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複数後見について学ぶ
理事　齊 藤 芳 弘

　知的なハンデを持つ子どもの親たちが中心となり、
「親亡き後の子の行く末の心配を解消する一つの手立
て」として始められた当法人の成年後見事業ですが、
一方で「自分たちが元気な内は、親としてなんとか頑
張らねば！成年後見制度の利用はまだ先。しかし、も
しもの時がいつ来るか心配。」こうしたジレンマは、事
業開始当初から抱えていました。
　親（又は兄弟姉妹等）と第三者の複数で後見する等
「複数後見制度」があることを知り、スタッフ会議（事
務所のスタッフと後見業務の支援スタッフで、後見業
務の進め方や研修を毎月行っています。）で学びを重ね
ていくことにしていました。
　「東京大学政策ビジョン研究センター市民後見研究実
証プロジェクト」主催の研修会の資料で、当法人と似
かよった経緯でNPOを設立し成年後見事業に取り組ま
れている「NPO成年後見湘南」の存在を知り、代表者
の方をお招きし講演会として学ぶことにしました。　
「複数後見を学ぶ今回のスタッフ会議は、関係する方々
にもご案内して一緒に研修することにしよう」と皆様
に呼びかけ、６月１４日（金）、会場の盛岡市総合福祉
センターに集った５０余名の方々と共によき学びをす
ることができました。その様子の報告を申し上げなが
ら、この紙面でも複数後見について学びを深めたいと
思います。

講演（講師：NPO 成年後見湘南 代表 
成瀬富子氏）の要旨　

１　特定非営利活動法人「NPO成年後見湘南」の沿革
　平成１３年：平塚市の知的障害者施設「進和学園」の

家族会有志１５名で成年後見制度の勉強
会を開始。

　平成１５年：「NPO成年後見湘南」設立。（２年間は、

裁判所の認知が得られず）
　平成１７年：横浜家庭裁判所より成年後見人として選任

される。（現在１５件受任）
２　「NPO成年後見湘南」の後見業務の概要
　　原則として、親族と「NPO成年後見湘南」の複数後見
　・父母のどちらかが欠けたとき複数後見開始。（この
間に被後見人との関係性を深め、単独になった時
に備える。）

　・基本は、親族が財産管理、法人が身上監護。
　・内部けん制（被後見人との関わり、財産管理）の
観点から、２名担当制。

３　その他
　・後見人の確保
　　　東京大学の市民後見人養成講座の実習（４５時
間）先として登録。期間の半分は、「ＮＰＯ成年後
見湘南」残り半分を「進和学園」で実習していた
だき、その実習生の中から良い人を選んでいる。

　・後見人の手当て
　　交通費・事務経費は実費支給。活動費として月額
１, ０００円～５, ０００円支給。

「成年後見センターもりおか」の
複数後見の取り組み　

　先例として複数後見制度を利用するご家庭を募り、
その後見業務を進めながら課題を整理しつつ広く利用
を呼び掛ける。
　現時点で考えられる課題
１　片親家庭に限らず、両親が揃っている場合での利用。
２　財産管理、身上監護の分担の在り方。
３　後見報酬の取扱。
４　仲間内（事務所スタッフ、支援員等お互いの）の
情報管理について。

５　支援員の確保と力量の向上。
　以上の他にもまだ見えていない課題もあるかと思われ
ますが、まずは取り組んでみることが必要と思います。

「成年後見センターもりおか」が認定NPO法人となりました。
寄付金、賛助会費として資金援助された方は、「寄付金控除」が受けられます。



総　合 一般会計 事業会計

Ⅰ　経常収益
１　受取会費

正会員会費 155,000 155,000
賛助会員会費 305,000 305,000

受取寄付金 894,680 894,680

助成金 272,000 272,000

成年後見事業収入 1,398,000 1,398,000

雑収入 5,753 5,753
3,030,433 1,632,433 1,398,000

賃金 177,880 71,152 106,728
公租公課 78,100 3,700 74,400

255,980 74,852 181,128

旅費交通費 666,049 329,170 336,879
会議費 11,769 10,469 1,300
印刷製本費 99,890 64,820 35,070
通信運搬費 210,173 105,227 104,946
消耗品費 127,431 15,898 111,533
賃借料 418,831 47,558 371,273
研修費
保険料 21,540 2,520 19,020
振替手数料 9,660 9,660
諸会費 23,000 23,000
雑費 36,910 11,370 25,540

1,625,253 619,692 1,005,561
1,881,233 694,544 1,186,689
1,149,200 937,889 211,311

0 211,311 △ 211,311
800,000 800,000
349,200 349,200 0

2,324,060 3,105,714 △ 781,654
2,673,260 3,454,914 △ 781,654

当期収支差額 349,200 349,200
経営安定化積立額 800,000 800,000
増加額　合計 1,149,200 1,149,200

1,149,200 1,149,200
2,324,060 3,105,714 △ 781,654

3,473,260 4,254,914 △ 781,654

平成２５年　４月　　　日

監事

監事

監    査   報   告
　平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの事業年度に
収支決算書、預・貯金通帳、領収証、その他証憑書類を監査した結
いることを認めました。

　　管理費計
２　事業費

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当期経常増減額
Ⅲ　経常外収益
Ⅳ　経常外費用

当期収支差額

経理区分振替額
経営安定化積立金繰入

当期正味財産合計額

前期繰越正味財産額

成２４年度特定非営利活動に係る事業会計　収支計
平成２４年　４月　１日から平成２５年　３月３１日まで

特定非営利活動法人　成年後見センターもりおか

科　　　目

２　受取寄付金

５　その他収益

　経常収益　計

３　受取助成金

４　事業収益

（正味財産増減の部）
Ⅴ　正味財産増加の部

１資産増加額

当期正味財産増減額

　事業費計
経常経費計

Ⅱ　経常費用
１　管理費

平成２４年度特定非営利活動事業に関する「貸借対照表」「収支計算書」

現　　　金 20,429

通常貯金 1,612,664

普通預金 64,337

郵便振替貯金

55,000

事業会計貸付金 781,654

2,534,084

1,800,000

1,800,000

4,334,084

79,170

781,654

860,824

0

860,824

2,324,060

1,149,200

3,473,260

4,334,084

一般会計借入金

流動負債合計

２　固定負債

　負　債　合　計

Ⅲ　正味財産

前期繰越正味財産

当期正味財産増加額

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金

預り金

前受金

　資　産　合　計

車両運搬具

備　　　品

流動資産合計

２　固定資産

経営安定化積立金

固定資産合計

正味財産合計

土　　　地

建　　　物

未収金

負債及び正味財産合計

科　　　　目　・　摘　　　　要 金　　　　　　　額　　　　　（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

平成24年度を終えて
◆　多くの方に成年後見制度の理解・活用を呼びかけること
（普及・啓発事業）、制度の活用や家庭裁判所に申立てする
書類作成についての相談・支援を行うこと（相談事業）、法
人として成年後見人を引受けた方への支援を行うこと（成
年後見支援事業）の三つを柱にした活動を行いました。

　　このうち相談事業は、制度を深く理解したい、活用した
いという方のために４月から３月まで相談日（月曜日～金
曜日）を２２７日開き、相談を受けました。また、福祉施
設等の父母の会等へ出向き、相談も行いました。次に、法
人としての成年後見支援事業は、成年後見人を引受けてい
る５名の方について「成年後見運営委員会」の助言を受け、
支援チーム（１人の方に２，３名の支援員が担当）が身上に
配慮し、財産管理、身上監護の支援を行いました。

◆　次に、活動資金は、収入の総額は３，０３０千円となり

ました。内訳が正会員、賛助会員からの会費が４６０千
円、寄付金が８９４千円、助成金が２７２千円、成年後見
人としての報酬が１，３９８千円でした。また、支出の総
額は１，８８１千円となりました。内訳の主なものは、支援
スタッフ等の旅費交通費が６６６千円、事務所家賃等の賃
借料が４１８千円、通信運搬費が２１０千円でした。平成
２４年度の収入・支出の差額が１，１４９千円のプラスとな
り、この内から法人活動の経営安定に備えるため８００千
円の積立てを行いました。この結果、最終的な収支差額が
３４９千円のプラスとなりました。

◆　当法人が設立以来取得を目指していた「認定 NPO 法人」
資格について、平成２４年１２月２５日付けで、岩手県内
第１号となる認定を受けました。

◆　平成２４年度の特定非営利活動事業に関する「貸借対照
表」「収支計算書」は、次表のとおりです。

「貸借対照表」　　　　　　　　　　　　　平成 25 年 3 月 31 日　現在 「収支計算書」　　　　平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

平成25年度に向けて
 1　活動方針
　・法人の組織を生かした成年後見支援につとめること。
　・法人運営を支える人と資金の基盤づくりを進めること。
　・制度の利用を広める相談、呼びかけ活動をさらに進める
こと。

　　　成年後見相談日は月曜日から金曜日（13～16 時）。
　・情報の開示をしっかり行うこと。

 2　執行体制

理事長 石橋　乙秀 理　事 榊　　　廣
理　事 高橋　安夫 〃 土井るり子
〃 齊藤　芳弘 監　事 加藤　義男
〃 法領田　勉 〃 三田　哲雄

　
●成年後見に関する相談
　・日及び時間：月～金曜日 13 時から 16 時
　・会　　　場：岩手教育会館６階
　　　　　　　　「成年後見センターもりおか事務所」内
　　※出前の相談も行います。相談の予約は要りません。
　　　相談は無料です。
●賛助会員募集のお願い
　・当法人の運営を支えていただく賛助会員を広く求めて
　　います。
　・賛助会費は年間１口 3,000 円です。
　・賛助会費は、「寄付金控除」の対象となります。



積極的に選挙に

　さる７月２１日参議院議員選挙が行われまし
た。また、成年後見人がついた方（被後見人）
に選挙権が回復されて投票できるようになった
選挙となり、新聞等メディアに話題として取り
上げられ、広く成年後見制度が広く社会に知ら
れる良い機会になりました。
　ことの起りは被後見人が選挙権を失うとした
公職選挙法の規定にありました。選挙権を失っ
た方たちはこの規定が参政権を保障した憲法に
違反するとして、選挙権の確認を求め裁判所に
提訴しました。東京、さいたま、札幌、京都で
国と争うこととなりました。今年３月、東京地
方裁判所が憲法違反にあたるとの判断を示し、
国側が敗訴。しかし、国が控訴したことで東京
以外の裁判所では裁判が続けられました。今年
の５月、議員立法によって被後見人にも選挙権を認め
る法改正が行われました。続けられていた３つの裁判
も７月には国との和解、終結しました。昨年 12 月現在
の統計によると１３万６千人の選挙権が回復されるこ
とになりました。選挙権が回復したことが、原告や同
じ立場のある家族に大きな喜び、力をあたえることに
なりました。
　ただ、問題がなくなったわけではありません。後見
人や投票所の職員が被後見人を支援する場合、政治や
投票への関心の有無、投票意志をどう確認するのかと
いったむずかしさがある（朝日新聞「再び投票できる
喜び」7月 19 日）と指摘されてもいます。
　私には障害のある娘がいるが、選挙があるたびに一

緒に出かけて投票しています。そのことを選挙前に同じ
立場にあるお母さんに話をしましたが、その方は驚いた
様子でした。私は「障害があっても選挙権は与えられ
ている一緒に投票すべきではないか」と話しました。
　このたびの選挙権の回復について、原告の名児耶匠
さんの父・清吉さんは、最近のＪＤＳニュー紙上で「障
害があるというだけで受ける不当な人権侵害や差別観
と闘っていかなければならないが、『親』たるもの義務
であり、責任である」と思いを述べられています。
　こういった方々の熱い思いが実現につながったこと
の意味を考え活かしていきたいものです。

　（編集部　外崎）

後見人がついても
選挙できるように
なりました

　　　　　朝日新聞７月 19 日付記事

石橋乙秀理事長コメント
　被後見人が先の参議院選挙から選挙権を
行使することができるようになりました。
選挙権は憲法１５条で保障された基本的人
権です。当たり前のことが漸く実現したと
いう思いです。自らの幸せのために選挙権
を行使して欲しいと思います。

トピックス



ありがとうございました　－ 平成 24 年度中に寄付金、賛助会費、助成金をいただいた皆さま －
寄 付 金 ・ 賛 助 会 費〔五十音順〕

赤　澤　眞　一 及　川　　　久 佐　藤　恒　彦 外　崎　英　子 中　崎　美智子 矢羽々　恵　子
赤　羽　卓　朗 小笠原　好　子 佐　藤　文　円 外　崎　菊　敏 中　条　和　哉 山　内　敏　夫
石　川　イ　セ 小　川　総一郎 澤　田　眞　子 高　橋　享　孝 中　村　美知子 山　内　キミエ
石　川　きみ子 沖　　　　　恵 自治労岩手県本部 高　橋　フ　サ 成ケ澤　和　夫 山　口　京　子
石　川　順　子 小　畑　孝　子 柴　田　裕　幸 髙　橋　正　之 日本労働組合連合会岩手県連合会 山　根　扶佐子
石　川　正　美 加　藤　武　男 社会福祉法人岩手更生会  緑生園 髙　橋　安　夫 花　松　行　雄 油　井　由紀子
石　川　民　平 加　藤　博　子 社会福祉法人岩手しいの木会  理事長  吉川達男 高　橋　　　縁 曳　地　哲　子 吉　川　達　男
石　橋　乙　秀 加　藤　義　男 庄　司　　　榮 高　橋　陽　子 平　野　克　彦 吉　田　金　助
石　橋　和　子 桐　生　一　子 菅　原　栄　造 高　橋　淑　子 平　野　律　子 吉　田　秀　勝
一　井　憲　一 久慈林　榮　次 菅　原　せつ子 瀧　野　常　實 藤　井　禧　勝 吉　田　美智子
一　条　邦　夫 工　藤　　　努 鈴　木　　　昭 田　中　美智子 藤　原　敦　子

岩手県高等学校教職員組合 工　藤　雅　夫 鈴　木　康　友 千　葉　　　茂 法領田　敏　子
岩手県消費者信用生活協同組合 倉　野　美智子 鈴　木　有　希 千　葉　紀　穂 松　草　輝　子
いわて生活者サポートセンター 齊　藤　一　子 須　藤　守　夫 綱　取　　　猛 三　浦　敏　子 助成金

上　田　晴　男 佐久山　　　衛 須　藤　礼　子 照　井　武　彦 三　島　　　勲 財団法人岩手県福祉基金

及　川　修　子 佐々木　京　子 瀬　川　岩　夫 土　居　るり子 棟　方　ハ　ツ

　私の成年後見活動との係わりは、社会福祉協議会
に勤務し権利擁護（生活支援）を担当し、その後、
老人福祉施設に勤務していた時に岩手大学校舎での
学習会に参加したことが始まりでした。障害のある
子を持つ親は亡くなった後に我が子が安心して生活
ができるようにしたいと望むものです。「こうした
親の願いを叶えてあげたい」と仲間十数名が夜に集
まり、組織を立ち上げる学習会を何度も続け、現在
の特定非営利活動法人成年後見センターもりおかを
誕生させました。
　私は今年３月に老人福祉施設を退職しました。こ
れを機に自分は何をしたらよいのかと考え、成年後
見センターもりおかの理事としてお手伝いすること
にしました。何かお手伝いをしなければとの思いで
事務室に通い始めました。入って見て、事務手続き
も電話による相談や来訪問者も多く、理事の多忙さ
を感じ、益々、自分にできることを積極的にお手伝
いしようとの思いを強くいたしました。事務所通い
も増え、その中で自分なりに見えて来たものがあり
ました。その第一のものは、特定非営利活動法人と
いう組織のせいか財政的な弱さがあり、どうしても
活動が限られた予算という身の丈に合ったものに
なっていることです。必要とされていると思われる
活動なのに、いつやるの、今やらなければいけない
のではないかと感じることもありました。こうした
思いから理事会に今年度の重点目標として、相談・

啓発、財務の強化に取り組んで欲しいと以下の三点
を提案しました。
　1　相談員、支援員の研修、業務体制の充実
　2　啓発、会報、ホームページ、ポスターの活用

により支援者の拡大
　3　財務強化は理事の業務分担の明確化による中

期の目標として賛助会員１２０名をかかげ、
運動して行くこと。

　現在は時間を見つけて、事務所に出かけていく中
で、先輩の理事に指導を受け、現場である後見相
談・支援にも参加しています。その中で、最近、相
談のあった障害者の生活の様子を聞き、一人の方の
後見人になるには、そこに係わる支援者、家族を含
めた多くの方々によって支援されなければ、その本
人、本人を取り巻く家族の幸せになれないと感じま
した。
　地域社会のネットワークによる支援が大事だと叫
ばれております。現場では関係者が集まり話し合い
をもって取り組んでいます。が、あまりにも複雑な
ために本人支援に時間がかかりすぎているケースも
多くあります。しかし、「ひとりの不幸をみのがさ
ない」との強い意志を持って、一つひとつ支援を積
み重ね着実に取り組んで行くことが大事だと思いま
す。これからの活動が支援者の輪となり、彼らが残
された生活の中でこれで良かったと思ってもらえる
活動にして行きたいものです。

成年後見センターもりおかの支援活動から
理事　　榊　　廣


