
 

 

ある方の親、兄弟姉妹、福祉事業関係者 他）  

④内容  趣旨説明 明石 洋子（本事業責任者） 

第一部 基調講演 「親亡き後も地域で生きるため

に」 

講師：大屋 滋氏（一般社団法人東総権利擁護ネット

ワーク 理事長） 

第二部 当事者アピール 「自分らしく生きる」 

当事者：明石徹之氏、井上義男氏、草別武生氏夫妻、

桒子修一氏、矢島英之氏 6 名 

第三部 シンポジウム 「親亡き後も地域で暮らす

～地域での見守り支援者づくり～」 

コーディネーター ： 赤塚 光子氏 （特定非営利活

動法人 全国障害者生活支援研究会 会長） 

シンポジスト ：大石 剛一郎氏（弁護士） 

並木 隆氏（特定非営利活動法人 かわさき障がい者

権利擁護センター 理事長） 

田部井 恒雄氏（全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の

会 会長） 

左近 志保氏（川崎市健康福祉局障害計画課 課長） 

アンケート結果報告：明石 洋子 

＊「地域住民による地域住民のための権利擁護事業

報告集」に、シンポジウムの各資料と「シンポジウ

ムで明らかになったこと」（実行委員長赤塚光子氏）

を掲載。 

 

（5）まとめの「報告集」を３００冊作成し、配布し

た。及びシンポジウムのＤＶＤも作成した。 

以上、事業報告をいたします。  

今年度はこれらの結果を踏まえて、地域住民への理

解と支援を願っての啓発活動が必要と考え、仮称サ

ポートブック（当事者の特性など書いた説明書）や

仮称サポートノート（地域の人のかかわり方シート）

などの作成および書き方研修会などを通じて、地域

との交流を深めたいと思います。 

 

 

 

 

高井美惠子 様 木村秀夫 様 神田誠司 様 冨田惠子 様 山田勝子 様 

明石洋子 様 鈴木花子 様 桧垣孝博 様 角田三津子 様 中村眞理子 様 

大石剛一郎 様 木村秀夫 様 新澤和子 様 飯塚弘子 様 三浦ルイ子 様 

池谷英子 様 宮本善夫 様 新澤和子 様 瀧川道夫 結城眞知子 

並木 隆 様 あおぞら連絡会 様 療育ねっとわーく川崎 様 

 

 

 

 

 

 

 

 
振 込 先 川崎信用金庫 平間支店 

普 通 口 座 0165964 

名    称 
特定非営利活動法人 かわさき障がい者権利擁護センター 

理事長 並木 隆  

 

 

 

 

 

 

 

 

巻頭言 権利擁護実態調査報告 
「地域住民による地域住民のための権利擁護」システムの

構築を願って 

 

 

 

はじめに、この度３月１１日に東北地方太平洋沖

地震が発生しました。その地震及び津波などにより、

被災されました多くの方々に心よりお見舞いを申し

上げますとともに、１日も早い復旧と復興をお祈り

いたします。 

さて、特定非営利活動法人かわさき障がい者権利

擁護センターとして、発足２年を経過しようとする

中で、法人の活動を伝えるひとつとお世話になりま

した方へのお礼を含めて、本広報紙を発行している

ものでございます。 

 これまでの取り組みとしましては、権利擁護セン

ターとは言いながらもややおもすると成年後見制度

に特化しているきらいがありました。しかし、現在

成年後見制度に対する様々な見直しが検討されてい

る中で、本業でもある障害者の権利侵害等権利擁護

にもっと軸足を置くべきとも考えるところです。ま

た、成年後見制度利用にしましても、使い勝手の悪

いものでなく縛りの少ない別の方法があればその方

法を精査しまして、制度を利用する者にとってより

束縛の少ない、使いやすいものを目指して考えて取

り組んでいるところです。 

 現在では親あるうちに子供を託す手引きを作成す

る動きが広がりを見せる中で、親に代わる次の伴走

者に子供を託す「伴走ノート」しっかり作成するこ

とが急務かと思い、現状からすぐにでも成年後見制

度を利用しなければならない人は別として、若干で

も余裕のある方については、「伴走ノート」をしっ

かり作成しながら、成年後見制度の見直しにも期待

を抱きながら改善を待つ、そして、地域の力を借り

る形での、成年後見制度に代わる地域コミュニティ

作りで支援の輪を作る方法も模索していこうと考え

ております。 

法人として、これまで準備段階より一番大切にし

てきたことは、これまでの歩みに加えてこれから展

開する事業の内容などを、的確に広く情報提供する

ことができれば、この広報紙の果たす使命だと思い

ます。 

その後についても、法人の基盤と事業展開を定め

るためにかなり時間をかけて取り組んできたつもり

です。これからはその殻を打ち破る運動を展開しな

ければ、何のために法人を設立させたのかが問われ

ることにもなります。それには地域での多くの一般

市民に共感を得ながら、また、労力などの支援や協

賛金のご理解やご協力のお願いにしましても、この

広報紙の果たす役目は大きいものがあるところです。

お蔭様でこの法人を取り囲んでは、設立準備段階よ

り多くの権利擁護に精通された専門家が関わってい

ただいています、これからも専門家のご指導とご支

援を受け続けながら、他に類がないような法人へと

育てて参りたいと考えています。最後に、これまで

ご支援をいただいた方も含め、賛同いただける多く

の方にも賛助金も含めてご理解とご支援をお願いし

ます。 

 

 

 

理事長 並木 隆 

 

 



 

 

 

    

    当法人協力事業  「地域住民による地域住民のための権利擁護事業 報告書」より  

（文責 田部井恒雄） 

社会福祉法人あおぞら共生会主催 独立行政法人福祉医療機構助成事業 

    

調査概要 

Ⅰ.調査目的 

親亡き後も障害のある人が「地域社会の中で当たり前に暮らす」ための、現状とニーズを把握

し、具体的な提言ならびに支援活動につなげるために、川崎市で活動する障がいのある人の５つ

の親の会を対象としたアンケート調査を実施した。 

 

Ⅱ.調査方法    

① 査対象： 川崎市内の障がいのある人の５つの「親および家族の会」 

● 財団法人 川崎市心身障害者地域福祉協会 

● 川崎市自閉症協会 

● 川崎市重症心身障害児（者）を守る会 

● 川崎市肢体不自由児（者）父母の会連合会 

● 特定非営利活動法人あやめ会（川崎市精神障害者 家族会） 

②調査方法： 郵送により配布・回収を行う自記式質問紙 形式 

② 査時期： 平成 22 年 11 月中旬～12 月末日 

 

Ⅲ.調査結果： 有効発送数 1,850 通 

有効回収数 446 通 （有効回収率 24.1%） 

 

 

 

問問問問 1 1 1 1 本人本人本人本人のののの年齢年齢年齢年齢        （単位 ％）    

年代 
10 才 

未満 
10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 平均 

割合 3.6 13.7 19.4 29.4 27.1 5.5 1.1 0.2 33.0才 

 

問問問問 2 2 2 2 主主主主たるたるたるたる保護者保護者保護者保護者のののの年齢年齢年齢年齢        （単位 ％） 

 年代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 平均 

割合 0.2 2.5 15.5 18.6 28.2 28.0 7.0 63.0才 

 

問問問問 3333 障障障障がいがいがいがいのののの状況状況状況状況（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    （単位 ％）                                        発達障発達障発達障発達障がいがいがいがい内訳内訳内訳内訳    （単位 ％） 

知的障がい 身体障がい 発達障がい 精神障がい  広汎性 AD・HD LD 

52 20 14 14 96.5 2.3 1.1 

 

 

ＮＰＯかわさき障がい者権利

擁護センターについてお聞き

しました 

 

 

さて、親亡き後の安心のためのシステムのひとつ

が｢成年後見制度｣ですが、現在の成年後見制度は、

高齢者の財産管理等に視点が置かれ、障害者にとっ

ては「選挙権剥奪」など人権侵害とも思われる問題

点もあります。（＊当法人理事の大石弁護士等 5 人の

弁護団で、５月１１日東京地裁で「被後見人の選挙

権剥奪裁判」の第１回公判が開始されました） 

今回の研究においては、療育手帳を所持する４人

をモデルとして、「後見、保佐、補助」の３類型の課

題と、地域の見守りも含めた支援のあり様を調査し、

｢人権を護った地域生活支援｣の構築を検討しました。

また親たちのニーズを把握するため、当法人の構成

団体である川崎市内の親および家族の会５団体、１

８５０名対象のアンケートを行い、現状を分析考察

しました（結果は、掲載しました「障害のある人と

その家族の実態調査」をご参照ください）。更に市民

後見人の養成や地域での成年後見制度の推進等を実

践する先駆的な地域の視察を行い、運営方法を学び、

川崎市での課題を明確にし、権利擁護の方向性を検

討しました。これらの調査研究を踏まえて、平成２

３年３月５日にはシンポジウムを開催しました。 

 

事業報告 

（1）障がいのある人とその家族の権利擁護実態調査

（アンケート調査）をした。 

①調査目的：親亡き後も障害のある人が「地域社会

の中で当たり前に暮らす」ための、現状とニーズを

把握し、具体的な提言ならびに今後の支援活動につ

なげる。 

②調査方法：特定非営利活動法人かわさき障がい者

権利擁護センター構成団体（川崎市内の、障がいの

ある人の親や家族の会 5 団体の１８５０名対象に、

郵送による回答収集）  

（2）先駆的実践例（１２例）の視察をした。 

先駆的な権利擁護活動をしている、社会福祉協議会

（品川区等）、特定非営利活動法人（湘南Ｓネット等）、

社団法人（千葉県東総ネット等）などが運営する権

利擁護事業実施機関・団体等の先行事例を視察し、

理念や活動内容、財政基盤など聞き取り、アドバイ

スを頂き、今後の事業の参考とした。 

（3）権利擁護モデルケースの調査と検討をした。 

①調査目的：地裁に実際に申し立てを行い、障がい

のある方が成年後見制度を利用することの意義と課

題を検証するとともに、同制度を使わないで地域で

安心できる生活をするための仕組みを検討した。 

②調査・検討内容、対象者： 

1）川崎市内の障がいのある方 4 名（下記）につい

て地域での生活を調査するとともに、その内３名に

ついては成年後見制度を利用した活動を行った。 

◎A 氏（入所施設利用）：後見類型での制度利用及び

同制度以外のサービス利用について検討した。 

◎B 氏（ケアホーム、通所事業所利用）：保佐類型の

申し立てを行うとともに、地域での生活を調査した。 

◎C 氏（ケアホーム、、通所事業所利用）：後見類型

から保佐類型への変更手続きを進めるとともに、地

域での生活を調査した。本人申し立てを検討したが、

後見人の「あんしんセンター」が変更申し立てを了

解したので、依頼（23 年 6 月、保佐類型に変更に

なりました）。 

◎D 氏（一人暮らし、地方公務員）：成年後見制度は

使わず、地域での生活を調査した。後見人の「あん

しんセンター」が変更申し立てを行った（23 年 6

月） 

2）成年後見制度の意義と課題及び同制度を使わない

で地域で安心できる生活をするための仕組みを検討

した。 

 

（4）事業報告も兼ねて、シンポジウムを開催した。 

①開催日時 平成 23 年 3 月 5 日（土曜日） 13：

30～16：30 

②場 所 川崎国際交流センター 1Ｆレセプショ

ンルーム 

③参加者 １３３名（障害のある当事者、障がいの



 

 

・・・とは言え、「障がいがある」という厳然

たる現実を考えれば、障がいのある人は、成人し

ても、何らかの意味・形での「支援」が必要だと

いうことは間違いない。それでは、成年後見人は、

その「支援」をする人なのか。そうなのか。そう

である面もあるし、そうでもない面もある。そう

であるとしても、明らかに「十分な支援」ではな

いだろう。どの程度「有効」な支援なのか。よく

わからない。成年後見制度について説明する人に

よって、見解が違っていたりもする。 （中略） 

○最後に、後見類型の場合には選挙権がなくなる

ことについて、「正しい」「どちらともいえない」

という答えが「８０％」を超えていることに一言、

苦言を呈したい。おそらく、障がい者に関係の無

い人からアンケートをとったら、「正しい」「どち

らともいえない」のパーセンテージは「５０％以

下」になるのではないだろうか。障がい者の「親」

がよく口にする言葉で（いくらかは謙遜・卑下と

いうこともあろうが）、「この子は何にもわかりま

せんから。何もできませんから。」という嫌な言

葉がある。それを思い出した。選挙権は、その国

の「一人前の大人」であるということの象徴であ

る。意地でも「後見類型ならば選挙権剥奪」など

ということを認めてはいけない、と思う。 

 

（小嶋珠実氏～社会福祉士～の分析より抜粋） 

○.障がい者の地域生活を支えるために 

自由記述については成年後見制度に関するも

のの他、障がい者が地域生活を維持していく上で

の不安が多く述べられている。ケアホームの少な

さや通院支援など成年後見人等の役割というよ

りも事実行為を主に担う福祉事業者、生活支援者

に対する希望も多く、地域生活をおくるためのラ

イフプランを支援していく視点が求められてい

る。その中で、契約を中心とした支援には成年後

見人等が適任といえるが、金銭管理よりライフプ

ランをマネージメントしていく役割が、オーダー

メイドの人生のための支援が期待されているよ

うである。知的・身体・知的・発達といった障害

種別の独自のニードもみられたが、自力では生活

を調整していくことが困難な障害者の人生につ

いて不安視する回答が多くみられており、この点

は障がい者全般に対する支援が優先される。その

ためには、成年後見制度だけで対応できるわけで

なく、当事者の自己決定を最優先し、成年後見人

等と家族、障害者生活支援センターの協働が不可

欠である。 

また、支援者が頻繁に交代することへの不満や

不安が述べられているが、この点については裁判

所の許可あるいは命令がなげれば交代すること

がない成年後見人等の場合は、関わりが一定期間

継続され人間関係が深められるという利点があ

げられる。長期間の継続の点で個人での限界につ

いては、個別の人間関係を尊重した上で法人後見

という方法も意味がある。後見活動を担う法人に

専門職だけでなく市民後見人養成研修の修了者

が積極的に参加していくことにより、継続性・専

門性・当事者性(市民性)が担保されることになる。

そして、このような法人に「かわさき障がい者権

利擁護センター」が成長していくことが期待され

る。 

 

 

「地域住民による地域住民のための権利擁護」システムの構築を願って「地域住民による地域住民のための権利擁護」システムの構築を願って「地域住民による地域住民のための権利擁護」システムの構築を願って「地域住民による地域住民のための権利擁護」システムの構築を願って    

                            副理事長副理事長副理事長副理事長    明石洋子明石洋子明石洋子明石洋子    

よく「親亡き後」といわれますが、親が元気なう

ちに、多くのサポートが必要なわが子たちが、主体

性を持って｢自分らしく生きる｣ために、どのような

支援や制度が地域の中にあれば安心かを考えたく、

また地域の支援者も｢指導訓練｣でも｢保護」でも｢介

護｣でもない支援の本質について議論を深めたく、親

と支援者が共に、心のバリアフリーとノーマライゼ

ーションが実現できる地域社会の構築、すなわち街

つくりを考えたいと、｢地域住民による地域住民のた

めの権利擁護｣というテーマで、「社会福祉法人あお

ぞら共生会」（明石洋子副理事長）が主催で、当法人

の第３部会である権利擁護支援部会（明石洋子部会

長）が協力して、研究事業を行いました（事業責任

者明石洋子）。 

 

 

知的障知的障知的障知的障がいがいがいがい内訳内訳内訳内訳        （単位 ％）                                身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい内訳内訳内訳内訳        （単位 ％）    

A1 A2 B1 B2 判定なし 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

39.2 29.6 18.0 10.9 2.2 59.5 28.6 7.1 0.8 1.6 2.4 

 

問問問問 4444 生活状況生活状況生活状況生活状況        （単位 ％）  GH・CH：グループホームケアホーム    

在宅 一人暮らし GH・CH： 施設入所 
病院（入

院） 
その他 無回答 

69.1 1.6 3.6 12.1 1.6 11.3 0.6 

    

問問問問 5555 コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション        （単位 ％）    

できない 
イエス・ノー程

度 
補助具使用 問題ない 無回答 

38.8 24.9 10.3 23.8 2.2 

 

問問問問 6666 成年後見制度を知ってい成年後見制度を知ってい成年後見制度を知ってい成年後見制度を知っていますかますかますかますか                                            問問問問 7 7 7 7 成年後見制度を利用していますか成年後見制度を利用していますか成年後見制度を利用していますか成年後見制度を利用していますか    

    

    

    

    

    

    

    

    

問問問問 7777----1 1 1 1 後見人の種類後見人の種類後見人の種類後見人の種類                                                                                問問問問 7777----2 2 2 2 後見人は誰ですか後見人は誰ですか後見人は誰ですか後見人は誰ですか    

    

問問問問 8 8 8 8 後見人になる人について適当と思われる人は後見人になる人について適当と思われる人は後見人になる人について適当と思われる人は後見人になる人について適当と思われる人は    

    

    

    

    

    

4.6%

24.2%

55.0%

17.1%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

知らない

聞いたことはある

少しは知っている

よく知っている

無回答



 

 

問問問問 9 9 9 9 あなたは後見人に主としてあなたは後見人に主としてあなたは後見人に主としてあなたは後見人に主として    

どちらに期待しますかどちらに期待しますかどちらに期待しますかどちらに期待しますか    

問問問問 10 10 10 10 成年後見制度の費用について成年後見制度の費用について成年後見制度の費用について成年後見制度の費用について    

    

    

    

    

    

    

    

    

問問問問 11 11 11 11 後見類型の場合は選挙権がなくなり後見類型の場合は選挙権がなくなり後見類型の場合は選挙権がなくなり後見類型の場合は選挙権がなくなり    

ますが、これについてどう思いますかますが、これについてどう思いますかますが、これについてどう思いますかますが、これについてどう思いますか    

問問問問 12 12 12 12 現行の成年後見制度への要望について現行の成年後見制度への要望について現行の成年後見制度への要望について現行の成年後見制度への要望について            

問問問問 13 13 13 13 親亡き後の不安と支援体親亡き後の不安と支援体親亡き後の不安と支援体親亡き後の不安と支援体制について制について制について制について    

    問問問問 13131313----1 1 1 1 本人の相談相手やいろいろな意味本人の相談相手やいろいろな意味本人の相談相手やいろいろな意味本人の相談相手やいろいろな意味    

で本人を守ってくれる人は、誰が良いとで本人を守ってくれる人は、誰が良いとで本人を守ってくれる人は、誰が良いとで本人を守ってくれる人は、誰が良いと    

思いますか。思いますか。思いますか。思いますか。    

    

問問問問 13131313----2 2 2 2 親亡き後の心配なことはなんですか親亡き後の心配なことはなんですか親亡き後の心配なことはなんですか親亡き後の心配なことはなんですか    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

問問問問 13131313----3333        親亡き後親亡き後親亡き後親亡き後、障がいのある人が地域で生きていくうえで心配と思うこと（自由記述）、障がいのある人が地域で生きていくうえで心配と思うこと（自由記述）、障がいのある人が地域で生きていくうえで心配と思うこと（自由記述）、障がいのある人が地域で生きていくうえで心配と思うこと（自由記述）    

（まとめ  宮内康二氏  東京大学医学系研究科特任助教） 

心配の対象 心配の理由 心配の対象 心配の理由 

本人 障害が重度で自分の意思を伝えられない 財産 計算ができない 

 障害が軽度で周囲に理解されにくい  だまされるおそれがある 

 環境の変化に過敏でパニックに陥る  親に財産がない 

 他人を受け入れない  本人のためにいくら残せばいいのか 

 人の言葉に影響を受けやすい 親族 親が高齢 

 社会との接点がない  兄弟姉妹が高齢 

健康 本人が無関心  兄弟姉心配妹と交流がない 

 不調を訴えられない  兄弟姉妹に任せられない・任せたくない 

 難病・持病がある 施設 １００％は信頼できない 

住まい ＜施設＞  職員の異動が多い 

 施設数が不足  職員の質（相性、虐待） 

 利用料の負担が重い  本人の意思の実現や活動が制限される 

 今の場所は、終の棲家にならないかも 社会 親の目に適う人・組織がない 

 ＜在宅＞  相談は受けても実行が伴わない 

 親族と同居  親が被害者意識を払拭できない 

 今は自立している  行政の担当者が不勉強 

 借家住まい  成年後見制度が正しく運用されるか心配 

財産 金銭の価値がわからない  誰か一人に負担をかけられない 

親の希望をまとめると、次のようになる。 

 ・親がしてきたことと同等の支援を受けられること  ・終の棲家があること 

 ・兄弟姉妹に負担がかからないこと  ・通院、服薬が継続できること 

 ・本人が社会から排除されないこと  ・生活費に困らないこと 

 ・組織的支援が受けられること  ・犯罪に巻き込まれないこと 

 ・信頼できる人に寄り添ってもらえること  ・信頼できる人に寄り添ってもらえること 

 

アンケートアンケートアンケートアンケート結果分析結果分析結果分析結果分析   紙面の関係で、ごく一部だけを掲載します。 

（大石剛一郎氏～弁護士～の分析より抜粋） 

○はじめに（アンケート回収率について） 

今回のアンケート対象が概ね、障がいのある人

の「親」（ないし、親代わりの保護者）であると

いうことを考えると、そこで持たれている「成年

後見人」に対するイメージはズバリ「親代わり」

であろう。障がいのある人の「親」が、成年後見

人に対し、親のような関わり、それに近いものを

期待する、というのは人情だろう。また、「親亡

き後、地域生活において心配に思うこと」（自由

記述：問１３－３）に関しても、それは専ら「親

の目」から見たもの、ということになろう。経験

的にいろいろ想像できるだけに、自分が居なくな

った後のことが心配で心配でたまらない、という

のが「親」の率直な気持ちであろう。 

しかし、成人した子に「親代わり」は必要か。

成人した子は、「親」など無しに、周囲との関係

を作りつつ、壊しつつ、生きていくものなのでは

ないか。私たちも、成人したとき、親はどちらか

といえば「うっとうしい」存在ではなかったか。 


