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成年後見部会の活動と今後の課題     成年後見部会  梶田  紀子  
 

皆様、こんにちは。今回はとかく難しいと思われ

がちな「成年後見制度」とは何かを中心に、当成年

後見部会の活動および今の課題等を簡単にご報告

したいと思います。 

成年後見制度は、判断能力が不十分なために医療

や福祉・介護のための契約を結ぶことや不動産・預

貯金などの財産を適切に管理することが困難な方

のために、成年後見人等がご本人の判断能力を補い、

ご本人の利益に沿って法的に支援する制度です。 

成年後見制度は大きく分けると、判断能力が不十

分になる前の「任意後見制度」と判断能力が不十分

な方が利用する「法定後見制度」があります。当

NPO が平成18年から担当しているのはこの法定

後見ですが、法人として後見人を務めているのは、

当時も現在も社協等を除けば珍しく、県下でも注目

されています。 

法定後見制度は、判断能力の程度などご本人の事情

に応じて制度を利用できるよう程度の重い順に「後

見」「保佐」「補助」の３類型に分かれています。現

在私たちの被後見人は後見5名・保佐3名です。 

財産管理と身上監護が、成年後見人の大きな仕事

ですが、家庭裁判所によって選任された成年後見人

や保佐人には、ご本人の意思を尊重し、かつご本人

の心身の状態や生活状況に配慮しながら、ご本人の

財産を守り支援してゆく義務があります。当 NPO

でも、負債清算の手続きを法テラスの弁護士に依頼

したり、相続により発生する財産搾取や不利益が無

かったか、過去にさかのぼって丁寧に確認もしてい

ます。後見人の仕事は、財産管理や契約などの法律

行為に限られており、実際の介護など事実行為は、

一般的に後見人の仕事ではありません。が、私たち

はご本人への理解をより深め、ご本人の将来の幸せ

に繋がると考えられることは、報酬とは無縁のボラ

ンティア活動として捉え、身上監護の充実に努めて

います。毎月行なわれる施設の家族会やその他の行

事でご本人たちを見守り、その嬉しそうな笑顔を見

ることが私たちの生き甲斐です。 

現在諸施設では、「地域移行」が課題の一つです。

大型施設からグループホーム等に移行して、障がい

者であっても自立と自由の確保されたいわゆる普

通の生活を送るべきということは、もう随分以前か

ら言われています。地域移行は基本的には非常に望

ましい事ですが、公的支援に加え、ご本人の資質と

管理（世話）人の資質が問われる要件です。後見人

としては被後見人の利益にかなう対応をしっかり

考えたいと思います。 

一方、当NPO成年後見部会の課題は、何をおい

ても会員の増強です。 

成年後見活動を発展させるためには、新入部会員の

確保が急務です。新しいスタッフ養成には研修時間

と費用が掛かりますが、被後見人の一生に寄り添え

る責任ある仕事を自覚して対処のできる方が必須

条件と捉えています。 

 また、平成 24 年 4 月 1 日より国から市町村長

に権限が移譲され、市民後見人の養成を強化し、地

域における市民後見人の活動推進事業を支援する

方向に転換しました。もとより市民目線を大切に身

上監護に当たって来た私たちは勿論大歓迎で、地元

での養成講座の開催を期待しつつ、市社協と共に後

見人を強化する活動

にも参画していきた

いと願っています。 
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残暑お見舞い申し上げます。 

今年の夏は猛暑が続きましたが、 

各コミュニティごとに夏休みならでは 

の、楽しい行事を計画してすごしています。 

保護者の皆さまには、７月に開催した 

保護者会にお忙しい中を多数ご出席して 

頂きありがとうございました。 

当日は親子で参加し、4月～6月の児童の様子 

をスライドで観たり、自己紹介では児童から、 

お母さんの好きな所を教えてもらいました。 

用意した軽食も一緒に食べて、楽しいひととき 

をすごしました 
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お忙しい活動の中、伊勢原北地区の民生委員 

児童福祉専門部会の6名が児童と一緒に遊んで 

下さいました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重曹を使って除湿剤づくり 

◆ ナン作り初体験 ◆    ◆ わ～すごい！！ ◆ 

【伊勢原第２】 
    

 

 

 

 

 

 

 

児童コミュニティクラブ 

活  動  報  告  

◆ ともだち座 ◆     ◆ ここだよ！ ◆ 

【比々多第１】 

 

                  

 

 

 

◆ がんばれ～ ◆     ◆ 何匹とれた？ ◆ 

【伊勢原第１】 

8/2 グループにわかれて、スイカ割り・当てくじ・金魚す

くいをして、夏らしい行事を楽しみました♪ 

 

 

 

 

◆ 鳥海さん！ここ教えてくださ～い ◆ 

【比々多第２】 

夏休み中の月・金曜日にボランティアさんが学習指導。 

初めての試みなので宿題を中心に見てもらっています。 

 

 

 

 

保 護 者 会 を 開 催 ！ 

 

8/3 ともだち座の山岸さん

荻野さんが、詩・紙芝居と 

「三枚のおふだ」を演じてく

れました。 

8/8 夏祭りで流しそう

めんや、スイカ割りをし

て楽しみました。 

伊勢原第１に民生委員の来訪 

実習生・ボランティアを受け入れています 8/2 “カレーマンミ”で自

分の作ったナンとカレーを

食べました。 

7/25 “山口 喜美子さん”

（魔法使いザリーちゃん）が

来て下さいました♪ 
学校 期間 コミ 受入人数 

町田福祉専門学校 
7/23～27  

7/30～8/3 

伊勢原第１コミ 

比々多第２コミ 
各1名 

秦野曽屋高校 
7/30～31 

8/20～24 

伊勢原第１コミ 

伊勢原第２コミ 

2名 

1名 

いせはら 

ボランティアスクール 
7/30～31 

伊勢原第１コミ 

伊勢原第２コミ 

1名  高校3年 

3名  中学1年 

 

参加人数 

伊勢原第 1保護者18名  児童22名 

伊勢原第 2保護者11名  児童16名 

比々多第1 保護者  4名  児童  5名 

比々多第2 保護者11名  児童16名 

 

夏 休 み の 様 子 

夏の疲れの出る頃ですね。生活習

慣の見直しをおすすめします…。 

朝ごはん食べていますか ♡ 

 

親子で可愛い除湿剤を作り

ました！ 

(材料：重曹 アロマオイル) 

選んだ可愛い布の袋に重曹

を入れて、お好みのアロマオ

イルを垂らして完成！ 
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❀✿❀ 各部会の活動状況 （７月～８月）❀✿❀ 
【友愛電話活動】毎週月曜(午前・午後)木曜(午後) 
 

 ７月実施日数(月：4回/ 木：4回) 

 ８月実施日数(月：３回/ 木：3回)13,16お休み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/6(月)東海大学生３名 友愛電話の説明・見学 

 

得点には、マナー点・応援点も

入ります。 

【成年後見受託事業】 

 定例会：第3月曜 7/17  8/20  

 NPO法人後見連絡会(横浜) 7/7 

 財産管理事務手続き話合い 於竹の子学園7/23 

 新規保佐案件、審判後の財産目録等提出7/28 

 竹の子学園・梅香園夏祭り 7/28 

 利用者の相続に関し話合い 於竹の子学園7/31 

 厚木精華園家族会参加  8/5 

※ 7月より理事事務作業日を毎月3～4回開催す

る予定 

〈 成年後見関連のボランティア活動 〉 

 グループホーム料理教室  7/15冷やし中華他 

 利用者のお誕生会        8/11 

 

【子育てひろば“きらきら”活動】    

６月7月のひろばの開催は8回でした。 

暑い中、“きらきら”に参加して頂きありがとうご

ざいます。ベビーカーや徒歩でいらっしゃる方も、

多くいます。お母さんたちに、喜んで頂けるように、

時々ですが、お茶を用意してお待ちしています♪ 

 

【ひろばの開催】   

8月 １４・２１・２４       

９月 １１・１８・２５ 

サポーター 一同 ご参加お待ちしていま～す♪          

【児童コミュニティクラブ事業】 

 7/6 ,13,14   各コミで保護者会（中面参照） 

 8/9       民生委員の来訪 

 

 

 

【ボランティアの集い 報告】 

7/9 午後３時～ 於シティプラザ 18名参加 

友愛活動状況報告をして、近野アサ子夫妻の朗読

や、ギター演奏で懐かしい歌をみんなで楽しみ、

ボランティア同士の親睦を深めました。 

              【朗読】 

              「さっちゃんの魔法

の手」 

「さると人と森」 

石川啄木著  

 

← 近野ご夫妻                                                  
 

 

『相続でのトラブル…最近の事例から』研修報告 
 

 

 

 

6/17 午後1時30分～  於シティプラザ 

４４名参加。小沢弁護士が、相続で実際にあった

「療養看護による寄与分を認めた裁判例」などを

紹介しながら、分かりやすくお話しされました。               

                                                 

小沢 靖志 弁護士 

漢方の食べ物の分類では“陰陽”の考え方が

あります。食事に取り入れてみて下さい！ 

寒い涼しい土地や気候の時

に採れるもの ゆっくり育つ

もの 小さくて硬くて水分の

少ないもの 

こうじ みそ 黒酢 しょう

が ねぎ にら しそ 梅干 

桃 ココア 紅茶 鶏肉 牛

肉 うなぎ あじ イワシ 

陰性の食べ物 陽性の食べ物 

暑い温かい土地や気候の時

に採れるもの 早く育つもの 

大きくてやわらかくて水分

の多いもの 

小麦粉 醤油 なす きゅうり なし

トマト スイカ  ジュースや 

アイスクリームなどの冷たいもの  

あさり 牛乳 バター 

体を冷やします 
体を温めます 

～昔ながらの涼しい食生活の知恵～ 

エアコンの温度設定を上げ 

ると、節電効果も上がりま 

す ↗ 汗をかいて体温調節がス 

ムーズな体になれば、熱中症 

の予防に！！ 

編集後記  

暑さに負けず、元気で楽しい夏休

みをお過ごしください♪  秋山 


