議案第１号

特定非営利活動法人尾張北部権利擁護支援センター
2019 年度事業報告
１ はじめに
特定非営利活動法人尾張北部権利擁護支援センター（以下、「当法人」という。
）
は、小牧市、岩倉市、大口町及び扶桑町（以下「４市町」という。
）が４市町の住民
を対象に、成年後見制度の利用相談、普及啓発等を目的として尾張北部権利擁護支
援センターを設置するに当たり、この業務を受託するために設立された法人です。
したがって、当法人の事業は、４市町から委託を受けた「尾張北部権利擁護支援
センター運営事業」とそれに付随する業務（法人後見受任等）となります。
2019 年度は、愛知県から、令和元年度市民後見推進事業委託業務の委託を受け
（尾張東部権利擁護支援センターと共同受託）、市民後見セミナーを開催しました。
２ 尾張北部権利擁護支援センター運営事業
（１）相談業務（資料１－１、１－２、１－３）
○ ２０１９年度の相談実績は、２０５人を対象に延べ１，１６０件（昨年度延べ
５７３件）です。
［資料１－１］
なお、２０１８年度は初年度であり、住民向けの相談業務は７月から開始して
います。
○ 相談にかかるご本人の属性は、認知症９４人、知的障害１５人、精神障害２３
人、高次脳機能障害１２人、身体障害５人、認知症以外の高齢者４２人、認知
症・障害等なし１１人です。認知症の方が４５．８％を占めます。
［資料１－１］
○ 市町村別には、小牧市１０８人（５２．７％）、岩倉市５５人（２６．８％）
、
大口町９人（４．４％）
、扶桑町２５人（１２．２％）、その他８人（３．９％）
です。［資料１－１］
○ 相談の経路（相談者）は、全体１，７２０件（重複カウントあり）のうち本人
（１８９件）
、親族（３１９件）が２９．５％（昨年度２９．３％）を占め、残り
は、行政（３１５件）
、地域包括支援センター（２０５件）
、介護支援専門員（ケ
アマネジャー）
（１２５件）
、病院（１２５件）
、障害者相談支援センター（６０
件）、社会福祉協議会（３２件）等です。相談相手先の７割が関係機関です。［資

料１－２］
○ 相談内容は、制度説明（１４３件）
、制度の利用検討（３５３件）
、申立て手続
の支援（３１８件）であり全体１，５４５件（重複カウントあり）の５２．７％
（昨年度５６．７％）を占めます。このほか、専門職後見人支援１７７件、判断
能力・診断書・鑑定書について１３４件、不安の解消について１１７件です。［資
料１－２］
○ 相談の方法は、全体５７３１，１６０件のうち、電話（５６０件）に対し、来
所相談（１９６件）
、訪問（１６０件）、ケース会議（１０７件）
、巡回相談（３７
件）の順となっており、面談・会議により時間をかけて対応しています。
［資料１
－３］
○ 巡回相談は、センターに来所が困難な相談者に対応するため、毎月１回ずつ各
市町を相談員が巡回して相談を受けています（１日あたり３回の枠あり）
。なお、
小牧市について、ふれあいセンターから東部市民センターに変更しました。市町
別相談件数は、小牧市（２件）
、岩倉市（８件）
、大口町（５件）、扶桑町（２０
件）でした。［資料１－３］
○ 市長・町長申立てにあたっての支援を行い、相談事案としては、小牧市６件、
岩倉市７件、大口町０件、扶桑町２件の合計１５件であり、申立件数は、小牧市
５件、岩倉市３件、大口町０件、扶桑町０件の合計８件です。［資料１－３］
○ 親族申立て支援 申立てを希望される方に、申立書類の作成の助言をしてお
り、計３２件の申立て支援を行いました。
［資料１－３］
（２）法人受任
○ 法人受任は、社会福祉士が受任することが望ましい案件でかつ個人での受任が
困難な場合に、適正運営委員会（後記）の審査を受けて、限定的に受任をしてい
ます。
○ 年度末現在の受任件数は、後見類型２件（岩倉市、大口町）
、保佐類型１件（岩
倉市）の計３件です。［資料１－３］
（３）後見人支援
○ 尾張北部権利擁護支援センターが受任候補者の調整に関わった後見人等につい
て、それまでの福祉関係者等とのケース会議のセットや施設との話し合いの立ち
会いをするほか、経験の少ない後見人等に対して助言をするなどの支援を行って

います。
（４）研修事業
研修をすることで制度への理解が広がり、相談にもつながることから、研修事業
に積極的に取り組みました。
ア 行政職員・福祉職のための成年後見制度研修会
○ 日時

２０１９年５月２４日（金）

○ 会場

扶桑町

○ 参加人数 ９６人
○ 講師

センター職員

イ 権利擁護講演会
○ 日時

２０１９年７月２７日（土）

○ 会場

岩倉市総合体育文化センター多機能ホール

○ 参加人数 ８９人（台風による荒天）
○ テーマ 「認知症になっても安心して暮らしたい」
○ 講師

厚生労働省成年後見制度利用促進室専門官 川端伸子氏

パネルトーク パネラー 弁護士

深見早惠氏

岩倉市健康福祉部長寿介護課長

原 咲子氏

尾張東部成年後見センター長 住田敦子氏
ウ 住民のための成年後見制度勉強会
○ 日時

２０１９年１２月２１日（土）

○ 会場

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター大会議室

○ 参加人数 ７５人
○ 講師

センター職員

エ 権利擁護支援者養成研修
○ 日時

２０１９年９月１８日・２５日

○ 会場

大口町健康文化センター

○ 参加人数 ２７人
○ 講師

深見早惠弁護士はじめ６名

オ 地域連携ネットワーク研修会
（第１回）

○ 日時 ２０１９年９月１９日（木）午後２時から４時まで
○ 会場

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター大会議室

○ テーマ 「知っておきたい年金の基礎知識」
○ 講師 社会保険労務士

後藤尚美氏

○ 参加人数 ４２人
（第２回）
○ 日時 ２０１９年１１月１５日（金）午後２時から４時まで
○ 会場

岩倉市障害学習センター研修室１・研修室２

○ テーマ 「精神疾患のある人の支援のヒント」
○ 講師 精神保健福祉士
○ 参加人数

舘未輝子氏

５７人

（第３回）
○ 日時 ２０２０年１月１５日（水）午後２時から４時まで
○ 会場 岩倉市障害学習センター研修室１・研修室２
○ テーマ 「在宅のくらしを支える」～在宅医療の実践と思い～
○ 講師

正翔会クリニック 理事長

○ 参加人数

長尾強志氏

４７人

（第４回）新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催延期
○ 日時 ２０２０年３月１２日（水）開催予定
○ 会場 扶桑町中央公民館
○ テーマ 「司法書士の後見日誌」
○ 講師

司法書士 大村万理氏

カ 要請に基づく講師派遣等（資料１－４）
○ 地域包括支援センター、民生委員協議会、居宅介護支援事業所連絡会、障害
者福祉施設などから依頼を受け、研修会講師を務めました。
○ 岩倉市認知症地域支援ネットワーク会議、愛知県社会福祉協議会成年後見制
度利用促進委員会、尾張北部医療圏認知症疾患医療連携協議会に委員として参
加。認知症施策、成年後見制度利用促進等にかかる情報を得るとともに、成年
後見制度の普及に役立っています。

キ 地域における権利擁護支援の基盤づくりに関する合同研修会
担当４市町の社会福祉協議会と合同で「地域における権利擁護支援の基盤づくり
合同研修会」を開催しました。犬山市、春日井市、江南市の各社会福祉協議会にも
オブザーバー参加しました。新たな仕組みをつくりだすまでの成果はありませんで
したが、地域の社会福祉協議会と意見交換の場が持ち、課題を共有できたことは意
義がありました。また、半田市の行政、社協、福祉・医療の専門職による取組を公
開講座として聞くことができ、その後、当地域でも身元保証問題等を考える連携の
動きが見られるようになりました。
テーマ１ 日常生活自立支援事業と成年後見制度について
テーマ２ 身元保証及び生活支援等の課題と対応について
(第１回)
○ 日時

２０１９年６月３日（月）午後２時から４時１５分まで

○ 会場

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター大会議室

(第２回)
○ 日時

２０１９年８月１日（木）午後２時から４時１５分まで

○ 会場

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター大会議室

(第３回)
○ 日時

２０１９年１０月１８日（金）午後２時から４時まで

○ 会場

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター大会議室

○ 公開研修 「半田市の地域包括ケアを学ぶ」
○ 講師

半田市福祉部高齢介護課 主査 木村智恵子氏
半田市地域包括支援センター 副センター長

對馬清美氏

○ 参加者 ６２名
(第４回)
○ 日時

２０２０年１月２７日（月）午後２時から４時まで

○ 会場

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室

３ 令和元年度愛知県市民後見推進事業（愛知県委託事業）
愛知県市民後見推進事業の運営事業者の公募があり、尾張東部成年後見センター
と共同事業体を構成して応募したところ、採択され、２０２０年３月３日に「市民
後見セミナー」を名古屋市能楽堂で開催しました。新型コロナウイルス感染症拡大

が懸念される中でしたが、約８０名の方が参加いただきました。参加できなかった
方々のために、講義録をまとめ郵送するとともに、ビデオを当センターのホームペ
ージに公開しています。
（１）内容
・テーマ 「能楽堂で学ぶ市民後見」
第１部 「漫才で笑って学ぶ成年後見」
第２部 講演「市民後見の目指すもの」
第３部 パネルトーク「市民後見活動の実際－あなたにできる地域貢献」
（２）日時・会場・参加人数
・日時 ２０２０年３月３日（火）１３：００～１６：１０
・会場 名古屋市能楽堂
・参加人数

７７人（事前申込みは２７０人。新型ウイルスの影響で参加減）

４ 法人組織体制
（１）理事会
第１回 日時 ２０１９年４月９日（火）午前１０時から正午
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター２階視聴覚室
第２回 日時 ２０１９年５月１６日（木）午前１０時から正午
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
第３回 日時 ２０１９年８月２９日（木）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
第４回 日時 ２０１９年１２月２０日（金）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
（２）総会
定時総会 ２０１９年５月２５日（土）午後３時から４時３０分まで
小牧市総合福祉施設ふれあいセンター大会議室
会員総数３６人（法人会員６法人、個人会員２６人）
（３）適正運営委員会
○ 委員構成
弁護士

深見早惠（愛知県弁護士会）

司法書士 大村万理（公益社団法人成年後見リーガルサポート）

社会福祉士 坂本由香利（一般社団法人愛知県社会福祉士会）
精神保健福祉士

舘未輝子（一般社団法人愛知県精神保健福祉士協会）

社会保険労務士

後藤尚美（一般社団法人社労士成年後見センター愛知）

関係市町の職員

小牧市健康福祉部長寿・障がい福祉課長

関係市町の職員

岩倉市健康福祉部福祉課長

関係市町の職員

大口町健康福祉部福祉こども課長

関係市町の職員

扶桑町健康福祉部福祉児童課長

○ 協議事項
・相談実績、研修事業の報告
・法人受任後見事務の経過報告と相談（助言を求める）
・受任者候補者調整
・その他
○ 開催実績
第１回 日時 ２０１９年４月２３日（木）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
第２回 日時 ２０１９年６月２４日（木）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
第３回 日時 ２０１９年８月８日（木）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
第４回 日時 ２０１９年１０月１０日（木）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
第５回 日時 ２０１９年１２月１２日（木）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
第６回 日時 ２０２０年２月６日（木）午後３時から４時３０分まで
会場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター視聴覚室
（４）その他
尾張北部権利擁護支援センター運営協議会
委託元である４市町の担当課長が出席して、尾張北部権利擁護支援センター運営
事業について協議する運営協議会があり、年３回開催されています（主催は幹事
市）。当センターからも出席しています。

第１回

第２回

第３回

日時

２０１９年５月２７日（月）午前１０時から正午

会場

小牧市役所東庁舎１階会議室１－１

日時

２０１９年８月２７日（火）午前１０時から正午まで

会場

小牧市役所東庁舎１階会議室１－１

日時

２０２０年２月３日（月）午前１０時から正午まで

会場

小牧市役所本庁舎２階会議室２－４

５ 職員体制
２０２０年３月末時点の職員体制は、次のとおりです。
センター長（社会福祉士、常勤、相談員兼務）
専門相談員（社会福祉士、常勤）
相談員

（社会福祉士、非常勤（週４日、７時間／日））

事務職員 （非常勤（週４日、７時間／日）
）

