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権利擁護たかつきは「現場主義」。

　この夏、財団法人後見あしすと - アルファを創出した権利擁護たかつき。

そんな今だからこそ、これまでの活動を見直し、

改めて、「後見活動の現場こそ、私たちのフィールドだ！」との想いを再確認しました。

暮らしに困難を抱えるおひとりおひとりの伴走者として、

これからも、ひたすら真っすぐに、地域に根差す後見人の役割を果たして参ります。

　このたび理事を拝命いたしました。
大役に少なからず恐縮しているところでございますが、微力ながら法人の発展に尽力してまいる所存です。

　さて､権利擁護たかつきは､日頃よりご指導ご支援をいただいている皆さまのおかげをもちまして15年目を迎えました。
平成20年に法人が誕生してから延べ 248人の後見活動に携わり､本年4月1日現在も152人の支援を実施しております。

　当法人は多くの精神障害や知的障害のある方々の後見活動に携わっていることも大きな特徴です。
私は、知的障害者の支援に携わる前職を経て現職に至りますが、コロナウィルス感染症対策を例に挙げてみましても、
多くの方が「ワクチン接種の申込み方法が分からない」「一人でワクチン接種会場に行けない」
「ガイドヘルパーとの外出が減ったのはなぜ？」といった不安を抱えておられました。
そばに家族や支援者がいる方はサポートを受けられますが、
一人暮らしをしている方も多くお手伝いをさせていただきました。

　日々、たくさんの利用者の皆さまと関わる中で強く感じるのは、現在進行形の「一人ひとりの生きざま」 
何を大事にし、逆に何が苦手で、どのような暮らしを望まれるのか、そこに後見人等としてどう関わるのか。
利用者の皆さまが抱える暮らしにくさや生きにくさを軽減できれば･･･。
そんなことを考えながら活動を続けてまいりました。
今年度は､ワークショップアルファや他法人のサポート、意思決定に関する研究
といった役割･機能を一般財団法人という船に乗せて送り出したところです。

　権利擁護たかつきは、
改めて成年後見人を受任する法人として、その理念に掲げていますように
「その人らしく暮らせるかたち」を求め続けることを念頭に
２０年､３０年と活動を続けていけるよう、より一層精進してまいります。
皆さまにおかれましては､今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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OUR STYLE

「擁護」
私たちの想い
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第１４回定時総会
新型コロナウイルス感染症の猛威に見舞われる中で･･･
　５月２８日（土）第１４回定時総会を無事､開催することができました。
新型コロナウィルス感染症が暮らしの中に入り込んで既に３年、今回の定時総会もオンラインを活用した実施となりました。
未だ、人ごみに入ることを躊躇する昨今、こうした開催は致し方ないと言えますが、やはり、皆さんとお顔を合わせること
が出来ない寂しさはついて回ります。来年こそは･･･そんな想いを抱きつつ､簡単ではありますが、法人の後見支援の状況に
ついてご報告致します（財団法人設立に向けた議題は割愛します）。
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①後見等受任件数推移表

　令和 3年度は､前年から続くコロナ禍の中､残念ながら受任件数が大幅に減少しました。
法人スタッフも感染症の影響を免れず、支援に入れない場面、面談を躊躇する事案が日々発生し、これらの事情も受任件数に
大きく影響したものと判断しております。
　一方で､相談件数は従来と同程度のご相談をお受けしましたので､法人後見制度のニーズ自体は減少していないと確信してお
り､今後も続くと思われるコロナ禍の下で､これらのニーズにどうお応えするか､どう向き合うか､私たちの体制強化が求められ
ていると受け止めております。

成年後見人等受任件数の推移
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②後見活動実績

　現在の後見活動は 152 名となり､前年度の 148 名から５名増加しました。
お一人お一人の生活に寄り添うためには､厚い（熱い）後見支援をお届けできる体制が必要であり､今回の定期総会の場でも受任
件数に見合うスタッフの充実等に一層注力することが提議されました。本年度はこの課題に取り組みます。
なお､前項①の９名の受任件数との差異は､４名の方が亡くなられたものです。

後見受任件数（2022年4月1日現在）

後見支援の種類　　　　　　　　　 人 数

業務支援受託

共同後見支援（板垣弁護士／事務局 高岡）

法人後見支援

任意後見支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

終了事案（死亡69名､辞任９名､取消１名、
　　　　　契約終了11名､類型変更６名）

総数　 ３名

総数　 ３名

総数 144名

総数　 ２名

　　 152名

総数  96 名

総　計　 　　248名

参考: 2020年度データ 後見受任件数（2021年4月1日現在）

後見支援の種類　　　　　　　　　 人 数

業務支援受託

共同後見支援（板垣弁護士／事務局 高岡）

法人後見支援

任意後見支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

終了事案（死亡65名､辞任９名､取消１名、
　　　　　契約終了11名､類型変更５名）

総数　 ３名

総数　 ４名

総数139名

総数　 ２名

　　 148名

総数  91 名

総　計　 　　239名

件
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財団法人後見あしすとアルファへのご参加を!
　いよいよ『後見あしすとアルファ』が船出しました。
大阪の成年後見制度の現場を盛り上げる、新たな取り組みが始まります。
従来から実施してきました「おおさか後見ワークショップα（アルファ）」の再始動を中心に、
さまざまな視点からアクティブな活動を提案して参ります。

これらは､後見活動の拡充を進める中で､必ずと言っていいほど直面する悩みであり､課題となるものです。
後見あしすとアルファは､課題を共有し､支援する財団です。是非､お尋ねください !

■現在､法人による後見活動を始めようと検討している

■既に法人として後見活動を行っている中で､悩みや課題が見えてきた

■（法人･専門職を問わず）後見人として悩みや困難に直面している

■成年後見制度の現状や課題について考えたい

■意思決定支援について､後見支援の現場を通して考えていきたい

③四天王寺大学との共同研究

　権利擁護たかつきは､現在､四天王寺大学がけん引する≪主体性を支える支援ツールの開発研究≫に全面協力しています。
成年後見人等を受任する専門職の皆さんは､障がいや認知症など､さまざまな要因から“生きづらさ”を感じながら暮らして
おられる方々への後見活動を行っています。こうした中で､専門職の皆さんが「自分は適切な後見活動が行えているだろ
うか」「ご本人の意思を尊重した援助となっているだろうか」という悩みや､利用者の意思に反する援助を行わざるを得
ないなど、さまざまな苦しみを抱えながら活動されています。このような声は､権利擁護たかつきが開催してきました
≪おおさか後見ワークショップα（アルファ）≫の中でも多くの方から届いています。

　　「後見人として、利用者の意思決定の場面にどう向き合えばよいのだろうか」

　共同研究では､このような問いに対し､悩んだときに､
ふと目にすることが出来るようなツールを開発できない
だろうか､をテーマに掲げて取り組んでいます。
多くの法人後見や専門職の方に後見活動を通じた実体験
をインタビューし､悩みや課題を整理する作業を 2 年に
渡って実施し､現在はインタビューを一旦終えて､本年度
はそれらを基にアンケートを作成して､より多くの方に
お答えを頂戴する段階に入りました。アンケートの分析
結果は本年度末には出て参ります。
　支援ツールが開発されるまでは､まだまだ長い道のりが
待っていますが､成年後見制度における「意思決定支援」
に新たな視点が､きっと生まれてくる！そんな期待を抱
きながら取り組んでいるところです。
法人後見､専門職の皆さん､是非ご協力をお願いします。
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編集後記

　近畿地方では例年にない短さで梅雨が明け､ぎらぎらと照り付ける日差しに心も体もついていけないまま夏が始まりました。
コロナも一段落、楽しい夏休みを期待していましたが再び感染増加､先日は過去最多の罹患者数を記録し､第７波の到来です。
周囲でもコロナにかかってホテル療養していたなんて話をざらに聞くようになり､次はいよいよ私の番 ?! と戦々恐々とする
毎日です。先日も友人が２回目！のコロナ感染で難波のホテルに療養していました。症状は然程なくのどの痛みが少しあっ
た程度で軽症だったようですが。実は友人の娘さんもその二日前に発症してホテル療養していたとのことで､友人は娘さん
からの家庭内感染でした。ご主人ともう一人の小学校３年生の息子さんは陰性で自宅待機となり､男二人の閉じこもりはさ
ぞかし大変だったろうと想像してしまいました。
　近隣の小学校や中学校の学級閉鎖､福祉事業所､入所施設等でのクラスター発生な
ど､当たり前のように耳にするようになり､現場の方々のご苦労を思うと本当に一日
も早い終息を祈るばかりです。
　ありがたいことに権利擁護たかつきのスタッフはまだ誰も罹患することなく難を
逃れていますが､健康管理と徹底した感染予防対策に今後も気を引き締めていきたい
と思います。
　さて、権利擁護たかつきでは新たな理事が誕生し、新体制がスタートしました。
皆様には温かく見守っていただければと思います。個人的には冷たいビール片手に
決起会などしたいところですが、この状況下では一人自宅決起会になりそうです。
いつの日か心おきなくビールを浴びることができる日を夢見て、スタッフ一同一丸
となって後見活動に力をいれてゆく所存です。
夏本番の暑さがこれから続きますが、皆様くれぐれもご自愛ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渓　聡子

１４年間の感謝を込めて
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ここ、高槻の地に産声をあげて 14 年。
権利擁護たかつきの歩んだ路は、私の歴史そのもの。
ここで生まれた仲間は、権利擁護たかつきそのもの。
専門職の垣根を超えて、医療、福祉の枠も飛び越えた大きな輪。

障がいのある方とともに－。
認知症の方とともに－。

後見のあるべき姿を求めて。
仲間の力を合わせて。
おひとりおひとりに最善の利益を－。

決して平たんな路ではなく、渓に落ち、沢を歩き、雨に打たれ。
そんな中から、地域とご本人の生きる力に灯りを見出し、ひとつのチームに。

織り上げ、紡ぐ･･･そんな後見活動を仲間に託して
私は、新しい財団で　これらを引き継ぎます。

権利擁護たかつきは、これからも皆さまとともに歩み続けます。
どうか、変わらぬご支援をよろしくお願いします。
そして私個人から、今まで本当にありがとうございました。
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