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　昨年度からの新型コロナウイルスで我国も含め世界

中が大きな影響を受けています。当法人も新型コロナ

ウイルスで大きな影響を受けており、昨年５市町から

受託した盛岡広域成年後見センター（中核機関）の開

所式が中止になりました。しかし、コロナ禍の中でも、

当法人は、研修会、講演会及びネットワーク会議等を

精力的に行い、外部の人に驚かれました。2021年度

も活発な企画を考案し、感染対策を徹底しながらでき

るだけ多くのことを行っていこうと思っています。

　ところで、法人後見につきましては、新型コロナの

ワクチン接種について、本人への説明、本人の意思確

認等初めてのことで手探り状態で対応してきました。

ワクチン接種が本人に対する医学的な身体の侵襲行為

ということで後見人等としてどう関与するかが大きな

課題でした。厚労省の「新型コロナウイルス接種におけ

る後見人等の役割について」と題する情報提供を参考

にしながら行いました。例えば、予診票への署名はど

うするのか。後見人が法人なので法人名だけでよいの

か等些細なことにも神経を使いながら行ってきました。

　また、当法人は着実に受任件数を増やし、現在は親

族との複数後見も含めて28件行っていますが、岩手県

内では法人後見を行う団体が増加してきました。資力

のない人の後見や後見人のなり手が少ない地域での後

見において、法人後見の必要性及び重要性が認識され

てきたものと思われます。そこで、当法人では、岩手

県内の法人後見を行っている団体に声掛けをして法人

後見に関する情報交換等を行うことを考えています。

　盛岡広域成年後見センターの関係では、相談業務が

増加してきました。当方からの自宅や病院等への訪問

相談も含めて益々相談件数が増加していくものと思わ

れます。また、申立支援業務も増加し、申立書作成の

援助及び裁判所への付き添いが今後益々増加していく

ものと思われます。更に、2020年度に引き続き病院

等関係機関等への訪問と関係機関の実務者との協議を

行っていきたいと思っています。現場を知ることが

もっとも大切であるという信念をもって行っていきた

いと思います。

　当法人は、後見人の支援も行っています。当初は後

見人となった親族を支援することを念頭においていた

のですが、市民後見人が５市町で12名誕生し、市民

後見人の支援も重要な業務になってきました。市民後

見人に集まってもらって情報交換する場を引き続き

もっていきたいと思っています。後見人のうち専門職

後見人と言われるのは弁護士、司法書士及び社会福祉

士ですが、専門職後見人に対する苦情の相談があった

り、当法人で昨年専門職後見人に対するアンケートを

行ったところ後見業務を無報酬で行っている件数が相

当多いことも分かりました。専門職後見人に関する情

報交換等を行うために、初めての試みですが専門職後

見人との懇談会を行うことを考えています。また、行

政書士会及び社会保険労務士会等も組織を挙げて成年

後見に取り組む体制を作っておられるようです。成年

後見人のなり手不足は深刻であり、これらの団体も含

めて懇談会を開催したいと考えています。

成年後見センターもりおか  理事長　石　橋　乙　秀　　　



２０２０年度の活動を終えて

２０２１年度第13回通常総会を開催

　2021年５月22日（土）通常総会が開催され2020年
度の事業報告、活動計算書が承認されました。

　また、2021年度の事業計画、活動予算が承認され
ました。

◆ 特定非営利活動事業に係る貸借対照表及び活動計算書

　2020年度は、これまでのとおり法人後見を組織の
特徴を活かしながら、新たに受任した１名を加え25
名の知的障がいの方を対象に、本人の思いや生活を大
切にして後見人としての業務を実施しました。また、
５市町が共同で設置した盛岡広域成年後年センターの
運営業務を受託しました。成年後見制度が「利用しや
すく、利用してよかった」と受け止めてもらえるよう
関係機関とのネットワークづくりに取り組みました。
１．法人後見業務
　 　25名ひとり一人に支援スタッフ２、３名のチー

ムをつくり、できるだけ本人との面会などを通して
生活状況の把握に努めました。月例のスタッフ会議
での支援活動の点検を行うとともに、運営委員会、
弁護士の助言をいただきました。

　 　コロナ禍のなか感染拡大防止のため、本人との面
会が強く制限されました。

２．盛岡広域成年後見センターの運営業務
　 　特に広報・啓発や相談業務を重点に、成年後見講

演会・研修会、出前講座、パンフレット等の配布な
どや、自宅・施設等への訪問も取り入れ相談業務を
実施しました。ウイルス感染拡大防止に努めながら、
予定した運営業務を実施することができました。

科　目　・　摘　要 金　額（単位：円）
Ⅰ　資産の部 
　１　流動資産 
　　　　現金預金 
　　　　　現　　金 0 
　　　　　普通預金
　　　　　　東北銀行 818,475 
　　　　　　岩手銀行 168,200 
　　　　　通常貯金 4,962,473 
　　　　　郵便振替貯金 3,000 
　　　　短期差入保証金 1,214,950 
　　　　未 収 金 405,250 
　　　　立 替 金 21,708 
　　流動資産合計 7,594,056 
　２　固定資産
　　　　土　　地
　　　　建　　物
　　　　車両運搬具
　　　　備　　品
　　　　経営安定化積立金 3,000,000 
　　固定資産合計 3,000,000 
　　資  産  合  計 10,594,056 
Ⅱ　負債の部 
　１　流動負債
　　　　未 払 金 1,421,149 
　　　　預 り 金
　　　　前 受 金
　　流動負債合計 1,421,149 
　２　固定負債 
　　負  債  合  計 1,421,149 
Ⅲ　正味財産の部 
　　　前期繰越正味財産 7,829,216 
　　　当期正味財産増加額 1,343,691 
　　正味財産合計 9,172,907 
　　負債及び正味財産合計 10,594,056 

科　目
２０２０年度決算 ( 円）

総 合
（A+B+C）

本 部 会 計
（A）

後 見 事 業
会計（B）

受 託 事 業
会計（Ｃ）

Ⅰ経常収益
　１　受取会費
　　　　正会員会費 140,000 140,000
　　　　賛助会員会費 381,000 381,000
　２　受取寄付金　
　　　　受取寄付金 1,570,917 1,570,917
　３　受取補助金
　　　　受取補助金 77,791 77,791
　４　受託料受取委託料 19,129,000 19,129,000
　５　成年後見事業収益 6,099,000 6,099,000
　６　受取利息 158 138 6 14
　７　雑収益

経常収益　計 27,397,866 2,169,846 6,099,006 19,129,014
Ⅱ　経常費用 
　１　事業費 
　　（１）人件費

　給料手当 11,596,466 11,596,466
　法定福利費 719,034 719,034
　福利厚生費 69,146 56,676 12,470
　人件費　計 12,384,646 56,676 12,327,970

　　（２）その他経費
　報　酬 3,362,340 109,864 3,252,476
　諸謝金 910,618 910,618
　印刷製本費 901,047 5,890 54,835 840,322
　会議費 12,336 1,296 11,040
　旅費交通費 919,263 6,820 769,004 143,439
　通信運搬費 788,097 17,292 208,093 562,712
　消耗品費 704,015 103,964 107,748 492,303
　修繕費
　水道光熱費 830,776 28,065 252,578 550,133
　家   賃 2,529,760 75,893 683,035 1,770,832
　賃借料 19,800 19,800
　保険料 369,530 369,530
　諸会費 20,000 20,000
　租税公課 18,400 18,400
　研修費
　図書研究費 44,714 4,100 40,614
　支払手数料 139,677 2,993 18,604 118,080
　使用料 759,288 7,031 76,380 675,877
　リース料 268,510 2,120 19,066 247,324
　雑費 693,060 159,572 30,472 503,016
　その他経費　計 13,291,231 539,504 5,885,417 6,866,310
　事業費　計 25,675,877 539,504 5,942,093 19,194,280

　２　管理費
　印刷製本費 77,000 77,000
　会議費　　 46,856 46,856
　旅費交通費 62,620 62,620
　通信運搬費 103,631 103,631
　交際費
　租税公課　
　支払手数料
　振替手数料 16,191 16,191
　雑　費
　管理費　計 306,298 306,298
経常経費　計 25,982,175 845,802 5,942,093 19,194,280

　当期経常増減額 1,415,691 1,324,044 156,913 △ 65,266
Ⅲ　経常外収益
Ⅳ　経常外費用
　　経理区分振替額 0 △ 65,266 65,266
　　税引前当期正味財産増減額 1,415,691 1,258,778 156,913 0
　　法人税、住民税及び事業税 72,000
　　当期正味財産増減額 1,415,691 1,258,778 84,913
　　前期繰越正味財産額 9,595,648 9,595,648 △ 1,766,432
　　次期繰越正味財産額 11,011,339 10,854,426 △ 1,681,519

2020年度会計  活動計算書 
2020年４月１日から2021年３月31日まで

2020年度会計  貸借対照表　 　 　2021年３月31日　現在



新型コロナワクチン接種への取組みについて

　感染症の発症・重症化を予防することを目的とした
ワクチン接種、強制ではなく本人の意思にもとづいて
行うよう接種がすすめられています。
　私たち（法人）が後見人となっている本人の多くが、
自身でものごとを選択し自身でものごとを決めること
が不得手です。予防接種のことを理解できるように本
人へ説明し、本人の意思を確認するにはどのように手
を尽くせばよいのだろうか。私たちはこの予防接種を
大きな課題と受け止め、３月から何度も話し合いを繰
り返しました。　
　これまで経験したことがない予防接種が日本中です
すめられていますが、ワクチンに「不明なことも多く、
絶対に安全とは言えない」とも伝えられる中、いろい
ろな疾患をあわせ持っている本人の健康への影響がな
いのだろうか。私たちはなかなか結論が見いだせない
話し合いが続きました。
　私たちは、こうして何度も話し合ったことを活かし、

― Ｔさん ―
　第１号のワクチン接種はＡ施設入所中のＴさんでし
た。Ｔさんは、聴覚障がいがありますが、これまでの
関わりの中で感じることは、編み物、塗り絵、手話な
ど趣味が豊富で、おしゃれをすることが大好きで、セ
ンスがよいということです。
　接種の意思確認は、筆談で可能でした。接種の数日
前、デイサービスから帰宅後に施設に伺い、施設職員
の方にも同席していただき、筆談で接種の意思確認を
しました。本人は、こちらが用意した説明文を、隅か
ら隅までうなずきながら読まれました。その上で、「接
種を受けますか」の問い（筆談）に、「うん、うん」とう

― Ｋさん ―
　二人目の方は、Ｂ施設入所中のＫさん。インフルエ
ンザ予防の面会禁止と重なって１年半ぶりの面会でし
た。面会室の前で手を振って「しばらく！会いたかっ
た～」と再会を喜んで２名の支援員を迎えてくれまし
た。とても良い笑顔でこちらの予防接種の説明を納得
してくださいました。

　１週間後、支援員は施設内での接種に立ち合い、30
分の待機時間を無事終えて３週間後の次の再会を約束
して別れてきました。

厚労省の指針も参考にして、予防接種の対応について、
①支援スタッフが施設や病院の方とともに本人へ丁寧
にしっかり説明すること、②意思の確認が難しい方の
場合には、施設や病院の方の協力をいただきながら判
断すること。そしてその状況を記録しておくこと、③
その上で、予防接種の同意の署名は、「成年後見セン
ターもりおか」 とすることにしました。
　施設や病院では面会できない状態がつづき、本人へ
の説明がままならない中で、施設や病院のしっかりと
した感染予防対策を受けながら、説明し、意思確認を
すすめることができました。接種の当日は、会場に立
会い、経過も見守りすることもできました。
　これまで２回の接種を終えられたお二人の様子をお
知らせしましましょう。

　予防接種はまだ途上ですが、ご協力をいただいた施
設や病院の皆さん方のご協力に感謝を申し上げます。
　
なずきました。
　接種は、施設近くのかかり付けの医院で、施設職員
と当法人の支援員２名が立ち合いました。接種、予後
観察とも、何事もなく終えました。
　２回目の接種は、１回目と同様に施設に伺い、「２
回目は副反応が強く出る場合があるそうです。具合が
悪くなったら、施設の職員さんに知らせてくださいね」
とお伝えしました。接種は、無事に終わり、翌日にそ
の後の体調について施設に確認したところ、「何事も
なく元気にデイサービスに行きましたよ」とお答えを
頂き、２回の接種が無事終わったことに胸をなでおろ
しました。

　支援員として協力させてもらうようになり一年に
なります。身体的介助と様々な支援を必要とする息
子がいる私は、避けて通れるものなら…と思いつつ
も「親亡き後」を考えながらの日々です。先日、高齢
の母と障がいのある娘さんの二人で暮らす方に会
い、「私は大丈夫、娘をよろしく」と母。「お母さん

が心配だから私のショートステイを増やしたい」と
娘。子も親を心配し深く想っているという事に気付
かされました。後見活動を通しながらご本人、家族
の安心が少しでも増える支援をしたいと改めて感じ
ています。

　支援員　桐　明　瑞　穂  

「何度も話し合い・手探りで予防接種」に対応

新メンバーの紹介



　本会は、社会貢献活動として成年後見制度が広く活用

されるよう、普及や相談、申立支援などを行っています。

　令和２年４月から、広域センター事業の受託を始め

ました。より一層、成年後見制度活動が促進されるよう、

賛助会員、寄付者を広く募集しています。

　ご支援をいただける方は事務局までご連絡ください。

　また、お近くの郵便局で、窓口に配置してある「払

込取扱票」をご利用の上、お振込みいただけます。

銀　行　名：ゆうちょ銀行

記号と番号：02260－１－106722

口 座 名 義：NPO法人　成年後見センターもりおか

※恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。

賛助会員・寄付者を募集しております

賛助会員会費（年間）

1 口　３，０００円

ご支援をいただいた皆さま   〔五十音順〕

特定非営利活動法人　あいづ安心ネット
株式会社ＩＢＣ岩手放送 　

岩手県高等学校教職員組合

社会福祉法人　岩手更生会　緑生園

社会福祉法人　岩手しいの木会

岩手トヨペット株式会社

エクナ株式会社

（医）岡村歯科医院

株式会社　久慈設計

自治労岩手県本部

消費者信用生活協同組合

株式会社杜陵印刷

日本労働組合総連合会岩手県連合会

ネッツトヨタ岩手株式会社

株式会社盛岡総合ビルメンテナンス

森永乳業株式会社　盛岡工場

特定非営利活動法人　六等星

ご支援ありがとうございましたご支援ありがとうございました 2020 年度中に寄付金・賛助会費・
助成金をいただいた皆さま

赤澤　眞一

浅沼　秀夫

阿部　勝子

石川　菊江

石川　民平

石橋　乙秀

石橋　和子

一井　憲一

一条　邦夫

伊藤　裕子

植田　健稔

及川　修子

大沢　英夫

大野　耕平

小笠原吉男

小川総一郎

柏木　牧子

加藤　義男

桐生　一子

久慈林榮次

工藤　　努

工藤　房夫

工藤　雅夫

工藤由美子

熊谷　　太

黒田　大介

事崎　由男

小松　　晃

齊藤　一子

佐久山　衛

佐々木　茂

笹木　　正

佐藤　恒彦

阿部　栄一

佐藤　文円

佐藤　洋子

澤田　眞子

柴田　裕幸

下屋敷正樹

菅原　栄造

鈴木　　昭

鈴木　康友

瀬川　岩夫

外崎　英子

外崎　菊敏

高橋　享孝

髙瀬　直子

高橋　フサ

髙橋　靖枝

髙橋　安夫

高橋　　縁

瀧野　常實

竹ケ原和枝

田中美智子

玉山　保子

千葉　健一

千葉　　茂

千葉　紀穂

千葉マリ子

綱取　　猛

土居　和喜

中川　久功

中川由美子

中屋　重正

成ケ澤和夫

畠山　将樹

畑中　裕子

花松　行雄

早坂　修二

晴山　キミ

平野　律子

藤井　永子

藤井　禧勝

藤原　敦子

松草　輝子

三浦　敏子

三島　　勲

森　　園子

森田　友明

八重樫佳子

八重樫信子

矢羽々恵子

山内　和子

山内キミエ

山内　敏夫

山口　京子

油井由紀子

吉川　達男

吉田　秀勝

吉田　和弘

吉田　勝秀

吉田美智子

吉田　隆一

米澤由紀子

つ ぶ や き
　昨年は、私事で春を楽しめずに終わってしまったの
ですが、今年は、岩手公園の桜群を、センターの窓か
ら１ヵ月近く楽しむことができました。
　グレーの石垣に華やかなピンク色が映える中、心弾
ませて新年度を迎えました。50年来の友人Ｋ子さん
と｢こんなに歩けなかったかねぇ｣とつぶやきながらの
散歩も、嬉しい春となりました。
　後見センターの存在が地域に認められていくに従
い、事務所を訪れたり、電話でお話くださる方が、と
ても増えました。
　知的障がい者を対象に活動してきた10年余の活動
の中では無かった相談内容に、悲しいかな、私の力で

は及ばない。そんなもどかしさを感じながら多岐に亘
る相談に、それが、人の生であり、悩みであり、事件
なんだと深く思う日々です。センターには、どんな相
談でも正面から受け、的確なアドバイスで道筋を示す
頼もしいスタッフが揃っていることを、あらためてお
伝えしたいと思います。
　障がいを抱える人の親が、年々老いて、今まで出来
ていたことも億劫になり、自分の判断力、健康、記憶
力に不安を覚えるこの頃、複雑な心境ではありますが、
だからこそ、みんなで一緒に、子達のこれからの事を
考えて参りましょう。

（土居）


