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この会報は、平成27年度岩手県福祉基金を活用し作成したものです。

　平成 27 年 12 月、「権利擁護、コンプライアンスの啓発」活動を進めている仙台市の NPO 法人宮城オンブズネット「エー
ル」を訪問しました。
　この訪問は本会が企画したもので、盛岡市（障がい福祉課、長寿社会課）、盛岡市社会福祉協議会、岩手県社会保険労
務士会、本会スタッフをあわせて 18 名の参加がありました。エールの皆さんには、実践を踏まえた熱のこもったお話を
いただきました。
　いま、高齢者も障がい者も、誰もが持っている「生きていくうえでの権利」をきちんと行使できるような社会的な取り
組みが叫ばれてきている中で、権利擁護、コンプライアンスの啓発を目的に、豊富な人材を取り込み、またその組織を支
える多くの市民の支援、更に専門職、団体とのネットワークを形成して、幅広い相談や救済・支援活動を力強く進めてい
る姿に強い印象を受けました。このたびの視察の中では活動の全容を理解することが十分には果たせなかった面がありま
すが、「エール」の皆さんと情報交換・交流ができ、多くの示唆をいただきましたことに紙面から厚くお礼を申しあげます。
　エールの設立から現在の活動の様子をとりまとめましたので、要旨をお知らせします。

宮城オンブズネット「エール」を訪問して

１　市民による福祉オンブズマンからスタート
　「エール」は平成 13 年度、「障がい者、高齢者の福祉問
題の解決を図ろう」として、施設、行政のいずれからも独
立した市民参加型の「高齢者、障がい者等からの相談等」
の活動を始め、その活動理念、目標などの独自性から全国
初めての挑戦と伝えられた。
　始めてすぐ、介護施設における事故、就労先の雇用主に
よる障害者年金の不正使用、教育現場での不適切な言動な
どの相談が寄せられ、その解決に取り組んだことが同会の
10 周年記念誌にも記されている。
 
２　「総合相談支援」「研修事業」「コンプライアンス
策定」等を柱に、行政からの委託、連携事業を加
えて権利擁護支援の充実 

　平成 17 年 6 月には NPO 法人化し、現在の「エール」
が誕生。
　活動の柱を相談支援事業、研修事業として進めてくる中
で、平成 18 年度から宮城県内の介護サービス事業所に関
する情報提供事業や仙台市や周辺市町村の高齢者虐待対
策、権利擁護支援事業の受託事業が加わることによって、
財政基盤の充実と活動に広がり、厚みをもつようになった。
　こうした活動の中で、「エール」が訴えてきた「権利擁
護」「異業種連携」「内部告発者保護」「コンプライアンス」
ということが福祉の分野で重要な概念として広がり、法的

な整備に繋がっていくという先進性の高い取り組みがされ
てきている。

３　成年後見への関わり
　「エール」は後見人の受任組織としての役割を持たず、
第三者後見人の対応が必要な事例には、仙台市が設置して
いる成年後見総合センター（仙台市社会福祉協議会内に設
置）内に用意されている「成年後見サポート推進協議会」
の場において、仙台市、同市社会福祉協議会や各専門職か
らなるメンバーが後見人候補者の推薦を依頼するための調
整役を担っていく仕組みをとっている。
　また、NPO 法人せんだい・みやぎ成年後見支援ネット
が組織化されているが、成年後見制度の社会化に向けた支
援や制度利用の支援を行うことを主な活動としながら、仙
台市外の困難事例や報酬付与の可能性のない事例の受任に
対応している。
　　
まとめとして
　高齢者も障がい者にとっての「本人の意向を尊重した自
己決定支援」をどのように進めるか、そして最善の支援と
は何かを求めながら、関係団体、専門職とのしっかりした
ネットワークを活かして、進められている姿に接すること
ができたことがこのたびの大きな成果と感じました。

（文責　理事 高橋）



　　　　　　　

「市民後見人入門講座」を開催
市民の立場で後見活動を担っていただく方を求めてい

ます。
大切な後見活動の役割を担う「市民による後見人」に

期待して、今年度も入門講座を開催しました。20 名の方
の受講がありました。

昨年度の受講者からのお声もあり、開講日は受講者に
わかりやすいよう毎木曜日とし、１講座 90 分、成年後見
支援の現場、実務に直接結びつく講座の内容としました。

入門講座プログラムは次のとおりです。

平成 27年度　盛岡市「市民後見人入門講座」プログラム

回数 日付 時間 科　目 内　　容 講　　師 会　場

１ 10月22日 
（木）

13：45～
15：15 ①成年後見制度概論 成年後見制度とは何か

後見人の倫理 盛岡家庭裁判所 裁判所書記官
紺野　実

プラザおでって
３階大会議室

15：30～
17：00

②権利擁護の考え方と
権利擁護を支える理念

旧来の理念と新しい理念との「調和」
ノーマライゼーション
自己決定の尊重と現有能力の活用

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

２ 10月29日 
（木）

13：30～
15：00 ③高齢者の諸制度

高齢者の諸制度
高齢者施策
介護保険制度、各種福祉サービス

盛岡市長寿社会課
盛岡市介護保険課
主事　芳賀山児氏 プラザおでって

３階大会議室
15：15～
16：45 ④障がい者の諸制度 障がい者の諸制度

障がい者総合支援法、各種福祉サービス
盛岡市障がい福祉課

副主幹兼自立支援係長　大森勉氏

３ 11月5日 
（木）

13：30～
15：00 ⑤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

社会福祉士会
医療ソーシャルワーカー

長田くみ子 盛岡市
総合福祉センター

３階こども会研修室15：15～
16：45 ⑥障がい者の理解 知的障がい、精神障がい等の理解 岩手大学 岩手大学名誉教授

鎌田　文聰

４ 11月12日 
（木）

13：30～
15：00 ⑦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

権利擁護センター
ぱあとなあ岩手

盛岡ブロック副委員長
関澤　裕子 プラザおでって

３階大会議室
15：15～
16：45 ⑧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

５ 11月19日 
（木）

13：30～
15：00

⑨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

プラザおでって
３階大会議室

15：15～
16：45

⑩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

岩手支部

岡田　秀治

６ 11月26日 
（木）

13：30～
16：15 ⑪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
プラザおでって
３階大会議室

市民後見入門講座に参加して
成年後見支援員　吉田勝秀

　平成 27 年 10 月 22 日～ 11 月 26 日の毎週木曜日、
計 6 回開催されました。毎回 90 分の講座が 2 科目実施
され、講師の方の熱のこもった大変参考になる内容でし
た。入門講座という事でしたが、新米の私にとっては、
かなり高度に感じられた部分もありました。
　後見人の役割として、家庭裁判所への申し立て審査と
決定、支援開始までの事務手続きを行うこと。また、関
係機関との連携、成年被後見人の財産を管理することな
どを知りました。
　さらに、常に本人の意思を最大限に尊重し、生活の質
を高め、質の改善を図る事の重要性を学びました。
　その為には、自分のアンテナの感度を高めて、外部か
ら見えない内面に入り込める能力を養わなければと強く

感じました。
　新しい盛岡市障がい者福祉計画の理念として『障がい
のある人もない人も相互に人格と個性を尊重しあう共生
社会の実現』を掲げています。
　私は、今年から後期高齢者の仲間入りをし、残された
燃料は少ないですが、後見人として共生社会実現に向け、
有効に燃焼させたいと思っております。

講座の一コマ



　　　　　　　

　成年後見センターもりおかでは、成年後見制度を知りた
い、制度の利用について相談したいとのご要望にお応えす
るため、いきいき岩手支援財団の助成を受け、「成年後見
出前講座・出前相談」を行っています。
　成年後見制度は、まだまだ馴染みが薄く、手続き等にも
複雑な面がありますが、多くの方々に、先ずは制度の概要
を理解していただくとともに、この制度の活用についてメ
リットや限界など、将来的なことも含めて学び考えること
は大切です。
　「出前講座・出前相談会」では、わかりやすく説明し必
要に応じて個別相談にも対応しております。具体的には、
出張により、介護事業所・福祉関係事業所、家族会の集ま
りなどにお伺いし、成年後見制度全般についてわかりやす
く説明するとともに、利用の相談もお受けしています。平
成 27 年度には、家族会の研修会、施設職員の研修会など、
盛岡地区、北上地区、二戸地区を中心に９カ所で実施して
おり、成年後見制度の重要性、制度を利用した場合の具体
的事項などについて理解を深めたという感想が寄せられて
います。
　成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなど
判断能力が十分ではない方の権利を守り生活を支える上
で、とても大切な仕組みです。出来るだけ多くの方々に制

度を知っていただき、必要な方に制度利用していただける
よう、ご要請があれば「出前」してご説明し、個別の相談
にも対応します。
　なお、当センターでは知的障がい者を対象とした成年後
見を受任しておりますが、出前講座・出前相談については、
認知症の方の成年後見を含め幅広く対応しております。4
～ 5 人程度の、少人数での勉強会の場などにもお邪魔い
たします。
　「出前講座・出前相談会」を希望される場合には、当セ
ンターまで電話でご連絡ください。

平成 28 年 2 月 9 日（火）、家事関係機関との連絡協議
会が開かれ、本会から石橋理事長、高橋理事が出席しまし
た。この会議は盛岡家庭裁判所が主催したもので、家事関
係機関として、岩手県（地域福祉課、長寿社会課、障がい
保険福祉課）、盛岡市（障がい福祉課、長寿社会課）、県及
び盛岡市社会福祉協議会、岩手弁護士会、県司法書士会や
県社会福祉士会等が出席しました。それぞれの立場で制度
の利用に関わってきている出席者から直面している問題点
の報告、指摘がされました。中でも、親族がいない方のた
めの市町村長申立や補助を受けなければ利用が困難な方へ

の報酬助成について、市町村の適用規準が明確でないこと
や対象者数が少ないなどの発言が目立ちました。

成年後見制度は平成 12 年 4 月に介護保険にあわせスタ
ートしましたが、この制度の利用が岩手県内では全国レベ
ルに比べて低いことが指摘されてきました。　

高齢者や障がい者が親族から孤立化し、虐待や権利侵害
等の問題が報じられる中で、どうすれば制度を利用しやす
く、また、利用を広めることができるか関係機関へ課題が
投げかけられた形となった。

家事関係機関との連絡協議会が開催されました
～　市町村長申立てや報酬助成が中心話題に　～

成年後見出前講座・出前相談について
― いきいき岩手支援財団助成事業を利用して ―

支援事例から学ぶ成年後見フォーラム
レベルアップ講座を開催しました

第１回 テーマ　「障がい者の相談支援」 講師　ヒソプ工房　阿部孝司氏
12 月 8 日（火）　
産ビル 7 階 5 号会議室

第２回 テーマ　「成年後見と契約」 講師　弁護士　石橋乙秀氏
1 月 18 日（月）　
産ビル 7 階 5 号会議室

第 3 回 テーマ　「相続について」 講師　司法書士　菅原葉子氏
2 月 17 日（水）　
第２産業会館２階会議室

後見センターの会員の方々が相談にすぐ役立つ学習を熱心に聴講いたしました。



ご支援ありがとうございます 大切なお知らせ

　成年後見制度の利用をおすすめします

成年後見制度の仕組み

判断能力が
日常的に
欠けている

成年後見人 保佐人 補助人

判断能力が
著しく
不十分

判断能力が
不十分

本人や親族、市町村長の申し立てで
家庭裁判所が支援する人を選任

● 成年後見の活用、申立てなどの相談。相談は無料です。
● 相談日　月曜日～金曜日　13 時～ 16 時（祝日、夏季・年末・年始休業日は休みます）

場　所　成年後見センターもりおか　事務所内
　　　　　　　（盛岡市菜園一丁目４番 10 号、第二産業会館３階）
　※　「広報もりおか（情報インデックス）」でも相談日をお知らせしています。

● 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。

成年後見についての相談を行なっています

　知的障がいをもっている方や認知症を抱え判断に
心配をもっている方の預貯金の管理や福祉サービ
ス、介護サービス等の利用契約等のため、成年後見
センターもりおかでは、成年後見制度の利用を進め
ています。ご本人を法的な根拠をもったシステムで
支援する制度です。
　この制度を利用するには、ご本人の住所地の家庭
裁判所に申立てして、ご本人を支援する人（後見人）

を選んでもらう手続きが必要です。
　家庭裁判所では、ご本人の判断する能力に応じて
権限が与えられた後見人が選ばれ、その後見人が、
ご本人の預貯金の管理や福祉サービス、介護サービ
ス等の利用契約等について支援に当たります。
　成年後見センターもりおかでは、制度の利用のこ
となどのご相談を行っています。
　まず、ご相談ください。
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　春がそこまで来ているのに寒かったりしている今、会報編集で事務

所に来てみると、忙しく相談や後見事務手続きに追われています。「後

見センターもりおか」の受任は 20 件、相談件数は 100 件を超え、最近、

市民に関心がもたれてきたと感じています。

　このことは、ますます会報の重要性に鑑み、少ない紙面の中に「後

見センターもりおか」の活動を如何にお知らせしていくかが大切と考

えている今日この頃です。　　　　　　　　　　　　　　　　（榊　記）


