談に応じるとともに､成年後見申立ての援助

法律に関わる手続きなど､専門家にしか出来ない業務もワンストップで行えるようになりました。

今までのご不便を解消し､成年後見制度にワンストップで向き合える新体制の権利擁護たかつきが始動しました！

是非･是非ご活用ください！
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「擁護」
私たちの想い
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NPO法人 権利擁護たかつき 機関誌

　はじめまして､弁護士の濱内庄永（はまうちしょうえ）と申します。

司法修習を終え､このたび､弁護士法人高槻法事務所に加わるとともに

権利擁護たかつきにおいても､成年後見申立ての事務手続きや法律に

関するご相談をお受けすることとなりました。

　これまで､法律や福祉とは関係のない仕事をしながら､司法書士試験や司法試験（予備試験）に挑んできましたが

今年､オールドルーキー！として弁護士デビューをすることとなりました。弁護士､後見業務､そして高槻という街

（私は福井県出身です）､いずれも初めて経験することばかりですが､緊張感と新鮮さにあふれる中で執務を始めて

いるところです。

　権利擁護たかつきでは､利用者のお顔をみて､声を聴き､その人に寄り添う支援を実践されています。こうした活動

を傍で拝見しながら､一般的な財産管理を中心とする後見業務だけでは､本人らしい生き方を追求するには限界が

あることが見えて参りました。

　私自身､まだまだ未熟ではありますが､利用者の人生を､その人らしく全うしていただける､そんなお手伝いがで

きればと考えております。皆様､どうかご指導の程､よろしくお願いします！
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　異動先は､奥さんのご実家（つまり郷里）、連れ去ったのは甥。

一体何のために？

甥は「後見人が就く前から､自分がこの夫婦の面倒を見てきた。

今こそ『実家へ行きたい』という夫婦の気持ちに応えるのが自分の務めだ」。

ホントかウソか･･･これらは最後まで一貫して主張していましたが､

実は､連れ去りから遡ること二か月前に､甥と後見人の間で､ある問題が生じていたのです･･･。

　地元で管理している神社に､夫婦の財産から200万円を寄付してほしい･･･

そんな要請が甥から提示されたのです。甥は、「夫婦は寄付を納得してくれた」と主張。

『??? いきなり何それ ?』私たちは､寄付自体は拒否しないものの､密室ではなく多くの人を交えた中での

意思確認が必要と判断し、ご本人夫婦と支援関係者､家庭裁判所と時間をかけて協議した結果､

１～２万円の寄付（ご本人がお示しされた金額）で話がまとまり､甥に伝達したのです。

しかし､その数日後に､甥はまさかの『連れ去り』という形で､この決定に反発の意思を示したのでした。

　この事態に困惑したのは権利擁護たかつきだけではありません。

いきなり二人の認知症の高齢者が居住を始め､

地域の住人から｢苦情｣を伝えられた街の市役所や支援関係者も同様でした。

でも､苦情？ なぜ？

　
　ここで､さらに不可解な事実が明らかになります。

ご夫婦が連れて来られた居宅には､すでに別の認知症高齢者が二人で生活されていたのです。

それも十分なケアを受けないまま･･･。地域の方々が心配して見守って下さっていたのです。

そんな中で新たに認知症のお二人が加わるとどうなるか､想像に難くないことでしょう。

実は､先に住まれていたお二人は奥さんの姉妹でした。

　以上が事件のあらましです。

耳を疑うような事案だと思いますが､皆さんならどう対処されるでしょうか。

　この事件は､事務所の専門委員会で何度も激論を交わし､家庭裁判所とも度重なる打ち合わせを行い､

そして何より､ご本人の意思確認を徹底して行いました。

議論は､ご本人の郷里であることをどうとらえるか、奥様個人として考えるのか､ご夫婦として考えるか

大阪への強制的な異動が望ましいか､それは後見人に可能なのか？等々､尽きることはありませんでした。
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まさかの連れ去り!?
～後見人のあなた､こんなとき､どうしますか ?
　昨年夏､事務所の全員が卒倒してしまう､そんな“事件 !?”に巻き込まれました。

2020年８月のある日､権利擁護たかつきが後見人を務める認知症のご夫婦が､何の前触れもなく

大阪の街から姿を消す･･･　そんな事態が勃発したのです。

ご夫婦の身柄だけではなく､家財道具の一切､そして住民票までもが異動させられていた･･･。

後見人としてさまざまな実践を積んできた権利擁護たかつきですが､

さすがにこの事態に、「まさか･･･そんな事って起こりえるん？」。

こんな事案に遭遇したら、
みなさんはどうされるでしょうか・・・。
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運び出された家財道具（徳島）
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　この間にも､寒い冬の朝､暖房の無い中で真っ裸の状態でデイケアの送迎担当者に発見されるなど､

ご夫婦が酷い環境に置かれていることが､地域の支援者から､日々後見人の元に届けられました。

奥様の郷里であったとしても､十分なケアを受けることが出来ず､何より大切な尊厳が護られていないことが､

支援機関の皆さんの証言で明らかにされていきました。

　２月末現在､ご夫婦は大阪の施設で二人仲良く､十分なケアを受けながら生活されています。

きっと安心されたのでしょう。スタッフにたくさんの笑顔を見せてくれているとの便りが届いています。

事態収拾までの半年間､後見人として私達は悩み苦しみました。

いきなり困難事例が飛び込んできた郷里の支援機関の皆さん､市役所の担当部署の方々も同じように悩み

闘って下さったと思います。徳島県阿南市の関係者の皆さん､この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
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　【市民との協働】をテーマに成年後見制度とともに歩む権利擁護たかつきは､

全国でも珍しい専門委員会による利用者の意思決定を

支える仕組みを取り入れた活動から始まりました。

今では､地域の成年後見人等と一緒に悩みを共有

する場として、《おおさか後見ワークショップα》

を設け､成年後見制度を現場から盛り上げる取り

組みや､この紙面で度々お伝えしています《後見

制度利用者支援基金》の創設など、ＮＰＯ法人な

らではのアプローチで活動を行ってきました。

　しかし､右のグラフのように全国レベルでは

必要な方への制度利用が行き届いていないので

はないかと感じています。

そこには､手続きの煩雑さ､制度の理解､なり手

の問題など､さまざまな要因が考えられます。

　これらの問題は簡単に解消できるものではありませんが､一つでも克服し､必要な方へ必要な支援を届けられたら･･･

そこで､権利擁護たかつきは新たなビジョンを描き始めました。

それは､おおさか後見ワークショップαと後見利用者支援基金の融合による成年後見人のバックアップ機関の創設です！

意思決定を支え､ともに悩み考える後見実践を支える場と後見報酬のサポートを一体化した仕組み。

そんな法人の立ち上げを準備しています。ここから成年後見制度の一層の充実と向上を目指していけたら･･･。

今は実現に向けて構想を練っている段階です。この紙面で随時､進捗をお伝えして参ります！

権利擁護たかつき､次なるチャレンジへ！
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　法人設立13年目が､とんでもない一年に･･･。

～憎き新型コロナウィルス！～と､つぶやいてみても､利用者の皆さんの暮らしに切れ目はありません。

この一年は､むしろ利用者の皆さんに､外出ができない､面談ができない､誰にも会えない､といった多くのストレスが

のしかかり､私たち以上に大変な思いをされていたことを､限られた面談や施設からのご報告を通じて私たちに知ら

されておりました。

　そんな環境であるがゆえに､この一年は出来る限りいつもと変わらない後見人であるよう努めることを目標に、

皆さんの生活の見守り､生活費のお届け､各種手続き等の代行を行って参りました。

コロナ禍の状況下でも､権利擁護たかつきには､例年に勝るとも劣らないほど､たくさんの相談が寄せられ､検討の末

令和 2 年度においては､新たに 13 件の後見等を受任致しました。

一方で 12 件の後見事案が終了を迎え､お見送りをさせていただきました。

令和 3 年 2 月 16 日現在の受任件数は 144 件に上ります。

障がい別､類型別の内訳は右の表をご覧ください。

新型コロナウィスルへの対応を通して、
如何なる困難が生じても､
その人らしく暮らせる形を求め続ける
そんな決意を胸に､少しずつでも歩みを止めることなく前に進んでいきたいと思っています。
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大変な一年･･･
でも､権利擁護たかつきは活動してきました！
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編集後記
　すこし戸惑いもある中、ようやく新たな年度が始まりました。

みなさんもご記憶のとおり､昨年の今頃、新たな黒船とも言える｢新型コロナ

ウィルス感染症｣が､私たちの暮らしに襲いかかりました。内外を問わず､たく

さんのイベントやスポーツの国際大会などが中止に追い込まれ､私たちの暮

らしが一変しました。権利擁護たかつきも､ほとんどのご講演が中止となり､

「おおさか後見ワークショップα｣や｢専門委員会｣など、知識を生み出す機会

すらも中止や延期を余儀なくされました。そんな日々の光景に、時が止まっ

たかのような印象すら受けました。

　新年度を迎えても急に元の暮らしに戻るとは到底思えませんが、年度が変

わり､新たなスタートと考えますと､少し気持ちも晴れる気がします。

今年は明るく元気な世の中になりますように、

消化不良の一年を取り戻す勢いで､皆さんと共に頑張って参ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責 増田 和宏　
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