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第２号

センターだより第 2 号を発刊する運びとなりました。平成 24 年度は、センター設置以来最も多くの
ご相談を受け、制度の利用・関心の高まりを強く感じた 1 年でした。
平成 25 年度はセンター職員を１名増員して、皆様からのご相談にお答えしてまいります。どのよう
な小さなことでも構いません。疑問に思われることがありましたら是非センターまでご相談ください。

センター長

料治 康子

成年後見センターとは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分ではない人の権利を守
る制度です。成年後見人等がこれらの人の意思を尊重し、その人らしい生活のために、法律面や生活面
を支援します。
成年後見センターでは、誰もが地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度の利用推進に取り
組んでいきます。
（※社会福祉協議会が、新宿区から運営を受託しています。）

こんなときは、成年後見センターへご相談ください！
認知症の家族に後見人をつけ
たほうがよいの？
金融機関から成年後見制度の利
用を勧められたが、どうすれば
よいのかしら？

自分が亡くなった後、障害が
ある子どもの生活が心配。
強引な訪問販売業者が出入
りしているようだけど・・・。

♪随時、センター職員がご相談にのります。
♪他にも、週３日、専門相談日を設けています。※要予約
月曜日:司法書士、水曜日:弁護士、金曜日:社会福祉士 ①13 時～ ②14 時 30 分～

出前講座・出前懇談会
成年後見センターの職員がお伺いし、成年後見制度に
ついてわかりやすくお話しします。
成年後見制度に関することなら何でも構いません。制度に
ついてまったく知らない方、制度概要はわかるけどより具体
的な話を聞きたいという方に、講義形式、懇談会形式など、参
加者のニーズに応じた内容が可能です。

●施設の家族会
●ケアマネージャー等の勉強会
●学校のゼミの一環
●企業の研修

など

さまざまな場で
ご活用下さい。

成年後見制度

普及イベント から見えたもの
平成 24 年 12 月 1 日（土）に新宿文化センターにて、
『成年後見制度普及イベント』を開催し、
292 名の方にご参加いただきました。
成年後見制度の普及は徐々に進んでいますが、必要とする方々に
もれなく行き渡っている状態とは言い難く、特に障害分野における
制度普及・利用は、まだこれからと言えます。
そこで、『テーマは障害!!みんなで学ぼう！なるほど成年後見制度
～私と家族と後見人～』とし、障害のある方やご親族、関係者、地
域の方々が制度・障害の理解を深められるよう、当日は、講演、販
売、展示、講座、カフェ、相談会などを行い、様々な角度から制度
を身近に感じられるイベントとなりました。

講 演
手話ダンス
成年後見寸劇
成年後見講談
パネルトーク
元気な手話ダンスのス
テージでイベントが開
幕！
寸劇・講談では笑いを交
え、わかりやすく、成年後
見制度について学べる内
容でした。
パネルトークでは、後見
人をしている専門職に、後
見業務を通じて感じるこ
とを聞ける貴重な場とな
りました。

展 示
障害者団体や、成年後見･
権利擁護関係情報コーナー
です。休憩スペースとして
も開放していたので、障害
者団体の方々の素敵な作品
を見ながら、参加
者同士の交流の場と
となりました。

販 売
区内の障害者団体・専
門職団体のご協力のも
と、手作り作品や野菜等、
成年後見関連書籍な
どを販売しました。

カフェ
後見人活動に興味があ
る方や現在後見人になっ
ている方が交流できるス
ペースです。障害当事者の
方々に、接客や配膳をして
いただきました。

講 座
当事者・保護者向けの「本
当 に 使え る？ 成年 後見制
度」と、支援者向けの「障
害と成年後見制度」の２本
立てで行いました。
質疑応答から参加者も交
えた議論に発展し、
「本質に
触れる議論だった。」
とのご感想をいただ
きました。

写真（上）講演『歌舞伎町まんぷく座』、
（中央）物販ブース、（下）展示ブース

本イベントでは実行委員会形式をとり、障害各分野の専門家や当事者家族、

イベント実行委員

成年後見制度の専門家の方々に企画の段階からご参加いただきました。

意見
交換会

様々な立場の方が関わることで、成年後見センター職員だけでは気付くこと
のできない多角的な視点を取り入れたイベントづくりができました。また、委
員ひとり一人が制度普及や障害理解について問題意識をもちイベントの準備
を進めることで、それぞれの分野について学び、理解を深めることにもつなが
りました。

イベントから半年が経過した５月のとある日。元実行委員にお集まり
いただき意見交換会を行いました。成年後見制度や障害者を取り巻く環
境や問題点、展望など、成年後見制度だけにはとどまらない、幅広い意
見が飛び交いました。ほんの一部ですが、ご紹介させていただきます。

制度利用までの壁
自分に何かあった時に備えて、障害をもつ子どもに成年後見人等をつ

[写真]意見交換会風景

けようと考える親は少なくありません。
「いつかやらなきゃ」と思うも
のの、福祉サービスを利用するための日常的な手続きの煩雑さや、日々の生活に手一杯のため、なかなか成
年後見制度につながらない現状があるとの意見が出ました。また、社会とのつながりをたくさん準備してお
く必要があるとは感じるものの、一歩を踏み出すには具体的にどうしたらよいかと思い悩むとの声があがり
ました。

身近に感じ、理解すること
改めて振り返ると、
「イベントに参加したことで成年後見制度のイメージが湧いた」
「成年後見は高齢者の
制度というイメージが強かったが、イベントを通じて障害への関心が高まった」「展示スペースで障害があ
る方と話すうちに、和気あいあいと時間を過ごすことができた」との感想が出ました。まずは成年後見制度
や障害を身近に感じることが、より良い制度利用につながる第一歩になると体感できたイベントでした。
その上で、「イベントはあくまでも入り口であり、このような身近に感じる場を何度も設けることや、よ
り具体的な内容を対等な立場で話し合うことで理解を深められる」との共通認識を確認できました。利用が
増え制度自体が成熟していくことが、障害当事者や親がもつ、成年後見制度や後見人への不安感払しょくに
つながるのではと考えられます。
♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

後見人が選任されても、その人の意思を尊重した生活を送るためには、後見人一人で生活のすべてを支え
るのではなく、グループホーム職員、日中活動をする作業所の職員、ヘルパーなど、さまざまな人たちが連
携することが欠かせません。今回の意見交換会でも「後見人は、支援者のネットワークの中のひとつである」
との意見が出ましたが、包括的な支援を可能にするためにも、支援者同士が助け合い協力する体制は必要不
可欠です。
成年後見センターでは、今回の意見交換会を踏まえ、今後もネットワークを活かした制度普及を進めてい
きたいと考えています。
＜成年後見制度普及イベント実行委員＞
山口幸子・平賀美智子（新宿区手をつなぐ親の会）
、遠藤伸（社会福祉法人新宿区障害者福祉協会）、及川潤（社
会福祉法人新宿あした会）、大橋廣一・山田篤（社会福祉法人かがやき会）、太田三枝子（新宿高次脳機能障害
者友の会）
、伊藤知加子・佐橋優子・渡邉太一（公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部）

新宿区成年後見センター
名前（写真の説明）
①新宿お気に入りスポット

川勝健司（後列左）

②今挑戦してみたいこと

New！

西

①神田上水公園

③ひとこと

職員紹介

東

東地区担当（四谷・箪笥町・榎町・若松町地区）

西

西地区担当（大久保・戸塚・落合第一・落合第二・柏木・
角筈地区・区役所）

稗田美奈子（後列右から 2 番目）東

①諏訪通りから見えるスカイツリー

①四谷の三栄通りにある、岡本太郎
作の『歓び』

②子連れ夏山登山

②日常生活を変えずに継続すること

③社協＆成年後見センター1 年目

③いつでも笑顔を絶やさずにがんばり
ます

ですが、地域のみなさまのお役
に立てるよう精進します！

島野明美（前列左）

ひえだ

長谷川真也（後列左から 2 番目） 東

☺☺☺☺☺

②ボルダリング
③入社 2 年目ですが、フレッシュさ
を忘れず頑張ります！

西

滝上裕嗣（後列右）

①百人町ふれあい公園

New！

①神田川沿い

お花がたくさん植えてあります

西

②ちょっとやせる

②アンパンマン体操習得

③良い歯医者を教えて

③ママになっても自転車爆走！

ください

落合珠巳（前列右から 2 番目）
西

①落合公園

☺

料治康子センター長（前列左から 2 番目）
①おとめ山公園。

（子供を連れていくのに最適！）
②親子フラ

②神楽坂での食べ歩き。先日初めてちゃ
んとうろうろして感激しました！

教えてください！

New！

①箱根山公園（風がさわ

東

やか～。3 月には箱根山

区内随一の緑のオアシス。

③素敵な公園があれば、

石岡愛里（前列右）

③今年もセンターでは前進あるのみ！

駅伝開催！）
②腹筋・・・101 回
③頑張りたいです♪

時々後ろを振り返って気を付けます。
New！

4 月から新しい職員が加わりました。今後ともよろしくお願いします！
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新宿区社会福祉協議会

案内用の
看板があります

◇ＪＲ山手線・西武新宿線
高田馬場駅下車早稲田口から徒歩７分
◇東京メトロ東西線
高田馬場駅下車７番出口から徒歩３分
◇都バス
「上６９」小滝橋車庫⇔上野公園
または、
「飯６４」小滝橋⇔九段下
「新宿区社会福祉協議会前」下車徒歩１分

至新宿

【住 所】〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０（新宿区社会福祉協議会内）
【電 話】０３－５２７３－４５２２ 【ＦＡＸ】０３－５２７３－３０８２
【Ｅ-mail】skc@shinjuku-shakyo.jp
【ＵＲＬ】http://www.shinjuku-shakyo.jp

