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　新型コロナウイルスの収束がまだまだ見え

ませんが、少しずつ社会活動が活発になって

きました。当法人も昨年度は、残念ながら専

門職向けの研修会等はできませんでしたが、

地域ネットワーク協議会、実務者ネットワー

ク会議、弁護士会等６つの専門職団体との協

議会、県内の法人後見を担う団体との協議会

等は予定通り行うことができました。

　また、昨年度は国レベルの話しでは、成年

後見制度利用促進法に基づく成年後見制度利

用促進計画の最終年度であり、各地域で中核

機関の設置等が行われました。そして、本年

３月には第二期基本計画が閣議決定されまし

た。第一期基本計画の課題として、後見制度

の利用が硬直的であまり利用されていないこ

と、本人の意思を尊重しない場合があること、

市町村により報酬助成制度の実施状況が異な

ること、行政、福祉、法律専門職、家庭裁判

所の地域連携ネットワークの整備が進んでい

ないこと、制度のニーズ増に対応する担い手

の確保が挙げられました。

　そして、第二期基本計画では地域共生社会

の実現に向けて権利擁護支援策の総合的な充

実、成年後見制度の運用の改善、地域ネット

ワークの推進が謳われました。

　当法人は、ご本人の意思を尊重し、アウト

リーチによる相談等を行い、積極的に申立支

援をし、市民後見人の育成をし、法人後見を

担う団体との協議をし、家庭裁判所、専門職

及び関係機関の連携を図ってきました。第二

期基本計画は当法人が目指す方向と同じであ

り、これまで行ってきたことが正しかったと

いう認識を新たにしました。

　ところで、当法人は、共生社会の実現を目

指して成年後見制度を位置づけてきました。

国レベルで、権利擁護支援という言い方をし

ていますが、共生社会の実現ために成年後見

制度を位置づけてきたのはすばらしいことだ

と思います。私は、単なる権利擁護ではなく、

人権擁護が共生社会の実現に必要であると考

えていますが、当法人は、成年後見制度に関

わっていきながら、高齢者、精神障害者、知

的障害者等の判断能力の不十分な方々の人権

を擁護し、共生社会を目指して引き続き活動

していき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　　



２０２１年度の活動を終えて

第14回通常総会を開催しました

　2022年５月21日（土）通常総会が開催され、2021
年度の事業実績、活動計算書が承認されました。また、
2022年度の事業計画（案）、活動予算（案）が承認され
ました。２２年度から本センターは消費税の納税が始
まることになり、簡易課税方式を選択して納税事務の

軽減を図ることになりました。今後、消費税が会計を
圧迫することになりますので、新規の受任をすすめる
とともに、経費の見直し縮減を行い、健全な事業運営
に努めることとしました。役員の任期満了に伴い、理
事７名、監事２名が選任されました。

◆�特定非営利活動事業に係る貸借対照表及び活動計算書

　新たに１名（後見類型）を受任し26名の方の支援を行い
ました。新型コロナウイルスの感染が収束の見通しが立
たない中、感染防止のために施設や病院などでの本人と
の面会が強く制限されましたが、定期の施設訪問等を通
じ、施設職員との情報交換により支援を進めました。
　また、盛岡広域（５市町）が設置した盛岡広域成年後見
センター運営業務２年目。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、特に「相談」
や「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
　�　26名のひとり一人に支援スタッフ２，３名のチーム
を編成し、本人との面会などを通じて健康・生活状況
の把握に努めました。新型コロナウイルス感染防止の
ため、利用施設、医療機関と連携して３回に及ぶ予防
接種の支援を行いました。

２．盛岡広域成年後見センターの運営業務
　�　広報・啓発、相談業務、関係機関とのネットワーク
づくりを重点にして、パンフレットの配布、講演会、
研修会、出前講座の開催などに取組み、相談件数が
前年度に比較し大幅に増加しました。

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
　　　　　普通預金
　　　　　　東北銀行 818,483
　　　　　　岩手銀行 268,200
　　　　　通常貯金 3,859,906
　　　　　郵便振替貯金 19,800
　　　　短期差入保証金 1,137,400
　　　　未 収 金� 120,000
　　　　立 替 金 23,395
　　流動資産合計 6,247,184
　２　固定資産
　　　　土　　地
　　　　建　　物
　　　　車両運搬具
　　　　什器備品 695,328
　　　　経営安定化積立金 3,000,000
　　固定資産合計 3,395,328
　　資産合計 9,942,512
Ⅱ　負債の部�
　１　流動負債
　　　　未 払 金 1,095,797
　　　　未 払 法 人 税 72,000
　　　　預 り 金
　　　　前 受 金
　　流動負債合計 1,167,797
　２　固定負債�
　　負債合計 1,167,797
Ⅲ　正味財産の部�
　　　前期繰越正味財産 9,172,907
　　　当期正味財産増加額 △398,192
　　正味財産合計 8,774,715
　　負債及び正味財産合計 9,942,512

科　目
２０２１年度決算 (円） 2021年度

本部会計
（A）

事業会計
（B）

受託事業
会計（Ｃ）

総 合
（A+B+C） 予　算

Ⅰ　経常収益
　１　受取会費
　　　　正会員会費 140,000 140,000 140,000
　　　　賛助会員会費 351,000 351,000 300,000
　２　受取寄付金
　　　　受取寄付金 1,223,940 1,223,940 500,000
　３　受取助成金
　　　　受取助成金
　４　受託料 18,380,000 18,380,000 22,748,000
　５　成年後見事業収益 5,516,000 5,516,000 6,100,000
　　　　事務遂行料 8,824 8,824
　６　受取利息 52 11 41 104
　７　雑収益 2,000 4,500 6,500
　８　経理区分間雑収益 123,000
経常収益　計 1,716,992 5,524,835 18,384,541 25,626,368 29,788,000
Ⅱ　経常費用
　１　事業費
　　⑴人件費
　給料手当 11,694,246 11,694,246 14,661,240
　法定福利費 1,247,401 1,247,401 1,270,000
　福利厚生費 59,587 10,455 70,042 117,000
　人件費　計 59,587 12,952,102 13,011,689 16,048,240

　　⑵その他経費
　報　酬 877,476 2,701,424 3,578,900 3,410,000
　諸謝金 22,000 650,300 672,300 1,084,600
　印刷製本費 1,100 9,900 119,650 130,650 16,500
　会議費 1,188 1,188 13,000
　旅費交通費 10,360 998,628 59,688 1,068,676 969,000
　通信運搬費 9,486 161,852 326,919 498,257 496,384
　備品費
　消耗品費 13,510 99,524 658,435 771,469 1,540,136
　修繕費
　水道光熱費 27,398 246,593 639,317 913,308 889,000
　家賃 75,240 677,160 1,755,600 2,508,000 2,521,600
　賃借料 19,800 19,800 20,000
　保険料 464,630 464,630 370,000
　諸会費 20,000 20,000 20,000
　租税公課 600 94,700 95,300 19,000
　研修費 15,010 15,010 173,000
　図書研究費 17,976 17,976 5,000
　支払手数料 1,226 21,670 27,563 50,459 52,000
　使用料 34,682 122,829 840,803 998,314 1,065,500
　経理区分間使用料 123,000
　リース料 4,430 39,823 361,977 406,230 393,040
　減価償却費 347,142 347,142 350,000
　雑費 70,000
　その他経費　計 1,422,650 5,714,707 5,440,252 12,577,609 13,600,760
　事業費　計 1,422,650 5,774,294 18,392,354 25,589,298 29,649,000

　２　管理費
　印刷製本費 80,575 80,575 78,000
　会議費　　 4,819 4,819 5,000
　旅費交通費 107,920 107,920 100,000
　通信運搬費 99,139 99,139 110,000
　交際費 10,000 10,000 10,000
　租税公課　
　支払手数料
　使用料 45,540 45,540 35,000
　振替手数料 15,269 15,269 17,000
　雑　費
　管理費　計 363,262 363,262 355,000
経常経費　計 1,785,912 5,774,294 18,392,354 25,952,560 30,004,000

　当期経常増減額 △68,920 △ 249,459 △ 7,813 △ 326,192 △ 216,000
Ⅲ　経常外収益 0
Ⅳ　経常外費用 0
　　経理区分振替額 0
　　税引前当期正味財産増減額 △ 68,920 △ 249,459 △ 7,813 △ 326,192 △ 216,000
　　法人税、住民税及び事業税 72,000 72,000 72,000
　　当期正味財産増減額 △ 68,920 △ 321,459 △ 7,813 △ 398,192 △ 288,000
　　前期繰越正味財産額 10,919,692 △1,681,519 △ 65,266 9,172,907 9,172,907
　　次期繰越正味財産額 10,850,772 △ 2,002,978 △ 73,079 8,774,715 8,884,907

2021年度会計活動計算書
2021年４月１日から2022年３月31日まで

2021年度会計貸借対照表　　　2022年３月31日　現在



新しい理事・監事が選任され、新体制がスタートしました

　２０２１年の成年後見制度の「申立件数」「申立人と本人との関係」「申立ての動機」「成年後見人等」など

をとりまとめた全国の概況が、今年３月最高裁判所から公表されました。

　この資料から最新の成年後見制度の動向の一部を見てみましょう。

◦申立件数　新規の申立件数が３９，８０９件で、うち「後見開始」の申立てが７０％を占めていますが、
「保佐開始」「補助開始」が後見開始の増加率を上回ってきている。

◦申立人と本人との関係　申立人は、「市区町村長」が最も多く２３．３％を占め、この割合は増加の傾向
をたどっている。

◦申立の動機　主な申立の動機は「預貯金等の管理・解約」が３２．９％で最も多いが、　「身上保護」が
２４．４％となっていて、この身上保護を動機とする申立ての割合が増えきている。

◦成年後見人等と本人との関係　成年後見人等に選ばれた者の８０．２％が司法書士、弁護士、社会福祉
士。行政書士などの「親族以外」で、「親族」の１９．８％を大きく上回っている。　

　　なお、親族を候補者として申立てた割合は２３．９％とされている。

　概要の詳細は、最高裁判所ホームページをご覧ください。

　�＜資料：成年後見関係事件の概況　令和３年１月～１２月、最高裁判所事務総局家庭局≫

　２０２０年６月に退職後、盛岡市民後見人養成講

座を受講し、昨年３月に盛岡市長申立による後見活

動を司法書士の専門職の方と受任し、複数後見のス

タイルで活動開始となりました。昨年の９月に被後

見人の急死により、約半年間の後見活動は終了する

事となりました。受任から死後事務までの様々な対

応、裁判所への報告、遺族への財産引き渡し等々、

集中して経験できたことは今後の後見活動において

大変貴重な経験となりました。

　今年の一月より、支援員としてセンタースタッフ

の一員として活動をしております。普段は当番日に

電話番や郵便物開封処理、被後見人の面会活動を先

輩担当者と共に行っています。

　今後は、信頼と安心を持って頂けるような権利擁

護支援の実践者である後見人を目指し、学習と研鑽

を重ねてまいります。

　支援員　齋　藤　文　憲　

理 事 長 石橋　乙秀（再任） 理 　 事 須藤　礼子（新任） 監　　 事 加藤　義男（再任）

理 　 事 熊谷　聡美（新任） 理 　 事 髙橋　安夫（再任） 監　　 事 三田　哲雄（再任）

理 　 事 齊藤　芳弘（再任） 理 　 事 土居るり子（再任） ２名

理 　 事 笹木　正（再任） ７名

◆ 全国の成年後見制度の利用の概況 ◆

任期は、２０２４年５月３１日までの２年です。

新メンバーの紹介

スタッフの行動指針を作成中

　後見センターを立ち上げた初代メンバーの思いを実

現させてから10余年を経て、今、多くの新しいスタッ

フを迎え、共に活動しております。近隣の市町村の方々

にも、成年後見センターの存在が認められてきたとこ

ろで、実際に、現場で被後見人の方々と直に接する

ボランティアスタッフの態度、言動が、センターの働

きを現し、その意義を広めていく、とても重要なポイ

ントとなってくると思われます。私たちと被後見人の

方々とは、馴れ合いにならず、よそよそしくでもなく、

もちろん、上下関係にはならないように、被後見人の

方々に深く信頼感を持って、信頼を得ていくように接

していく事を目指して、その基本となるスタッフの行

動指針を考えていこうと思っております。

（土居るり子）



　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。

　２０２０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。

　なお、賛助会員会費、寄付金は、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・寄付者を募集しています

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〕

株式会社　アイビーシー岩手放送
岩手銀行大通支店

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

医療法人岡村歯科医院

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

株式会社昭和建設

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ご支援ありがとうございました 2021年度中に寄付金・賛助会費を
いただいた皆さま

赤澤　眞一

浅沼　秀夫

阿部　栄一

阿部　勝子

阿部　武美

石川　菊江

石川　正美

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

小笠原吉男

小川総一郎

柏木　牧子

菊池　　潤

桐明　瑞穂

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

齋藤　文憲

佐久山　衛

佐々木京子

佐々木　全

笹木　　正

佐藤　恒彦

佐藤　文円

佐藤　洋子

猿舘　　寛

澤田　眞子

柴田　裕幸

須藤　礼子

菅原　栄造

鈴木　康友

瀬川　岩夫

外崎　英子

外崎　菊敏

髙瀬　直子

高橋　　縁

高橋　享孝

高橋　フサ

髙橋　安夫

瀧野　常實

竹ケ原和枝

田中美智子

玉山　保子

千葉　　茂

千葉　紀穂

綱取　　猛

土居　和喜

中軽米京子

中川　久功

中川由美子

畠山　将樹

畑中　裕子

花松　行雄

原田　信子

晴山　キミ

平野　律子

藤井　永子

藤井　禧勝

藤原　敦子

米田　美里

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　大輔

吉田　直哉

吉田美智子

吉田　隆一

米澤由紀子

つ ぶ や き

　会報２７号の編集も終り、原稿を印刷会社に回して、

ほっとしている中、まわりは、コロナ感染最多のニュー

スに、とまどっています。

　後見センターもりおかでの仕事は、被後見人さんへ

の訪問は大切な身上保護の一つとしています。月一回、

本人の生活や心身の様子など観察して、支援していま

すので、このコロナ禍の訪問には気をつかいます。

　令和４年度は、新しい支援員も増え、毎月のスタッ

フ会議においても、活発に発言される様子に、ほっと

していますと共に、あまりキバルことなく、ゆっくり、

ゆっくり前進してほしいと思います。


