
 

  

CAN NAVI 
笑顔のためにできることのすべてを 

かんなびの丘だより 
第９号(2013年 9月 1日発行) 

特定非営利活動法人 NPOかんなびの丘 

 NPO かんなびの丘 

②寄稿：かんなびの丘に期待すること 

③寄稿(続き)，設立 10期目を迎えて 

④成年後見人交流会 

⑤職員紹介 

⑥｢福祉サービス第三者評価｣ものがたり 

⑦活動を振り返って 

⑧用語解説，編集後記 

本誌を通じて、判断能力の不十分な方々に契約型社会の荒波に乗り越えていくナビゲーションと

して少しでもお役に立てればと思っています。当事者と社会と NPO かんなびの丘の双方向の機関

誌を目指していきます。よろしくお願いします。 

【
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法人成年後見人 

正会員数：41名  賛助会員数：153 名  成年後見受任数：29件（2013 年 8 月 31日現在） 



 

  

平成 12 年に社会福祉が大きく変革し、個人

の尊厳や自己決定が尊重される時代を迎えま

した。早いもので 13 年が経過しましたが、こ

の間、判断能力の低下した人は、成年後見制度

を身近な制度として感じ、必要なサービスや支

援を受けることが出来たのでしょうか。また

個々の想いが叶う生活を送れたのでしょうか。

今一度振り返り現状を見つめる必要があると

思います。 

民法でいう成年後見制度は、仕組みや手続き

が複雑で利用しにくいという側面があり、もう

少し簡易な制度になればと感じることがあり

ます。しかし一方では、人の人生に寄り添い伴

走的に支援する事が求められ、一定の専門性の

確保と資質向上が必要とされています。 

この制度は、専門職集団や、NPO 法人など受

け手となる団体や人材の確保が必須で、今後

益々高まるニーズに、どのように対応していく

のか、受け入れ体制という大きな課題があると

思います。本市においては、NPO 法人かんなび

の丘が法人後見を実施し、近隣市でも先駆的な

活動を展開されています。 

成年後見制度は法律の枠での権利擁護であ

り、私たち福祉の立場で考える権利擁護とは少

し異なるのではないかと感じることがありま

す。 

それは、成年後見という一つの制度だけで

は、個人の人生や想いに寄り添い支援すること

が、困難ではないかと思うからです。また、法

律上での権利擁護は、本人や親の想いと何か隔

たりがあるようにも感じます。その隔たりを取

り除くには、日常的きめ細やかな支援の積み重

ねが必要であり、その支援過程で構築された信

頼関係にこそ、真の権利擁護の姿があるのでは

ないかと思うのです。 

（3面♡に続く） 

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 

総合施設長 久保田 全孝 

権利擁護の実践者として 

NPO かんなびの丘は、大阪府障害者福祉事業

団(以下事業団と表記）が大阪府から受託運営を

している大阪府立金剛コロニーの保護者が主と

なり、障がい福祉が社会福祉基礎構造改革とい

われる、「行政が行政処分によりサービス内容を

決定する措置制度」から「利用者が事業者と対

等な関係に基づきサービスを選択する利用制

度」への転換を図るという大きな変革がなされ

たのを機に設立されました。改革の方向は、「個

人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度

の確立。質の高い福祉サービスの拡充。地域で

の生活を総合的に支援するための地域福祉の充

実」でした。 

この改革は、福祉サービスを利用する障がい

者を行政処分の対象者ではなく、福祉サービス

利用契約の権利主体とするもので、当然といえ

ば当然の改革です。しかし、知的障がいの人た

ちにとっては、福祉サービスの選択や契約等が、

制度や手続きが変更されただけではスムーズに

行えず、障がい特性を踏まえ人権に配慮された

一人ひとりに応じた支援が不可欠です。 

このような状況を踏まえて NPO かんなびの丘

の設立目的は、「この法人は、障害のある人たち

が、人間の尊厳を保ち自らの意思に沿った暮ら

しのなかで自己決定・自己実現が図れるよう必

要な支援を行う一方、障害の有無にかかわらず

地域で共に生き、互いに支えあうという意識づ

くりを進めるとともに、それを促すことのでき

る仕組みづくりを目指すものである。」とされて

います。 

一方、事業団は 40年以上の支援の歴史がある

ことから多くの高齢の障がい者支援をしていま

す。また、入所施設の金剛コロニー利用者の地

域生活への移行等に取り組みで、グループホー

ム・ケアホームで地域生活を約 500 人支援して

います。           （3面★に続く） 

NPOかんなびの丘と大阪府障害者福祉事業団 

社会福祉法人富田林市社会福祉協議会 

事務局長 林田 庸子 
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設立１０期目を迎えて 

 

理事長 山内庸行        

★ 金銭管理、財産相続、医療ケアでの入院や

手術等の判断、さまざまな契約行為や司法関連

事項等、さまざま支援を日々求められています。 

事業団は、これまで利用者の権利擁護のため、

NPO かんなびの丘に施設利用者の金銭管理業務

を委託する等を行ってきました。今後は、ます

ます利用者の後見制度の活用が必要となってき

ます。 

事業団の理念は、「ともに生きる心を育み と

もに歩む社会の実現」です。NPO かんなびの丘

と思いを同じくし、これからも、障がい者の人

権を護り、安心して楽しく暮らせる支援にとり

くんでいきたいと考えています。 

♡ 障がい者の地域生活移行が進む中、地域で

安心して暮らすためには、社会資源の整備、例

えば、生活の場・職場・活動の場など、そして

何よりも 頼れる相談者の存在が重要ではな

いでしょうか。社会福祉協議会では、今年度よ

り市民後見人の活動支援を実践していきます

が、人の痛みや、苦しみ、喜び、願いに耳を傾

けた支援ができるように、取り組んでいきたい

と思っています。 
かんなびの丘の活動には、これまで以上に本

人の想いに寄り添い、制度を超えた福祉的支援

と、第三者の眼としての使命感を持たれ、権利

擁護を実践する中心的機関として、今後益々活

躍されることを期待いたします。 

人権擁護と当事者本人が自ら望む、その人

らしい生活の実現の支援を行う。 

②保護者・親・親族の安心と高齢化などに伴

う知的判断能力に問題を抱えている人々

の増加という現代日本の抱える課題解決

の一翼を担う。 

③ＮＰＯ法人の名の通り profit(利益)では

なく、あくまで上記２つの思いの実現に徹

する。 

今後は、さらに 今までの経験をベース

に、高齢者や地域などにもその活動を広めて

参りたいと思っております。 

われわれは決して法律の専門家ではあり

ません。しかし知的な判断能力に問題を抱え

る人々を何とか支えていきたいという思い

では誰にも負けないつもりです。設立 10期

目を「第二の創業」とこころえて、より一層

精進してまいりたいと考えておりますので、

これからも皆さまのご理解・ご支援なにとぞ

よろしくお願い申し上げます。                           

 NPOかんなびの丘が、家族会と大阪府障害

者福祉事業団との言わば協働で設立されて

今年ではや１０期目を迎えることになりま

した。これまでのご家族の皆さまや事業団の

皆さま初め多くの方々のご理解とご支援に

対しまして、改めて心より御礼申し上げま

す。 

当法人設立のきっかけは、施設利用者の金

銭を、施設や家族以外の第三者として管理す

るための担い手作りということにありまし

たが、親亡き後の安心つまり法人後見という

ことが設立関係者の最大の夢でもありまし

た。お陰様で現在は、金銭管理・第三者評価

事業に加え、家庭裁判所から３０数名の方々

の法人成年後見を受任するに至っておりま

す。 

当法人は、設立以来、下記３点を法人運営

の原点として参りました： 

①本人目線と第三者目線を両立させることで

知的判断能力に問題を抱えている人々の 
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認定 NPO法人を目指します 

当法人では、法人の質を高めるた

めに認定 NPO 法人を目指していま

す。来年春に大阪府に申請予定で、

来年度中の認定を想定します。 

認定 NPO 法人認定取得のために

は、いくつかの要件をクリアしない

といけません。ご支援の程よろしく

お願いします。進捗状況は随時ご報

告していきます。 

「プロボノ」を活用 

特定非営利活動法人サービスグ

ラントの支援を得て、プロボノを活

用しています。プロボノは企業等で

働く方が、職業上持っている知識・

スキルや経験を活かして社会貢献

することです。 

今回は事業計画策定の支援をし

ていただきます。どんな提案が出て

くるのか楽しみです。 

各寮で説明会を開催します 

当法人では、事業団の協力を得て

成年後見説明会を各寮で開催され

る公聴会に合わせて開催します。 

ぜひとも、ご参加ください。 

10/14 かしのき寮 

10/19 もみのき寮 

10/27 すぎのき寮 

かんなびのさと 

 12/07 くすのき寮 

 

法人の動きや成年後見制度、障が

い者福祉等の最新情報を掲載して

いきます。役に立つ情報が満載のホ

ームページです。 

機関誌（本紙）を含めて双方向の

コミュニケーションを目指してい

ます。ぜひ、みなさまの声をお聞か

せください。 

無料相談会を開催中！ 

成年後見制度や財産管理などに

関するご心配事、不明な点にお応え

する相談会を開催しています。 

当法人事務所では毎週水曜日、富

田林駅前のふれあいサロン桜では

毎月第 1・3 水曜日に開催していま

す。時間はいずれも午後 1 時半～3

時半です。予約もいらないですの

で、お気軽にお越しください。 

チラシを配布しています 

法人リーフレットや相談会等の

案内チラシを富田林病院、PL 病院

をはじめ富田林市内を中心に配布

しています。 

 ご希望の施設、個人がいらっしゃ

いましたら、お送りします。事務局

(0721-35-0721)までご連絡くださ

い。 

法人事務局からのお知らせ 



  

北中 大輔 
事務局次長 

今年の夏はどこにも行っ

ていないのに日焼けをし

てしまいました。でも誰

にも日焼けをしたことが

気づかれていない。 

高谷 和子 
金銭管理担当 

金銭管理業務では一番

の年長ですが、皆さんの

足を引っ張らないよう頑

張っています。 

岡田 智子 
金銭管理担当 

金銭管理事業の銀行業

務を担当しています。 

「安全第一」を心掛けて

います。 

山嵜 理香 
金銭管理担当 

パソコン入力をしていま

す。皆様と直接お話しす

る機会があまりありませ

んが、どうぞよろしくお

願いします。 

三島 和美 
金銭管理担当 

NPOかんなびの丘にきて

７年目です。まだまだ未

熟ではありますが、がん

ばります。 

理事長補佐 

鴻巣 十二子 

第 2のイニシエイショ

ンへの資金のためジャ

ンボ宝くじを 3枚買い

ました。1等と前後賞

合わせて 5億。売上金

の一部は各市町村に交 

付され、明るく住みよい街づくりに使わ

れます。1等は 450本。当ったら NPOに全

額寄付します。【3,000円寄付頂きました】 

事務局長 

小林 英子 

入社して 1年半が経ち

ました。周囲の方々に

助けてもらいながらが

んばっています。あた

たかく見守って頂き本

当に感謝しています。 

仕事以外では、去年は大阪マラソン走り

ました。今年は富士山に登りたいです。

来年はツーリング日本一周とか… 

山本 勝子 
成年後見担当 

バードウォッチングが大

好きなので金剛コロニ

ー内の環境は素敵です。

見かけましたら声をかけ

て下さい。 

５ 

私たちが担当しています 



  

 唐突ですが、｢ハッピー・マンデー｣って、い

つごろから始まったか、ご存知でしょうか？『国

民の祝日に関する法律』が改正･施行され、初め

て適用されたのが｢成人の日｣、2000 年 1 月 10

日でした。 

もう一つ、覚えておいででしょうか？｢Y2K問

題｣のこと。西暦の下２桁が｢00｣になる 2000年

1月 1日、コンピューターがこれを 1900年と解

して誤作動を起こすおそれがあるという考えが

全世界を揺るがせました。対応は万全！と言い

ながらも国は、不測の事態に備えるよう国民に

呼びかけたりもしました。結局、影響らしいも

のはほとんどなく、杞憂に終わったわけですが

…。 

もう少し記憶中枢を刺激してみましょう。二

千円札が登場、いまも現役なんですよ。雪印乳

業中毒事件、老舗神話に翳り。シドニー五輪の

女子マラソンで金メダル…そう Qちゃんです。

M7.3鳥取西部地震がありました。ねつ造旧石器

発掘なんかも。少年による凶悪犯罪が多発し、

刑事罰の対象年齢が 16歳から 14歳に引き下げ

られたり…と、まさに｢世紀末｣。 

 

（１）社会福祉基礎構造改革のこと 

さて、こんなことがあった 20 世紀の最終年

2000 年(平成 12 年)は、我が国の社会福祉にと

っては一大転換点の年でした。バブル崩壊後、

“失われた十年”と呼ばれる景気低迷で財政は

悪化するなか、高齢化率は 17％を超えるなど、

税金で賄う社会福祉(公助)の限界がいっそう明

白となり、自助・共助に対する国民の理解を得

るための大胆な施策が必要となっていました。 

社会福祉の基礎構造改革の主たる課題としては

次の三つがありました。①社会福祉の量の拡大 

②社会福祉の質の向上 ③福祉を受ける人たち

の権利確保 です。(↗) 

(↘) 1951(昭和 26)年に制定された社会福祉事業

法を改正し、名称も新たに｢社会福祉法｣とされ

ました。半世紀間続いてきた社会福祉の枠組み

が、この改革によって根底から覆されることと

なったのです。 

従前、わが国の社会福祉の基軸となっていた

のは｢措置制度｣で、供給される福祉の中身につ

いては行政が決め、受ける側では選ぶことがで

きない仕組みでしたが、それを選択可能なもの

にすること。また、社会福祉法人にのみ許され

ていた社会福祉事業に、民間企業等も参入でき

ることになり、福祉の世界に競争原理が導入さ

れたのです。提供される福祉を｢サービス｣とい

う言葉で捉えなおし、そのサービスの提供者と

利用者は“対等の関係”で｢契約｣を交わしてサ

ービスを買う、つまり、福祉サービスが商品化

されたというわけです。事業者には利用者(お客

様)の苦情に真摯に向き合い適切な解決を図る

ための体制づくりなどの努力が義務づけられま

した。 

供給量が多くなると質の低下も懸念されるこ

とになり、利用者が自分のニーズに適った良質

のサービスを効率よく選択するためにも、情報

公開や客観的なサービス評価のシステムが不可

欠となってくるのです。第三者評価事業の萌芽

です。このことについては、後ほど詳しく触れ

ていきます。 

こういった構造改革の明確な具現化第一号

が、同年 4月にスタートした『介護保険制度』

といえましょう。社会福祉協議会などでは、相

談援助や財産保全・金銭管理サービスなども行

う地域福祉権利擁護事業といったものへの取り

組みも始まりました。ちなみに、成年後見制度

が見直され、被補助人や複数・法人後見、任意

後見の制度新設等、民法改正と関連 4法が施行

されたのもこの年 2000年の４月でした。 

「福祉サービス第三者評価」ものがたり 

その一  はじまりの頃(1) 

 

【次号に続く】 

白土 隆司 
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理事会（4/28） 

今年度最初の理事会を開催しました。昨年度の事業報告および今年度の事業計画

が承認されました。 

理事会（7/21） 

今年度より理事会は年 4 回開催となりました。今回は金銭管理事業や成年後見事

業の今後等について話し合いました。 

総会（5/26） 

今回の総会は出席者の

顔が見えるように円卓

にして開催しました。懇

親会も和やかに意見交

換ができました。 

総会の様子 総会後の懇親会の様子 

コロニーまつり（6/8） 

コロニーまつりに出店しました。今年も多くの方でにぎわいました。ご家族や施

設の方とお話しする機会もあり、コミュニケーションをとることができました。

また、地域へ移行された被成年後見人の方々も戻ってきて久しぶりのコロニーを

楽しんでいました。 

出店ブースの様子 式典の様子 他のブースの様子 

事業団の監査（8/29） 

 事業団による監査を受けました。 

無料相談会 inこんごうコロニー（8/毎週水曜日） 

相談会を毎週水曜日のお昼 1 時半～3 時半に事務所で行っています。この日時にご

都合の悪い方は事前にご予約ください。都合の良い日時で時間を設定させていただ

きます。 
看板が並ぶ事務所前 
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2013 年 4 月～8月の主な動き 
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・後見成年制度 

・財産管理 

・第三者評価 

に関心のある方 
はご連絡ください。 

イノウエ商事様、サービスグラン

ト様、田中陽子様、田中ひろみ様、

寺本美穂様、吉原実様 

 

ほろ酔いの秋。おいしい味覚が増えるこの季節、つい呑む

量が増えてしまいます。新酒ができるのが楽しみです。（E） 

準備の秋。冬を耐えて春を迎える準備をするのは今。時間

が経つのは早いです。（D） 

丘に登りて…「○○の秋」(編集後記) 

 

無料相談窓口 
を開設しています。 

お気軽にお尋ねください。 

成年後見に関することなら 

毎週水曜 13:30~15:30 

0721-35-0721 

通話料は 
 

無料相談会 
を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

毎月第 1･3 水曜

13:30~15:30 

ふれあいサロン桜 

（ダイエー富田林横） 

 

コロニーまで来られない方へ 

一緒に活動しませんか。 

用語解説 

成年後見制度って何ですか？ 

「成年後見」と聞いてもピンとこない方が多いと思います。

単語はニュースで聞いたことはあるけど、具体的な内容まで

は分からない。なぜピンとこないのでしょうか。それは身近

に必要とすることが今までに起こっていないからです。 

この制度は判断能力の不十分な方々を保護し支援すること

を目的に 2000年にできました。成人になられている方の、銀

行の預貯金の出し入れ等の管理、介護サービスや施設等入所

に関する契約の締結、不動産、遺産相続の協議等の行為をご

本人に代わって親族がしていませんか。実はそれはご本人に

しかできないことであり、親族が代わりにすることでないの

です。 

今までは代わりにできていたとしても、今後は「ご本人に

していただかなければならない」ということがより厳格にな

ってきます。そこで必要になるのがご本人に代わって行うこ

とができる成年後見人です。不利な契約や悪徳商法から守る

ためです。 

障がいをお持ちの方だけでなく、認知症等を患った高齢の

方も制度の対象になります。対象となる人は数百万人とも言

われています。そこにこの制度の必要性があります。 

このコーナーでは、１つの用語・事柄について分りやすい

解説をしていきます。しばらくは成年後見制度について取り

上げていきます。次回は「成年後見人と被成年後見人」を取

り上げます。 

 
ご支援いただきました。 

ありがとうございます。 

（通話料はご負担ください） 

詳しい内容や最新の情報は 

ホームページをご覧ください 
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