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～　連携よく意欲的な取組みに感銘　～
山形市が行政として「地域に根ざした総合的な支援ができる体制つくり」を目指して先進的に取組んでいる

「山形市成年後見センター」を視察しました。
この視察は、盛岡市と成年後見センターもりおかとの共催で行なったもので、平成 26年 11月 10日（月）、
盛岡市から２名、盛岡市社会福祉協議会から１名、本会から６名が参加しました。晩秋の晴れの一日、盛岡市
のマイクロバス（運転技士２名付き）に乗り、盛岡市から山形市まで高速道路を利用して往復する日程となり
ました。本会としてこうした視察旅行は初めてのこと。参加した人たちにとって、市と本会との情報交換の機
会となり、親睦を深める一日ともなりました。
視察先の山形市役所（長寿支援課、障害福祉課）、山形市社会福祉協議会の担当の方々からていねいなご説
明をいただきました。
参加した人たちは、「山形市、社会福祉協議会、家庭裁判所、専門職とがよく連携がとれていて、成年後見
制度の活用に意欲的に取組み、成果を出している」と強く印象を受けました。

次に、山形市が成年後見センターを設置するまでの経過と活動の要旨を報告します。

山形市社会福祉協議会の取組みからスタート

①平成 12年度に介護保険制度の始まりにあたり、山形市社会福祉協議会は県社協から「福祉サービス利用
援助事業」を受託しお金の管理や払い戻しなどを行なってきた。しかし、多額の財産管理や消費者被害等
へ対応できないなどこの事業による支援の限界を感じるようになった。

②平成 18年７月、山形市社協が法人による成年後見事業を開始した。山形市ほか３市町在住の高齢者、障
害者を対象に 68人を受任し支援を行ってきた。

山形市が成年後見センターを開設

①山形市社協が、自己の財源で成年後見事業を立ち上げて活動してきた中で、地域包括支援センター、福祉
関係機関や市民から制度や利用についての相談が増え、窓口での新たな対応が求められてきた。

　　相談から制度を利用するまで一貫した支援、後見人候補者が
見つからず選任まで時間がかかることや団体と連携した普及啓
発などへの対応が課題となってきた。

②平成 25年４月、「相談から制度の利用に至るまで一貫した支援
体制をつくり」「成年後見人の受任者の調整」などを目的に山形
市が成年後見センターを開設。業務は山形市社協へ委託して実
施され、平成 26年度の委託費が 1600 万円となっている。

　　成年後見センターの役割は、「個別相談・対応・支援」「申立
て支援」「親族後見人等への支援」「後見人の受任者調整」など、
成年後見人を受任するに至るまでの段階の事務を担っている。

山形市の成年後見センターを視察しました

山形市成年後見センターの事務所内風景



「市民後見人入門講座」を開講、
48名が受講されました

市民の立場で後見活動を担っていただく市民後見人を養成しようと盛岡市と成年後見センター
もりおかとが共催で初めて入門講座を開催しました。48名が受講されました。知的障がい、精
神障がい、認知症などのため「ご本人の判断だけでは不安な方」を支援する後見人が必要とされ
ています。盛岡市（障がい福祉課）が広報もりおかを通じて平成 26年８月 20日から 20名程度
の定員の受講者を募集しましたが、希望者が多く 50名に増員して講座が実施されました。
講座は市民後見人の入門として９月 18日から 12月４日まで、12講座を専門職、学識経験者
の方々に講師を担っていただきました。
最終日には、受講者 48名の方に、盛岡市長と本会理事長の連名で修了証をお渡ししました。

平成 26年度　盛岡市「市民後見人入門講座」プログラム

講座の一コマ 修了式風景

時　期 科　目 内　　容 講　　師

9 月 18 日 
（木）

①権利擁護の考え方と権利擁
護を支える理念

人権とは何か　人の権利とその擁護
一般社団法人 

岩手県社会福祉士会

権利擁護センター 
ぱあとなあ岩手 

運営委員長 
瀬戸　浩

個人の尊厳と自己決定権について考える

成年後見制度発足とその経緯

10 月 2 日 
（木）

②高齢者の理解 高齢者（認知症等）の理解 一般社団法人 
岩手県社会福祉士会

虐待対応専門職委員会
副委員長

関澤　裕子

③障がい者の理解 知的障がい , 精神障がい等の理解 社会福祉法人 
カナンの園 理事　齊藤　芳弘

10 月 16 日 
（木）

④高齢者の諸制度
高齢者施策 盛岡市高齢者支援室 

盛岡市介護高齢福祉課介護保険制度 , 各種福祉サービス

⑤障がい者の諸制度
障がい者施策

盛岡市障がい福祉課
障がい者総合支援法 , 各種福祉サービス

11 月 6 日 
（木）

⑥関連する諸制度 成年後見制度を中心とした権利擁護制度
の概要と各関係機関等の役割

一般社団法人 
岩手県社会福祉士会 副会長　坂口　繁治

⑦関連する主な法律 権利擁護制度に関連する法律 岩手弁護士会 弁護士　石橋　乙秀

11 月 20 日 
（木）

⑧申立から後見事務開始まで
の流れ 各手続きの実務

公益社団法人 
成年後見センター 

リーガルサポート岩手支部
副支部長　菅原　葉子

⑨事務報告と報酬付与申立の
実務 各手続きの実務

一般社団法人 
コスモス成年後見サポート 

センター岩手県支部

研修相談部長 
岡田　秀治

12 月 4 日 
（木）

⑩後見（支援・援助）の基礎 対人援助の基礎 岩手大学 岩手大学名誉教授 
鎌田　文聰

⑪成年後見関係事件の概況 申立件数の推移 , 利用者数等 盛岡家庭裁判所

⑫経験者との懇談会 受講者と後見人との意見交換 特定非営利活動法人 
成年後見センターもりおか

本会理事長から、「後見人としての実務を体験することが必要で、成年後見センターもりおか
で活動の様子を見て欲しい」と呼びかけました。



野村胡堂は私の恩人である。胡堂が創設した野村
学芸財団から奨学金を給与され大学を卒業した。そ
うしたご縁で、記念館が紫波町に開館されたのを機
に、胡堂を地域に啓蒙する役割を担って来た。

胡堂は大衆文学の作家、とりわけ「銭形平次捕物
控」の作者、あらえびすのペンネームで西洋音楽の
啓蒙普及に努めた人として知られる。人物としても
高く評価されている。ぜいたくをきらい質素な生活
に徹した。人に知らせることなく恵まれない人たち
に援助の手を差し伸べた。ソニーの創業者井深大へ
の資金援助は知られた話である。胡堂に手を合わせ
ている人が大勢いた。善く生きた人であった。

村長をした父と母の愛情を受け恵まれた環境で
育った。高い志を持った。大臣や医学研究者、文学
者などを夢見た。だが、世に出るまでにたいへんな
苦難を味わった。父の期待に背き学業に挫折し大病
を患う。親の決めた許嫁との離婚に苦悩しハナ夫人
と再婚する。が、父の遺した巨額な借金を抱えて食
うに困る貧乏生活を送った。世に知られ始めると、
愛する子を次々に失う悲劇を体験した。胡堂に「人
間へのやさしさ」が培われた。困っている人を見る
と同情心でいっぱいになった。

小説に「人間へのやさしさ」が表現される。特に
も、貧しい者、弱い子どもやお年寄り、女性へのや
さしが。銭形平次は止むにやまれず罪を犯した人を
逃がす。真人間に立ち返ることを期待して岡引きの
身分で執行猶予の判決を下してしまう。彼らを罪に
追いやる社会の矛盾や権力者の横暴を告発し理不尽
にあらがう。人間にやさしい社会を江戸の町に願っ
た。そこには「人はみんな偉い、だから、お互いを
尊重しなければ」との思想があった。人間平等に徹
し、ご用聞きにも一国の首相にもまったく変らない
接し方をした。「長い物には巻かれよ、触らぬ神に
祟（たた）りなし」という生き方をきらった。暴力
否定の平和主義者であった。

平成の現代は自由な競争がグローバルに押し進め
られ、（競争）力のある者が勝組になり負組には日
が当たらない。成果を挙げる人だけに価値が認めら
れ、そうでない者は置き去りにされる。格差社会の
中で弱者にさほど目が向けられない。明日に希望を
見出せない人も少なくない。高齢化社会だがお年寄
りにも冷たい。人間にやさしい社会にはほど遠いよ
うに思われる。

障がい者にはどうだろうか。こんな話がある。あ
る医師が七歳下のダウン症の弟と暮らしていた。亡
き父は「ダウン症の子は生れこないようにした方が
良い」と話していた。これを悲しく思い、勤務先の
同僚に話したところ、「どんな人でもちゃんと意味
を持って生れて来る」との答えをもらった。が、「う
ちの父だって犬や猫のペットに癒されている」と言
葉を続けられた。これに「ひどい」と憤慨した。「か
けがえのない自分の人生を生きている弟をペット扱
いにしている、こんな感覚を許せない、こんな考え
方はまちがっている」と。障がいを持つ娘をかかえ
る私もこの医師と同じような思いを何度もした。

人間にやさしい社会への道程は険しく困難なもの
だが、岩手の歴史に学べるものがある。江戸時代、
盛岡藩には領主の交代や領地替えを伊達藩に求めた
百姓一揆が起きた。指導者が明確な主張（思想）と
展望をもって藩政の矛盾を見抜いた合理的な要求を
掲げ、長期間、粘り強く農民らを啓蒙した。農民が
立ち上がり組織的な行動に訴えることで藩政改革が
実現されたという。求める社会の実現に、私たちが
置かれたそれぞれの場で、日々の活動を積み重ね輪
を広げることが何よりも大事に思う。大きな目で見
れば、成年後見センターもりおかの活動も人間にや
さしい社会作りに資するもの、さらなる発展を、と
心から願うものです。

　外﨑 菊敏 氏の紹介
　

函館市生まれ。野村胡堂の研究者。
成年後見センターもりおかのスタッフとしてご活
躍。平成 26 年秋、住み慣れた盛岡市から帰郷。
・主な研究書
　『野村胡堂・あらえびす記念館の展望』『胡堂の
人間形成と自己実現』『胡堂文学の基盤・概要・
作風について』『野村胡堂・あらえびすと西洋音楽』

『父野村長四郎と子胡堂』「銭形平次を読み解く―
人間胡堂と捕物名人平次合わせ鏡―』『胡堂伝』

　　

人間にやさしい社会を願って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　﨑　菊　敏　

特別寄稿



岩手教育会館が新しく建替えられます。

成年後見センターもりおかの事務所は会館工事の約３年間、

下記へ移転します。

　● 移転先　第二産業会館

　　　〒０２０－００２４　盛岡市菜園一丁目４－１０

　● 移転期間　平成２７年５月～平成３０年２月（予定）

皆様にはご不便をおかけします。

よろしくお願いします。

●　成年後見センターもりおかは、「認定 NPO 法人」です。

平成２６年１月～１２月に、当センターへご支援いただいた

賛助会費や寄付金は税務署へ確定申告すると「寄付金控除」

を受けることができます。

賛助会費、寄付金の領収証を添えて、申告されますことをお勧めします。

　（申告書受付は平成２７年２月 16 日～３月 16 日までです）

●　ご不明なことがありましたなら、ご連絡ください。

●　相談日　月曜日～金曜日　１３時～１６時（祝日、夏季・年末年始は休みます）

●　場　所　成年後見センターもりおか　事務所内

●　電話・FAX  ０１９（６２６）６１１２

　　※出前の相談も行なっています。まずはご連絡ください。

●　ホームページを新しくしました。ご覧ください。

●　アドレスは

　http://seinenkoukenmori.sakura.ne.jp/seinen/  です。

ご支援ありがとうございます 大切なお知らせ

平成26年分
寄付金控除の

申告

教育会館建替えのため
事務所を移転（今年５月予定）します

賛助会費・寄付金の申告はお済でしょうか

成年後見についての無料相談を行なっています

ホームページを新しくしました

移転先

もりおか雪あかり（平成27年 2月、会館をバックにして）


