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法人化１５周年を迎えます

　元号が『令和』に改まって初め

ての新年を迎えました。皆様に

とっては、どのような一年の始ま

りであったのでしょうか。

　年明け早々は、きな臭いニュー

スがもたらされ、早速経済への影

響が出たようです。翻って、今年

はオリンピックイヤーということ

で、巷ではその話題で持切りです

が、我がかんなびの丘にとっても

今年は創設 15 周年の節目を迎え

るビッグイヤーなのであります。

　決して平坦な道程ではありませ

んでしたが、その時々に多くの

方々の支えをいただきながら、[↗]

[↘] なんとか乗り切ってここまで

やって来られたというのが正直な

感想です。

　たぶん、これからも同様に、数々

のサポートに助けられながら歩み

続けていくのだろうと思っていま

す。どうぞ引き続きご支援のほど、

お願い申し上げます。

　15 周年事業につきましては、

仰々しいものではないにしろ、一

里塚の証として、何か意味のある

催しができればと考えています。

理事長　白土　隆司

賛助会員を募集しています ご寄付のお願い 切手・印紙を販売しています

権利擁護活動を資金的に援助して

いただだける方を募集しています

3,000 円 / 口より

成年後見制度や財産管理の普及啓

発に活用するご寄付をお願いして

います。

切手や収入印紙を取り扱っていま

す。売上の一部が販売手数料とな

ります。この全額を権利擁護活動

に活用しています。

　今回は百舌鳥（もず、堺市）から少し離れて羽曳野市に

ある古墳をご紹介します。羽曳野市や藤井寺市にある古墳

も「百舌鳥・古市古墳群」として世界遺産に登録されてい

ます。

　応神天皇陵古墳は 5 世紀前半頃に築造されたと言われて

おり、古市古墳群最大の前方後円墳で仁徳陵古墳の次に大

きい古墳となります。築造時に使用した土の量は約 143

万立法メートルと仁徳陵古墳を上回っています。墳丘は三

段に積み重ねられ斜面は一面に石が葺かれています。平坦

な部分には 2 万本の円筒埴輪が立て並べられていたようで

す。

　出土遺物は他に家や水鳥などの形象埴輪、蓋形の木製品

やクジラ・タコなどの土製品があります。

応神天皇陵古墳

写真出典

羽曳野市教育委員会
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　新年を迎えたのは遠い前に家事てしま

います。初出の日に事務所近くにある百

舌鳥八幡宮に参拝に行って来ました。

清々しい青空で気持ちを新たにすること

ができました。法人設立１５年目の重み

を感じながら、柔軟かつ複層的な支援に

努めてまいります。

大阪府立大学

三国ヶ丘駅 中百舌鳥駅 なかもず駅

スシロー

専用駐車場がございます
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自立支援事業

　今回は NPO かんなびの丘設立時の

主要事業であった自立支援事業をご紹

介します。

　自立支援事業は、以前は金銭管理事

業と呼んでおり、主として金剛コロ

ニー（現・こんごう福祉センター）利

用者のお金の管理を管理していまし

た。多い時は８００名程度のお金の管

理を行っていましたが、現在は大阪府

障害者福祉事業団に事業を引き継いだ

ので当法人としては管理を実施してい

ません。

　主力部分がなくなってしまいました

ので、事業名称を自立支援事業に改め

ました。自立支援事業は金銭の管理に

とどまらず、自立した生活を営んでい

く上で必要な支援を行うことを目的と

しています。制度として支援が受けら

れるサービス（障がいサービス、介護

サービス等）に該当しないもので自立

に必要なサービスとしています。それ

に近いものに、社会福祉協議会が実施

している日常生活自立支援事業があり

ますが、対象者の範囲を少し広くして

います。

　主には財産管理になります。現在[↗]

相談室 Q&A　「親のお金」

A. 障がいを持つ子が不自由しないよう

にと財産を多く残そうとする親はたく

さんおられます。また、お世話になっ

ている施設やサービス提供者に寄付を

したいと考えています。優先順位で言

えば、子は 1 番、施設が 2 番です。子

が亡くなって財産が残っていたら施設

に寄付したいと思うのです。しかし、

子の財産はあくまで子の財産であって

親の財産ではありません。子が施設に

寄付をすることができれば問題ありま

せんが、できない場合が困ります。特

に成年後見人が就いている場合は寄付

はできません。本人のためにしか財産

は使用できず寄付は認められませ [↗]

Ｑ.子どもが将来困らないようにお金を貯めています。子どものために使ってほ

しいと考えていますが、子が亡くなったら施設に寄付したいと考えています。ど

のようにすればいいでしょうか。

[↘] ん。それで本人が亡くなってしまえ

ばその財産は行くところがなくなり、

国庫に行くことになります。子が不自

由しないための保険と割り切ることが

できれば良いですが、色んな思いが詰

まったお金を有効に活用したいと思う

方も多いと思います。

　たとえば、家族信託を活用すれば最

終的にお世話になった施設に寄付する

ことも可能になります。専門家に支払

う費用は発生しますが財産を有意義に

活用することが可能になります。

　このようなお金にかかわる制度やし

くみを専門家が分かりやすく解説する

セミナーを下記のとおり開催します。

成年後見制度や財産管理等権利擁護に関するご質問やお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

なお、 いただきましたご質問等は個人情報等に配慮した上で本誌に掲載する場合がございます。

安心できるお金セミナー

お金にまつわる制度を紹介します。

・専門家が制度を分かりやすく解説

・よくある事例を紹介

・個別相談（希望者のみ）

本事業は「ゆうちょ財団」助成事業として開催します

■堺市南区会場

　日時：2 月 19 日（水）14 時～ 16 時

　場所：栂文化会館（堺市南区桃山台 2-1-2）

　　　　泉北高速：栂・美木多駅下車すぐ

■堺市堺区会場

　日時：3 月 4 日（水）14 時～ 16 時

　場所：堺市総合福祉会館（堺市堺区南瓦町 2-1）

　　　　南海高野線：堺東駅下車

事業紹介

[↘] は金剛コロニーから地域移行され

た方（グループホームや施設等で生活

されています）をはじめ、高齢者施設

に入居されている方や病院に入院され

ている方等のお金の管理を実施してい

ます。

　在宅の方も増加しています。単身で

生活されている方、夫婦、親子等生活

スタイルも多様で、他機関の協力も受

けながら支援を行っています。対象者

が幅広くなっているのは地域包括支援

センターや行政から紹介が多いためで

す。中には電話を持っていない方や判

断能力が乏しくなってきている方等も

おられ、対応が難しくなってきていま

す。大変さはありますが、支援の幅と

つながりを広げていくことができてい

ます。また、死後事務や郵便物の管理

等財産管理以外の相談もあり、今後ど

のように展開していくかを検討してい

ます。お金に関することでは、家族信

託や遺言等も勉強会を開催していま

す。ゆうちょ財団の助成を受けてセミ

ナーも開催しますのでご関心のある方

は是非ご参加ください（詳細は 3 面

をご覧ください）。

啓発活動　「わくフェス」

日時：2020 年 3 月 8 日（日）10 時～ 16 時

場所：大阪狭山市立公民館（大阪狭山市今熊 1-106）

内容：・法人の PR
　　　・成年後見制度、財産管理モデルの啓発

さやまでわくわく市民活動
　　・ボランティアフェスティバル

大阪狭山市で活動している市民

活動団体やボランティア団体が

一堂に会して日ごろの活動を紹

介します。イベント SNS で情報

を発信しています。
（両会場とも内容は同じです）

事前予約・先着順

参加無料


