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「西成後見の会」が任意団体として出発してからまもなく４年、またＮＰＯ法人として活動

し始めてから丸１年がたとうとしています。 

成年後見制度を活用した権利擁護の活動を、地域に根ざした形で取り組みたいという思いを

もって、西成に関係する専門職の人たちとスタートを切りました。これまで、自分たちででき

る範囲の活動を少しずつ進めてきました。会員による後見人の受任、後見事例の支援内容の検

討、会員向けの勉強会、地域でのセミナーの開催などです。 

 成年後見制度は、社会福祉基礎構造改革という潮流のなかで権利擁護のための新しい仕組み

として期待されています。 

この制度は、判断能力が不十分な人たちが消費者被害にあったり、相続などの法律問題に巻

き込まれて不利益を被らないようにするという面だけでなく、虐待などの重篤な権利侵害から

本人を擁護したり、さらに本人の意志決定や自己決定の支援を含んだ生活全般にかかわる制度

である点に大きな特徴があります。ここに、社会福祉実践やソーシャルワークが従来から持ち

合わせてきたはずのアドボカシーの実践、そして自己決定を支えるという本質的な実践ができ

る可能性を強く感じています。  

誰もが地域で自分らしく暮らしていくための環

境は、ますます厳しさを増しつつあります。また、

成年後見制度を有効に活用するための課題もまだ

まだ山積しています。そうした状況下にあって、

判断能力が不十分な人たちの「権利擁護システム」

の構築は、地域社会における大きな課題です。 

 「西成後見の会」は、地域に密着したＮＰＯと

して、これからも西成の地域住民、専門職、行政

機関、地域組織等のみなさんと一緒に歩んでいき

たいと考えています。 
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◇西成後見の会のロゴマーク◇ 
 

 
 

西成区の花である「萩」をモチーフとし

て、「地域で人を支える」というメッセージ

をこめてイメージ化しました。 
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設立メンバーから聞きました！ （2005.10.9 放送・MBS ラジオ『メイコのいきいきモーニング』より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ． 結成のきっかけは？ 

Ａ．西成区は高齢化率が 24 区の中で実はいちばん高いんです。もうすでに 27％を超えてます。

それと一人暮らしの方も非常に多い。もしご本人が認知症になった場合、「サービスの契約を結びた

くても、実際に契約できへん」ということになってしまう。じゃあそういう時、「どうするんや」と。

こういう課題に真剣に取り組もうとした人がメンバーとなって活動が始まりました。 

ほかにもいくつかの動きがありました。ひとつは、ケアマネジャー対象に行ったアンケートです。

「業務をやってて困っていることは何？」との問いに、「現実、通帳や印鑑を預からざるを得ない。

入院時の保証人やアパートの保証人になるとか、実際、やらざるを得ない現状がある」という答え

が多数出てきたこと。また、市と市社協、市老人施設連盟が合同で取り組んだ「特別養護老人ホー

ム利用者に対する金銭管理、財産保管サービス等のあり方に関する報告」（2002 年 3 月）作成の

取り組みや、地域の福祉職が権利擁護の視点から福祉サービス利用にあたっての課題提出を行った

取り組みもあり、一人だけで解決できないような行政課題を抱えている人が多いことが実感されたんで

すね。そういう方たちに対して、地域の中で、自発的な市民活動として、わたしたちからまず“何

か”やっていきたい、と。西成から発信して、こういう後見人的な活動が全国に広まっていかない

か、っていうことで活動を始めたわけです。 

西成後見の会 Ｑ＆Ａ 

Ｑ 会の活動趣旨を教えて！ 

Ａ．大きく分けて２つの趣旨があります。一つは、本当の意味での権利擁護活動を進めていきた

い。財産を守るとかあるいは悪徳商法から守るということだけではなく、とりわけ身上監護の部分

で、本人らしい生活を支援していくためにいろんなサービス契約したり、あるいはご本人のお金を

どういうふうに使うかといった部分です。そこでの自己決定を代弁するという部分で、わたしたち

の専門性を生かした働きかけなり、かかわり方ができればいいなと思っています。その時に、ご本

人のこれまでの生きざまや、あるいは地域との関係、あるいはご本人がこれまで大事にしてこられた価値

観、ご本人にとってお金の意味だとか、そういったところを総合的に判断しながら、少しでも本人なりの生活

に近いところで支援ができればということで取り組んでいるつもりです。それからもう一つは、地域

に根差した権利擁護を推進していきたいという思いです。役所、社協、保健・医療・福祉の専門職、

そして市民の人たちといっしょに権利擁護の取り組みを進めていきたいと思っています。 
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Ｑ どんなひとたちが活動してるの？ 

Ａ．社会福祉士、ケアマネジャー、介護福祉士、精神保健福祉士 

看護師、理学療法士、栄養士、自治体の職員、大学の教員、医師、 

弁護士と、いろんな職種のメンバーが 36 名います。こういった 

メンバーでチームを組んで、後見人としてサポートしていこうと 

いうことを考えています。  
法人化して最初の総会にて… 

Ｑ 後見活動って、どんなふうにしてるの？ 

Ａ．私たちの会では、後見活動をするとき、複数後見（複数の人でひとりの方を担当する形）で受任す

るようにしています。単独後見に比べ、複数後見や団体による後見は、役割分担による負担軽減や得

意分野を担当できるなどの利点があります。 

たとえば、保佐人として活動している場合ですが、介護福祉士と自治体職員（この活動は業務外で

の市民活動として行っています）の 2 人 1 組でサポートしています。 

特に支援困難な方については、お互いに相談し合えることにより、成年後見人の精神的負担軽減に

つながるのでは、と思います。また、私たちは皆、他に職業を持ちながら、市民活動として行ってい

るため、互いに協力しあいながら、責任をもって活動できる形として、複数後見という形で受任して

います。 

現在、会として後見、保佐受任している会員が 5 名、予定者が 4 名います。 

 

 

『いきいきチャレンジ！』vol.31 

独立行政法人福祉医療機構発行 

「チャレンジレポート」p.８-９ 

（西成後見の会・紹介記事より抜粋） 
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●2002年度 

2002.6.27 結成総会 

7.18 役員会 制度の疑問点を学習 

8.20 役員会 制度の手続きについて学習 

9.13 学習会 にしのみや権利擁護支援ネットワー

クの上田晴男さんを囲んで 

9.25 学習会 ぱあとなあ近畿の田村満子さんから

「成年後見制度について」学ぶ 

10.11 役員会 地域福祉権利擁護事業と成年後見制

度の関係について学ぶ 

11.11 役員会 介護保険サービスの利用状況から 

2003.1.24 学習会 大阪弁護士会ひまわりの青木佳史さ

んから「制度を活用するために」学ぶ 

12.9 学習会 社会福祉施設における人権擁護の取

り組みについて検討 

2.6 役員会 サービス利用にかかる契約の実情に

ついて検討 

3.24 役員会 契約によるサービス利用の課題検討 

 

●2003年度 

★セミナー 

2003.7.18 Part１ 「社会福祉実践における成年後見の意

義と可能性」 講師：岩間伸之代表（参加者102 名） 
 
成年後見制度は、権利擁護のための新しい仕組みとして期待されて

います。しかしながら、「後見人」がつけば判断能力が不十分な人たち

の生活と人権が自動的に守られるというわけではありません。そこに

社会福祉実践における「専門性」の発揮が求められるのです。このセ

ミナーでは、成年後見制度をご本人にとって
．．．．．．．

有意義なものとして活用

するためには専門職に何が求められるのかについて考えました。 
 

 

11.28 

 

Part２ 「成年後見制度の概要～手続きを中心

に」 講師：青木佳史さん 報告者：藤本香珠江さ

ん、高垣央さん、進行：岩間伸之代表（参加者106名） 
 
実際に成年後見制度の利用に関わっておられる青木さんにお話いた

だいた後、日頃わたしたちが疑問に思っている点を、質問形式でお尋

ねしていきました。具体的な後見人申請の事務手続きや運用などにつ

いて詳しくお聞きしました。 
 

 

  

 

 

2004.2.17 Part3 「事例から学ぶ成年後見制度」 

講師：青木佳史さん、田村満子さん、坂田龍

彦さん 進行：岩間伸之代表 （参加者113名） 
 
この回は実際の事例から学びました。第1部では、大阪市の市長申

立ての現状報告をお聞きし、第2部では、成年後見制度に後見人とし

ても深く携わっておられるお二人から、複数後見で一緒に関わられた

事例をとおしてお話いただきました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

★相談活動 

2003 年7 月～2004年３月までの土曜日（計38 回） 

★後見活動・事例検討会 

後見活動 対象２名（計52 日） 

事例検討会 計12 回 

★勉強会 

200３.6.5 兵庫県社協における権利擁護活動の実際  

6.27 生活保護の実態 

9.12 高齢者に対する後見支援 

10.9 社協と地域福祉活動 

12.12 社会福祉と人権 

2004.2.10 要援護高齢者のニーズについて 

 

              
 これまでの活動  

セミナー参加者の感想 

本気で一人ひとりが地域の中で生活していくこ

とを実現させるためには、成年後見は欠かせない支

援方法だと思います。今日のセミナーの報告のよう

な、実践からさらに使いやすい本人の生活を豊かに

できるための制度へと発展できるのではと感じま

した。各地域でこうしたセミナーで研究したり、啓

発することが必要ですね。 

Part3 公開セミナー参加者より 
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★会運営のための活動 

200３.4.25 臨時総会 法人化について・会則改正について他 

5.8 役員会 口座開設、年度方針、事業企画他 

5.27 役員会 事務局運営、ケース検討について他 

6.5 役員会 総会開催、ケース記録について他 

7.14 役員会 総会準備他 

7.18 総 会 報告・決算、計画・予算について他 

7.22 役員会 総会・セミナー報告他 

9.12 役員会 社会福祉・医療事業団（現・独立行

政法人福祉医療機構）助成金事業について他 

11.6 役員会 助成金事業進捗状況について他 

11.25 役員会 事業・会計執行状況について他 

12.12 役員会 事務関係について他 

2.10 役員会 次年度の財源確保について他 

★助成金について 

・2003 年度については、社会福祉・医療事業団（現・独立

行政法人福祉医療機構）高齢者・障害者福祉基金地方分助

成より助成いただき、セミナー他、多くの活動を実施する

ことができました。 

 

 

●2004年度 

★セミナー 

2004.10.7 Part4 「どう守る？“くらし”と“おかね”」  

報告者：藤本香珠江さん、親川敦子さん、三

浦浩史さん 進行：岩間伸之代表（参加者148名） 
 

このセミナーでは、ビデオや報告から成年後見制度について学び、

実際に地域で活動している方々の話から、広くこの制度の必要性を感

じてもらおうと試みました。 

2005.2.24 Part5 「知的障害・精神障害のある人への成年

後見制度の可能性」 報告者：谷川耕一さん、

北上尚美さん 進行：岩間伸之代表（参加者90名） 
 

この回では、知的障害・精神障害のある人への成年後見活動の必要

性と可能性について学びました。 

 知的障害や精神障害のある人たちへの生活支援に深く携わっておら

れる方から、日頃の活動をとおして感じていることなどを具体的に報

告いただき、成年後見制度の可能性について考察を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★勉強会 

2004.5.12 事例研究会のもち方と今後のあり方について  

6.23 後見事務の実際～手続き等を中心に～ 

     

 

 

★事例研究会 

2004.7.22 事例に取り組む 

8.18 事例に取り組む② 

2005.1.7 A グループ事例研究 

★会運営のための活動 

2004.4.23 役員会 総会について 

4.28 総 会 報告・決算、計画・予算 

5.19 役員会 研修計画、事例研究のもち方 

7.12 臨時役員会 新規ケースの受任について他 

7.22 役員会 法人取得、セミナーについて他 

8.18 役員会 法人取得、セミナーについて他 

9.9 役員会 セミナーについて他 

10.7 役員会 今後の事業推進方針について他 

10.13 役員会 セミナー報告、予算執行状況、法人

取得について他 

10.29 全体会 セミナー報告、事例研究について他 

11.24 役員会 法人設立総会について他 

12.8 NPO 法人設立総会 18名が出席 

1.14 役員会 セミナー、今後の体制について他 

3.23 全体会 法人化後の３ヵ年戦略について他 

 

 
設立総会にて。みんな真剣なまなざし… 

 

★助成金について 

・2004 年度については、西成区社会福祉協議会善意銀行よ

り助成いただき、活動にいかすことができました。 

 

セミナー参加者の感想 

一人が全てのサポートを抱え込んだり、取り込んだり

せずに、複数のサポートが互いにチェック機能を持ち合

うことは大切なことであると感じました。法人後見につ

いて、もう少し学んでいくチャンスがあればいいと思い

ます。      Part5 公開セミナー参加者より 
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●2005年度 

★セミナー 

2006.3.16 Part6 「成年後見活動最前線！～取材から見

えてきた課題と展望～」 講師：島香奈恵さん 

進行：岩間伸之代表理事 

 

★後見人養成プログラム（会員対象） 

2005.9.2 成年後見制度の概要 申立て実務について 

講師：石橋志乃さん 

10.3 成年後見人の職務Ⅰ 講師：石橋志乃さん 

10.28 成年後見人の職務Ⅱ 講師：石橋志乃さん 

11.18 福祉サービス契約と成年後見制度 

講師：藤原一男さん 

12.22 利用者の理解① 認知症高齢者 

講師：沖田裕子さん 

2006.1.19 利用者の理解② 知的障害のある人 

講師：岡村憲一さん（城南短大） 

2.22 利用者の理解③ 認知症の医療 

講師：中西亜紀さん（弘済院付属病院） 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    ★会運営のための活動 

2005.5.10 法人設立 

        

5.20 総 会 事業報告・決算、計画・予算 

理事会 相談役就任について他 

6.10 打ち合わせ会 今後の事業展開について他 

7.6 打ち合わせ会 後見人養成研修プログラムに

ついて他 

9.26 打ち合わせ会 任意後見事業について他 

10.17 打ち合わせ会 助成金申請について他 

12.7 打ち合わせ会 成年後見人の推薦について他 

2006.3.3 理事会 来年度の事業予算・計画他 

 

★助成金について 

・2005 年度についても、西成区社会福祉協議会善意銀行よ

り助成いただき、活動にいかすことができました。 

●これまでの発行物 

＊報告書 

・「成年後見制度の可能性～大阪・西成からの発信～」 

＜西成後見の会報告書2003＞（残部なし） 

・「成年後見制度の可能性～大阪・西成からの発信～」 

＜西成後見の会報告書2004＞（残りわずか） 

＊パンフレット 

・「成年後見制度をご存知ですか？」（残部なし） 

●メディア活動、他 

200５．３ 2003年度に受けた独立行政法人福祉医療機

構 高齢者・障害者福祉基金地方分助成の

226 事業の内、「特に優れた事業」として選

出された6 事業の一つに選ばれる 

2005.9.28 読売新聞15 面くらし「『成年後見』担う団体続々」 

2005.10.9

（放送日） 

MBSラジオ『メイコのいきいきモーニング』 

2005.秋 

 

独立行政法人福祉医療機構『いきいきチャレ

ンジ！』vol.31 「チャレンジレポート」p.８-９. 

独立  ●来年度の活動予定 

 ＊成年後見制度を活用した個別支援のあり方を検討します！ 

・成年後見制度を利用している事例の事例研究会の開催 

・本人の意思や意向を導き出す根拠となるシートの検討 

 ＊法人後見に関する調査事業をします！ 

・法人後見を行っている団体に対するアンケート調査 

・法人後見に関するマニュアルが作れれば… 

＊啓発・後見人養成プログラムを企画する予定です！ 

・一般市民を対象とした成年後見制度啓発事業 

・市民を対象とした後見人養成プログラム 

●賛助会員募集 

 西成後見の会では、会の活動を支

援していただける賛助会員を募集

しています。入会金は 10,000 円、

年会費は3,000円です。詳しくは、

下記の連絡先までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の後見人養成研修プログラムを受けて、印象に残

った研修は、後見人活動をしている弁護士の方からの研修

でした。 

 テキストだけでは分からない、具体的な後見人活動につ

いての詳細な報告があり、裁判所とのやりとりの仕方や銀

行窓口での対応等が勉強になりました。 

 研修後、後見人活動はなんと大変な仕事で、個人ひとり

の力ではなかなかできないものだと思いました。制度の活

用を広めるためにも、法人後見は必要であり、西成後見の

会の活動の重要性を強く感じました。（鵜浦） 

 

やったね！ 

 

特定非営利活動法人 西成後見の会 

〒557-0063 

大阪市西成区南津守７丁目１２番３２号 白寿苑気付 

電話＆FAX 06-6651-3004  

事務局 ： 鈴木 ・ 鵜浦 
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