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人生により添う
市民後見人の活躍

〜大阪市成年後見支援センター開設10周年〜
大阪市成年後見支援センターが
「市民後見人」
の養成をスタートして10
年。身近な住民による市民後見人は、親族以外の弁護士や司法書士、社会
福祉士に加わる後見活動の新たな担い手として定着しました。大阪市で
は、これまでに166人(平成29年8月17日現在)の「市民後見人」が選任さ
れ、現在72人が活躍中です。今回は、市民後見人の役割と実際の活動に
ついて紹介します。

地域福祉と権利擁護の“担い手”としての市民後見人
判断能力が低下しても
安心して暮らし続けたい

同じ生活者の目線で
支援する市民後見人

市民後見人に
なるためには

人は加齢や認知症や障がいなどで判

制度ができた当初、
「成年後見人」に

断能力が低下し、
自分ひとりの力では生

は、本人の親族が就任することがほとんど

成 年 後 見 支 援 センター（ 以 下 、セン

活が困難になるときもあります。そんな

でした。その後、弁護士や司法書士、社会

ター）で行う養成講座を修了し、市民後

とき、信頼できる人が身近にいて、お金

福祉士など
「第三者後見人」が増えていき

見人バンクに登録後、家庭裁判所に推

の管理やさまざまな契約の煩雑な手続

ます。専門職後見人は専門性が必要な法

薦後に、選任されなければなりません。

きなどを代わりにしてくれたり、定期的

律行為は行えますが、本人や家族と顔を

に自宅へ顔をみせてくれる人がいたら、

合わせる機会は頻繁ではありません。

どんなに安心でしょうか。

その点で後見活動の“新たな担い手”

「成年後見制度」は、判断能力の不十

として注目されているのが「市民後見

分な高齢者や障がい者などが、自分の

人」です。市民後見人は、本人が暮らす

権利を守りながら生活を維持していくた

地域をよく知り、生活者の目線で、生活

めの仕組みです。高齢化を背景に成年

環境を見守ります。身近にいて週に1度

後見の申し立て件数は、増えています。

ほど通える距離なら、ニーズもくみ取り

大阪市で「市民後見人」になるには、

市民後見人養成事業の概要
オリエンテーション
市民後見人のしくみ説明

基礎講習
4日間

やすくなります。家族に近い形で親身に
相談に乗ってもらえる人がいれば、
とり
わけ孤立していた人の場合、生活の質
は激変するのではないでしょうか。

実務講習
9日間＋施設実習4日間

市民後見人（＝成年後見人）の仕事は
原則として、本人が一生を終えるまで続
きますが、活動ができなくなった時はセ
ンターが交代を支援します。

1◉ウェルおおさか 2017.10.vol.110

市民後見人バンクへ登録
3年ごとの更新

●市民後見人バンクに登録する
バ ンクへ の 主 な 登 録 基 準 は、セン

センターは選んだ候補者に活動の意
向を確認し、家庭裁判所に推薦します。

ターが開催する市民後見人養成講座を

家庭裁判所は後見人候補者と面談し

１年以内に修了した市内在住・在勤者

て、選任します。なお、市民後見人に依

であること。重要なのは、市民後見人と

頼される事案は、家族間にトラブルや

して活動する意志と、成年後見制度に

緊急な対応が必要ではないものがほと

関する基礎的な知識を持ち、後見人と

んどです。

しての活動を安定して続けていける健
康状態や生活状況にあることです。

●市民後見人として活動する
活動がスタートしたら、専門職やセン

●市民後見人に選任されるまで
研修を受け待機

タースタッフの専門的・継続的サポート

市民後見人バンク登録後は、年8回の

談」はセンタースタッフが対応し、必要に

登録者研修を受講し、家庭裁判所から

応じて、弁護士、司法書士、社会福祉士に

の依頼を待ちます。家庭裁判所から、市

よる専門相談を受けます。また、定期的

民 後 見 人 の 推 薦 依 頼 があれ ば、セン

な面談、活動報告を行うとともに、市民

ターは受任調整会議にて市民後見人に

後見人同士の交流の場として受任者懇

ふさわしい事案かどうか判断し、バンク

談会に参加することができます。

登録者の中から、候補者を検討します。

を受けることになります。
「日常的な相

市民後見人は本人が亡くなるまで伴

ここでは、本人の自宅へ30分以内で訪

走しますが、センターもまた市民後見人

問できるなど時間や距離的な条件も考

の活動を最後までサポートします。

慮されます。

大阪市では、平成19年より、市民後見
人の養成をはじめ、現在、第10期が修了

大阪市成年後見
支援センターのご案内
成年後見制度の利用を必要とす
る人やその家族、支援者や関係
機関からの相談に応じます。
相談員による相談（電話・来所）
月曜日〜土曜日 午前9時〜午後5時
専門職（弁護士・司法書士・社会
福祉士）による相談（来所）
原則として週2日4回・予約制
「市民後見人」の養成と
「市民後見
人バンク」の運営、家庭裁判所の
依頼により市民後見人候補者の
推薦とその活動支援を行います。
成年後見制度に関する広報・啓
発、関係機関・団体などとの連携
を行います。
〒557-0024
大阪市西成区出城2丁目5番20号
大阪市社会福祉研修・情報センター3階
dhttp://www.wel-osaka.jp/kouken/

a06-4392-8282
b06-4392-8900

日曜日、祝日、年末年始は休みです。

し、第11期養成講座を開催中です。市民
後見人バンクには現在234人が登録し
ています。
市民後見人は、判断能力が低下して
も
「自分らしく生きたい」
というひとりひ
とりの気持ちに寄り添い、真摯な姿勢で
▲活動開始の際にお渡しする
「初動期セット」

活動を続けています。

センタースタッフからみる10年

いに力をいただきながら、
これからも市
民後見人とともに走り続けたいと考え

平成19年6月26日にセンターは開設

平成20年1月に第1号の市民後見人が

しました。それにさきがけ、第1期市民後

誕生してから、専門職、センターによるサ

最後に、大阪市での市民後見人活動

見人養成講座をスタートし、大阪市にお

ポートのもと大阪市の市民後見人はき

の理念を築かれた故岩間伸之教授に感

ける「市民後見人」はどうあるべきかを

め細やかな活動を展開し、全国的にも注

謝の意を表します。

大阪市立大学大学院 故岩間伸之教授、

目されています。

弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職

ています。

地域福祉・権利擁護の担い手として、

団体、大阪市、センターで議論を重ねま

市民後見人の方々は本人の意向とは何

した。そして、センターの支援の在り方の

かを日々悩みながら、大阪らしい人情味

検討、家庭裁判所への説明など市民後

あふれるこころで、本人に寄り添った活

見人が受任できる土台づくりをすすめ

動をされています。私達、センタース

ていきました。

タッフは市民後見人の皆さんの熱い想

▲大阪市成年後見支援センタースタッフ
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市民後見人 ★ おなかま対談
うめ はら けん じ

みず たに あき こ

市民後見人で活動中の梅原健治さんと水谷昭子さんに、後見活動の内容や感じたことについて伺いました。

「もう一人分の人生、生きてる気がします」―梅原さん
「遠い親戚のおばちゃんの目でみてます」―水谷さん
水谷 わたしもそうですよ(笑)

で、生活に寄り添い、ご本人になりきっ
てどうすればいいか考えていく。すると、

自分を変える気づき

―エピソードがあれば教えてください。

お小遣いを運んでくる人？

そのとおりですね。私も３年目

になり情も移ってきました。いつもニコ

方で、木曜日に1週間分のお金を渡した

ニコしている方で、私が風邪ひいて咳

ら、月曜日には何も残っていなかった。

していると
「大丈夫？」
と気にかけてくれ

聞くと
「焼肉食べた」そうなんです。そん

たりする優しい一面もあります。お互い

なとき
「外食ばかりだと体によくないし、

にしんどくならないよう遠い親戚のお

自分で作ったらもっと美味しいものが

ばちゃん位の距離はおいて続けたいと

食べれるよ」
と言っていました。他にもこ

思います。

うしたアドバイスはすべて本人にとって

―市民後見人になろうと思った理由は？

良いことだと思い込んでいたのですが

認知症の母を介護していて、将

違いました。料理やデイサービスにいっ

梅原

水谷

料理の習慣がなく外食が好きな

水谷

▲市民後見人の梅原健治さん

その方なりの生き方が見えてきます。

しないとわからない、いい経験
―やってみようと思う人へのメッセージを

来、自分もお世話になるかもしれない。

たりできないのが障がいだし、ご本人

水谷

今のうちに後見人のことを勉強してお

の個性。その人らしさを理解せず、私は

いると頭でわかっていたつもりでした

こうと思いました。

自分の常識や価値観をおしつけていた

が、実感したのは初めてでした。時間が

民生委員をしているので、認知

んです。気づくのに1年かかりました。相

かかるかもしれませんが、本当にいい

症の人とお話しするときに役に立つん

手を変えるのではなく
「自分を変えてつ

経験になりますよ。

じゃないかと思って。
「後見人」の意味も

きあう」
ということを学びました。

梅原

はっきりしないまま、わりと軽い気持ち

梅原 僕は心臓が止まりそうな経験をし

と家庭裁判所から選任されません。声が

で受けてみることにしました。

ました。11月の寒い日、家出されたんで

かかったら迷わず、
「 やってみなはれ。」

―どんなことをされていますか？

す。失敗したことを怒られると思い込んで

しないとわかりません。わからないこと

水谷 ご本人は、70代半ばの女性です。

施設からとび出されたんです。すぐにセ

があれば、センターがサポートしてくれ

要支援１で認知症、知的障がいが少し

ンター、行政機関、あらゆるところに連絡

ますよ。まずは養成講座からですね。

ある方です。金銭管理が難しく、人づき

し、捜索しました。
しかし３日経っても情

あいが苦手。週に１回、
ご自宅を訪ねて

報はなし。
このときは、探偵を頼もうと思

１週間分の生活費を１日分ずつ封筒に

いました。命の危険にさらされとるんや

入れてお渡ししています。

からと。結局、４日目に連絡がきて見つか

水谷

梅原

60代の男性で、知的障がいがあ

人は十人十色。いろいろな人が

市民後見人は、条件が揃わない

りましたが、忘れられない出来事です。

る方です。人にだまされて借金をされた
こともありました。月4回、
ご本人が暮ら

違う人生を体験するように

している施設へおじゃまして、施設への

―市民後見人をやってみていかがですか？

利用料の支払いやご本人のお小遣いを

梅原

届けています。
「お小遣いをくれる人」
と

と違う人生を体験させてもらってるか

認識されているんやないかな(笑)

ら。ご本人のことを知る努力をした上
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得しているなあと思います。自分
▲市民後見人の水谷昭子さん
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判断能力が不十分になっても安心して暮らし続けられるまちへ
大阪市立大学大学院生活科学研究科

講師

市民後見人は
新たなボランティアの形
「後見人」
といえば、親族、あるいは、

うの

うら

なお

こ

鵜浦 直子さん
ひとりに最後まで寄り添おうとする真摯
な姿勢を強く感じます。
判断能力に自信がなくなったとき、そ
んな市民後見人がサポートしてくれるこ

弁護士や司法書士など特別な資格を

とで、
ご本人は安心して地域のなかで暮

持った人たちが担うものというイメー

らし続けていくことができるといえます。

ジがあると思います。
しかし現在では、
親族でもない専門職でもない「市民」
が後見人として活動する「市民後見人」

生活者の目線からご本人の
生活の質を高めていく

ターの職員の方々は、
「市民後見人がし
たいことをどうしたら実現できるか」を

が登場するようになりました。今の成

市民後見人の役割として期待すると

一緒に考え、実現できる道筋を立ててく

年後見制度は、親族、専門職、法人、そ

ころは、財産管理も重要ですが、それも

れていると思います。だからこそ、市民

して市民後見人と多様な担い手が活動

含めたご本人のふだんの暮らしの質を

後見人の方々は安心して後見活動に取

しています。こうした多様化は、成年後

高めていくことにあります。

り組めているといえます。

見制度を必要とする人たちのもつ、さ

市民後見人の方々は、積極的にご本

まざまな課題に柔軟に対応できる可能

人の外出する機会を増やしておられま

性を生み出みだしているといえます。

す。
これは、施設やグループホームのな

一人暮らしの方や夫婦で暮らしてい

市民後見人にチャレンジしようとす

かだけでの生活ではない、一人の市民

る方、成年後見制度を必要とする人た

る市 民 の 中 に は 、これまで の ボラン

として社会のなかで暮らしている実感

ちが増えています。そのため、市民後見

ティア活動や地域活動にあまり縁のな

をご本人に感じとってもらうことにつな

人に大きな期待が寄せられています。

い人たちもいます。退職後に自分の役

がるといえます。こうした活動は、市民

しかし、市民後見人の取り組みの推進

割や生きがいを求めている人、仕事経

後見人一人ひとりの生活者としての視

においては、気をつけなければならな

験を生かしたボランティア活動をした

点が支えているといえます。同じ市民の

い点があります。成年後見制度をめぐる

い人、これまでお世話になってきた地

立場から、生活者としての目線から、ご

さまざまな課題の解決を市民後見人に

域に恩返しがしたい人などです。市民

本人にとって何が一番良いか、
ご本人ら

押しつけてはいけないと思います。大阪

後見人は、ボランティアの担い手の幅

しさとは何かを考えておられます。

市の市民後見人の理念に、ご本人の権

を広げてくれていると思います。

自分の生活と真摯に
向き合ってくれる人

市民後見人が主体的に
活動するためのサポート

市民後見人の理念を大切に

利擁護と地域福祉の推進が掲げられて
います。
この理念に対する理解を今後も
きちんと広めていかなければなりませ

また、市民後見人の取り組みを進め

ん。ご本人の権利擁護と地域福祉の推

一方、被後見人であるご本人からみ

ていくうえで、忘れてはいけないのが大

進から市民後見人が必要であるという

れば、市民後見人は、ケアマネジャーや

阪市成年後見支援センターの存在で

考えが何よりも大切です。

ホームヘルパーなどの専門職とは異

す。他の自治体では、市民後見人の後

なった立場から自分の生活を案じてく

見監督人として社会福祉協議会や専門

行政が信頼関係を築き、それぞれが専

センター、市民後見人、家庭裁判所、

れる存在だと思います。何かあったらす

職 などが 選 任される場 合 があります

門性と役割を果たして10年が経過しま

ぐに会いに来てくれる。困ったことが

が、大阪市の場合は、市民後見人の単

した。その結果、
このようなシステムが

あったら親身に話をきいてくれる。自分

独受任となっています。そのため、市民

定着したことは、ご本人に限らず、多く

のことを一番よく知り、必要な時は代弁

後見人の方々へのサポートがとても重

の市民にとっての将来への安心につな

者になってくれる。人生の最後までそば

要です。

がるといえます。大阪市にとって、市民

にいてくれる。市民後見人の方々の活

そのサポートのあり方は、市民後見

後見人は、“安心して住み続けられるま

動ぶりやお話を伺うと、他人の財産を預

人の方々が主体的に動くことができる

ち”へとつなげてくれる大きな魅力だと

かるという責任の重さを引き受け、一人

ようなものでなければなりません。セン

思います。
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講座案内
●市民向け講座

市内在住、
在勤、
在学の方

介護実習講座

講座名

日 時

入門コース

水曜日クラス
10月11・18・25日
10:00〜12:30
火曜日クラス
11月14・21・28日
10:00〜12:30

介護者のための
調理講座

ポリ調理法
11月17日(金）
介護食
11月18日(土)
両日 13：00〜16：00

国際セミナー

イギリスの
こどもの貧困

受講決定

10月14日(土)
13:40〜16:00
受付 13:30〜13:40

講

師

内

容

その他
定員 20人
（先着順)
希望される方は、お
問合せくたさい
受講料 500円
(資料代、
保険代)

受講日の約1週間前
専門学校講師、
に受講証をお送りし
訪問指導員など
ます

介護を初めて行う方に、介護への認識・興
味を深めてもらうため、基本となる簡単な
介護を体験します

受講日の約10日前 大地の会
に受講証をお送りし 大阪市在住地域活動
ます
栄養士の会

高齢者の食事に関する特徴や形態、栄養に
定員各14人(先着順)
ついて理解するとともに、身体状況に応じ
締切
11月1日
たメニューや調理方法などを実習により学
受講料
各800円
びます
（材料代、資料代、保
※17日または18日の1つから申込み可
険代）
会場は、阿倍野区民センター

受 講 証はお 送りしま
せんので、申し込まれ Child Poverty Action
た方は、受付時間に会 Groupアドバイザー
場 へ お 越しください ジョセフ・ラウントリー財団
（ 定 員を超えた場 合 副所長 クリス・グールデン
のみご連絡します）

子どもの貧困撲滅宣言から緊縮時代の貧
困対策をお伝えします
会場は、関西学院大学大阪梅田キャンパス
10階1003教室 (大阪市北区茶屋町19-19
アプローズタワー)

定員 40人(先着順)
希望される方は、お
問合せくたさい
無料

◆市民向け講座の申込み方法◆
ハガキ・FAＸ・メールに次の必要事項を記入して、
お申し込みください。
（当センターホームページや電話での申込みも受け付けます。）
〔必要事項〕
①講座名 ②名前(ふりがな) ③郵便番号・住所 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥大阪市在住でない場合は、勤務先または学校名と所在地
⑦介護経験の有無
（有の人は年数も記入）

●福祉従事者向け研修
研修名
【認知症介護研修】
基礎研修 第3回

申し込み多数の場合は抽選です。締め切り後に、事業所あてに決定通知を発送します。

日 時
11月24日(金)
9：30〜17：10

【リスクマネジメント研修】
管理職員が推進する利用
者サービス向上のための 12月12日(火)
リスクマネジメント
10：00〜16：30
〜職場での実践について
考える〜

上記の会場・申込・問合せ先

受講対象者

講

師

内

容

その他

市内の介護保険施
設・事業所等に勤務
する職員

大阪市
認知症介護指導者

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行
する上で基礎的な知識・技術とそれを実践す
る際の考え方を学びます。

定員
締切
受講料

100人
10月10日
4,000円

市内の福祉関係施
設・事業所に勤務す
る職員

介護老人保健施設
紀伊の里 施設長
山野 雅弘

管理職員に求められるリスクマネジメント
の意義と基本を理解するとともに、福祉現
場が活性化し、利用者のサービス向上が図
れるよう、事故予防対策、苦情対応、感染症
対策、自然災害対策の取り組み、職員の育
成の留意するポイントなどを学びます

定員
締切
受講料

50人
11月10日
3,000円

大阪市社会福祉研修・情報センター 〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
a06-4392-8201 b06-4392-8272 dhttp://www.wel-osaka.jp 7kensyu@shakyo-osaka.jp

大阪市成年後見支援センター開設10周年記念フォーラム

市民後見人は未来をつくる支え合い

〜わたしが変わる、地域が変わる〜

市民後見人活動を振り返り、今後の大阪市での市民後見人のあり方を考えていきます。

11月 23 日（木・祝）午後1時 30 分〜 4 時
大阪市中央公会堂
（大阪市北区中之島1-1-27）

第 1 部／記念講演
「大阪における成年後見制度の活用状況と市民後見人への期待」

参加無料

講師：大阪家庭裁判所 阿多 麻子裁判官
定員600名
第 2 部／シンポジウム
「市民、
専門職、
行政の協働の10年とこれから」
どなたでも
申込方法／
「10周年記念フォーラム参加希望」
と名前、所属・団体名、電話番号を記載のうえ、
FAX・ハガキ・Eメールにより11月20日
（月）
までに申込み。
申し込まれた方は、
直接会場にお越しください。定員を超過し、
ご参加できない場合のみご連絡します。
申 込 先／大阪市成年後見支援センター
（大阪市社会福祉研修・情報センター3階）〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
a06-4392-8282 b06-4392-8900 7yousei@shakyo-osaka.jp
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福祉の 歴 史 散 歩

大阪府方面委員活動の発展

−苦闘の姿から学ぶ−③
なが おか

日本福祉大学 名誉教授 永岡

まさ

本稿は五話完結の第三話です。

み

正己

方面委員制度は、今日の民生委員・児童委員制度の前身で、1917
（大正6）
年の岡山県済世顧
問制度に始まり、
翌1918
（大正7）
年に大阪府方面委員制度が設置されました。方面委員制度創設
お がわ しげ じ ろう

はやしいち ぞう

には当時知事の林市藏と、府顧問として社会事業の立案にあたった小河滋次郎によってつくられま
した。今年は民生委員・児童委員制度創設100周年です。大阪では来年100周年を迎えます。

方面委員活動において生活面ととも
に医療面の支援は切実な課題でした。
大阪では済生会病院、弘済会慈恵病院
等と連携するとともに、地域の医療関
係者とも協力しました。また、既にある
医療機関の拡充が要請され、方面常務

大阪の福祉の源流をたどる

委員らの提案、実行委員組織の働きに
よって「方面病院」案から「市立市民病
院設立」案（1921（大正10）年）が示さ
れ、篤志家の寄付によって1925（大正
15）年に市民 病 院 開 設 が 実 現しまし
た。その後も方面委員たちは、貧困世帯
への病床開放・拡充や負担軽減を求め
て活動を展開しています。
1922（大正11）年には嘱託医制度が
提案され、医師会の協力を得て各方面
に嘱託医、顧問医の配置が進められま
す。1927（昭和2）年からは、大阪乳幼
児保護協会で、府社会課と赤十字病院
による計画にもとづき小児保健所の設
かわかみかんいち

置が準備されました（府の川上貫一と
おお く

ぼ なお よし

医師の大久保直穆が中心でした）。小児
保健所には、わかもと製薬や和光堂な
ど企業からの寄付によるものもありま
した。また、大阪毎日新聞慈善団が嘱
託産婆の配置を進め、朝日新聞社会事
業団は、訪問看護活動を進めています。
方面委員はこのような活動と協力しな
がら、方面世帯への地域保健医療活動
を展開していきました。
医療活動にあたっては、済生会など
各病院の診療券が交付されましたが、
『大阪府今宮第一方面事業概況（昭和
十年六月）』には、聖心セットルメント
のシスター・テルミエが方面の相談役
となり、診療所が方面委員と協力して
地域の子どもの医療を行い、その医療
費の補助や学資援助をした例や、方面
委員が連 絡してセットルメント給食部
が欠食児童30人分の食事提供を行う例
も報告されています。このような地域に
おける民間社会事業と方面委員の密接
な連携もありました。
しかし、このような医療と連携した地
域の活動は、満州事変以後の戦時体制
への移行に伴い、優生思想を伴う健民
健兵策や治安対策と結びついて、人権

侵害や差別性をもったものになること
もありました。大阪府の場合も、とくに
らい

1931（昭和6）年の癩予防法以後、政策
による府衛生課・社会課、警察、療養所
の働きかけによって患者の隔離収容へ
の協力が求められました。
『大阪府方面委員事業年報』には、
1934（昭和9）年の外島保養院被災の
時期にかけて、方面常務委員会の記録
がいくつか見られます。1931（昭和6）
むら た まさ たか

年には外島保養院院長の村田正太が呼
ばれて法改正の説明をおこない、患者
の発見や実態調査を要請しています。
村田は患者自治を重視し良心的な運営
を行った人物でしたが、隔離の必 要と
「大阪の浄化」が強調されました。そう
した状況以後、常務委員会では方面委
員の対応を提案したり、活動の課題を
議論しています。
方面委員とハンセン病患者隔離政策
との関係については、
『ハンセン病問題
に関する検証会議最終報告書』2005
（平成17）年に、無癩県運動を通した
強制隔離政策への協力、患者への注意
や再入院手続、通報、情報提供等の具
体的な方面委員の問題点が取り上げら
れ、
「方面委員が基 本的に隔離収容を
肯定的にとらえ、その枠内で事態をみて
いた」こと、
「生涯を隔離されることが
何を意味するかについての正しい認識
が不十分であった」ことが事例を通して
指摘されています。
方面委員は、発見、通報、隔離収容へ
の協力を促され、熱心さや正義感にも
とづく活動は、強制隔離を推し進める
結果となりました。つまり、方面委員の
問題解決の機能が「差別」として働き、
治安・警察機能を担うことになっていっ
たといえるでしょう。このような例は、
社会事業家、医師、保健婦の場合にも
共通に見ることが出来ます。
差別を生まないためには、問題に対
する正しい理解が大切です。一人の住民
として、地域における当事者の人権を守
る働きをなすことが最も重要であるこ
とは、今日の民生委員児童委員活動に

景

面事務所の風

西野田第一方

日中戦 争から太平洋 戦 争へと 進む
と、国家制度との密接な関係を強めつ
つあった方面委員は、軍事力・生産力拡
充、人口政策、軍事援護事業などの政
策に 組 み 込まれ、地 域 統 制 や 隣 保 相
扶（共助）の働きが求められました。
方面委員の日常業務は、戦争による
住民の貧困の拡大と、徴兵・徴 用に伴
う問題に対応して事業の新たな展開が
進められましたが、そこでは「人的資源
の 保 護育成」「生 産力増強」という言
葉に 見ら れるように、人 間 を「資 源 」
「手段」として見る思 想 が強まりまし
た。方面委員に対して、従 来の自由主
義的な性格への批判だけでなく、方面
委員が軍事扶助を取り扱うことへの軍
部からの批判もありました。
そして、母子保護法、軍事扶助法、医
療保護法、戦時災害保護法等の実施に
順次対応しつつ、従来の方面世帯に加
えて、「厚生票」や「名誉票」がつくら
れ、軍人遺家族援護や徴 用援護、さら
には地域生活全般の対応へと活動が拡
がっていきました。
町内会等の地域組織は、1940（昭和
15）年に内務省訓令「部落会町内会等
整備要領」によって制度化されるととも
い めい つうちょう

に、厚生省からも依命通牒によって町
内会と方面委員の「緊密ナル連繋」「両
者ノ有機的連絡ヲ図ル」ことが指示さ
れました。これによって方面委員は軍事
関係団体との軋轢を含みながら地域統
制の役割を強めていきました。
これらはまた、大政翼賛会を頂点とし
て、産業報国会、愛国婦人会・国防婦人
会（1942（昭和17）年に大日本婦人会
に統合）などの働きとも一体となりまし
た。地域活動の担い手が広がり、地域
の助け合いの働きも強調される中で、
方面委員にとっては活動の競合が整理
できない状況に対する不満が広がって
います。この問題をめぐっては、方面委
員からは役割の整理・明確化を求めた
要望が出され、本来の貧困世帯への援
助業務を大事にしたい、との思いが事
例の中に多く見られました。

おいても忘れてはなりません。

※この稿は、
2005
（平成17）
年に大阪市社会福祉研修・情報センターで開催された
「社会福祉史の市民講座」の聴き取りをもとにまとめたものです。

ウェルおおさか 2017.10.vol.110◉6

大阪市社会福祉研修・情報センター

はーと

ウェルおおさか♡フェア
12月2日（土）11時〜15時

介護食・福祉機器の展示、ワークショップ、飲食・物品販売ブース、
リサイクルブックなど、学びや体験が盛りだくさん！
事前に申し込みが必要な講座や講演会があります

市民のための認知症介護講演会
5階 定員80人
「認知症の治療とケア」
認 知 症の症 状やその原
因について理解を深める
とともに、基本的な治療
方法、症状への対応方法
について学びませんか。
10：00〜12：00
(受付9：30〜)

無料

「家庭でやさしい介護のコツ」教室
移動介助
11：00〜12：00
(受付10：30〜)
排泄介助
14：00〜15：00
(受付13：30〜)

自助具製作体験講座

5階

定員20人

「弱い力でひらく洗濯バサミ」
と
「ストローホルダー」
を製作します。
13：00〜15：00
（受付12：30〜）
教材費 300円

４階

定員各20人

無料

◆申込方法／①参加希望コーナー名 ②名前 ③郵便番号・
住所 ④年齢 ⑤電話番号を記載のうえ、
FAX・ハガキ・電話・
ホームページ・メールにて申し込みください。
◆申込締切／11月25日 参加証はありませんので、受付時
間に各受付にお越しください。定員を超過し、
ご参加いただけ
ない場合のみご連絡します。

バルーンアート 無料

リサイクル
ブックフェア

風船で簡単な
動物づくりに挑戦!

古本を無料で
お持ち帰り頂けます

11：00〜12：00
14：30〜15：00

11：00〜
なくなり次第終了

主催・会場・申込・問合せ先▶大阪市社会福祉研修・情報センター
〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
a06-4392-8201 b06-4392-8272 7kensyu@shakyo-osaka.jp
ウエルおおさか
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チラシがダウンロードできます。

図書・資料閲覧室からのお知らせ
図書・DVD新 着 情 報
図書紹介
『私の記憶が確かなうちに
「私は誰？「
」私は私」から続く旅』
クリスティーン・ブライデン 著 ほか
クリエイツかもがわ 2017年
46歳で若年性認知症と診断された
著者が、どう人生を生き抜いてきた
のかを綴る。診断から22年を経た今
も、発信し続けられる秘密を明かす。

『それでいい。自分を認めて
ラクになる対人関係入門』
細川 貂々、水島 広子 著
創元社 2017年
ネガティブな性格で生きづらい！
「当
たり前の気持ち」
を受け入れて、あり
のままの自分を認める方法をマンガ
でわかりやすく紹介する。

『本当は怖い！成年後見
成年後見人には気をつけろ！』
仲島 幹朗 著

文芸社

2017年

その人に、すべて任せてもいいです
か？自分の財産を安心して任せられ
る
「成年後見人」
を選ぶためのノウハ
ウを伝授する。

DVD 紹 介
『地域を支える〜市民後見人の活動〜』
神奈川県社会福祉協議会ほか 企画
約45分
同じ地域社会で生活する市民として
ご本人の意思に沿って活動する市民
後見人が必要とされている。そんな市
民後見人の活動を、専門家のインタ
ビューなどを交えて紹介したDVD。

『地域包括ケアの実践−北海道美瑛町の取り組み−』
新宿スタジオ
３６分(第1巻)、
５６分(第2巻) 2016年
「地域包括ケアシステム」
の構築に取
り組んできた北海道美瑛町の取り組
みを紹介しながら、
「 地域包括ケアシ
ステム」の在り方について解 説した
DVD。全２巻。

『92歳のパリジェンヌ』
M.M.C

106分 ２０１７年

尊厳死をテーマにした映画。92歳の
誕生会で
「あと2ヵ月後に逝く」
ことを
家族に発表した母と、その日を迎える
まで母を支え続ける娘の物語。

！ あなたの周りに眠っている古本はありませんか？
募集！
12月に開催するリサイクルブックフェアの
【古本】
を募集します！
本、絵本、マンガなどジャンルは問いません。何冊でもOK！
読めないほど傷んだ本の寄贈はご遠慮ください。
寄贈していただいた本は返却できません。
募集期間／10月２日
（月）
〜11月30日
（木）
受付場所／大阪市社会福祉研修・情報センター
１階 事務所・２階 図書・資料閲覧室

リサイクルブックフェア
古本を無料でお持ち帰りいただけます！
開催日時／12月２日
（土）
11時〜なくなり次第終了
開催場所／１階 エントランス

●大阪市社会福祉研修・情報センター2階の図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書・DVD・
ビデオなどを、無料で貸出しております。
（認知症、介護技術、手話のDVDや、福祉の関係の
雑誌などが充実しています。）
開室時間：月曜日〜土曜日 午前９時３０分〜午後5時
‐４３９２‐８２３３
休室日：日曜日・祝日（土曜日は除く）
・年末年始 a０６
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健康生活

健康と思う今こそ、受けよう検診！
大阪市民の死亡原因第1位は
「がん」
です。がんは2人に１人がなる病気、定期的にがん
検診を受けましょう。

▼大阪市では次のがん検診を実施しています。
胃がん検診

０歳以上の方はどちら
(５か選択してください
(

大腸がん検診
肺がん検診
けい

子宮頸がん検診

検査方法
胃部エックス線検査
胃内視鏡検査
免疫便潜血検査

料

(ハイリスク者には喀痰
細胞診検査も実施 (

金

500円

取扱医療機関

1,500円

取扱医療機関

1,500円

保健福祉センター

300円

取扱医療機関

胸部エックス線検査 保健福祉センター

無料

受診日現在40歳以上の大阪市民
（年度中1回）
受診日現在５0歳以上の大阪市民
（２年に1回）
受診日現在40歳以上の大阪市民
（年度中1回）

（喀痰細胞診
検査：
４00円）

取扱医療機関

子宮頸部細胞診検査 取扱医療機関

400円

取扱医療機関

超音波検査

乳がん検診

実施場所
保健福祉センター

1,000円

（視触診あり）

保健福祉センター

（視触診なし）

マンモグラフィ検査 取扱医療機関

1,500円

視触診の有無は医療
(機関により異なる
(

受診日現在２0歳以上で前年度に
受診されていない女性市民（2年
に1回）※2
受診日現在30歳代の女性市民
（年度中1回）

検査方法

B･Ｃ型肝炎ウイルス検査

（特定健診等と同時実施）

血液検査

実施場所
保健福祉センター
取扱医療機関

料

音が鳴ることで、
「食事しやすい角度」
「
、介助しやす
い角度」
「
、移乗しやすい高さ」
など目的に合わせ簡
単に調整可能です。
リモコンに気を取られることな
く、利用者の様子を確認しながら操作できます。

金

ベッドの高さに
不安がある方にも
安心の超低床ベッド

対象者・受診頻度※１

当該年度において40歳以上
1,000円 の大阪市民で過去に同等の
検査を受けたことがない方

骨粗しょう症検診

踵骨超音波測定法 保健福祉センター

無料

18歳以上の大阪市民

歯周病検診

問診・口腔内診査

500円

40・45・50・55・60・65・
70歳の大阪市民※３

取扱歯科医療機関

●音でお知らせ リクライニングベッド

受診日現在40歳以上で前年度に
受診されていない女性市民（2年
に1回）※2

▼がん検診以外の検査も実施しています。
検診種別

良質の睡眠を求めて
ご 利 用 者に最 適 な
背 上 げ角 度を
チャイム音でお 知らせ

検診種別

対象者・受診頻度※1

応援グッズ

※１ いずれの検診も、勤務先等で同程度の検診を受診できる方、
検診部位の病気等で治療中・経過観察中の方、
自覚症状
のある方、同一年度中に会社や病院、他の自治体で同等の検診を受診した方
（胃内視鏡検査は前年度に他の自治体
で胃内視鏡検査を受診済みの方を含む）
は対象外です。また、無料受診の該当者等については、大阪市ホームページ
等でご確認いただくか、各区保健福祉センターへお問合せください。
※２ 平成2９年度は受診対象の目安として、
生まれ年が大正・昭和で偶数年、
平成は奇数年の方を対象としています
※３ 平成2９年度は昭和2２年、
2７年、
3２年、
3７年、
4２年、
4７年、
5２年生まれの大阪市民の方

〈お問い合わせ〉大阪市健康局健康推進部健康づくり課 a０６-６２０８-９９４３

▼大阪市国民健康保険加入者へは生活習慣病の健診も実施しています。
実施場所

特定健診

保健福祉センター等
取扱医療機関

料

金

対象者

大阪市国民健康保険に加入されてい
無料
る４０歳以上の方（来年の3月３１日ま
（要受診券）
でに４０歳になる方を含みます）

〈お問い合わせ〉大阪市福祉局生活福祉部保険年金課 a０６-６２０８-９８７６

今月の自助具

資料提供
HUMAN 岡 田 英 志さん

皮むきケンザン

主な適応疾患・対象者▶ 脳卒中などで片手が不自由な人。
機能・特徴▶
ジャガイモなど転がりやすい野菜をケンザンのよう
な釘の出た部分に刺して、固定することができる。
固定させた野菜の皮をピーラーでむいたり、包丁
でカットすることができる。
黄色いレバーを押すと、安全に野菜が釘から押し
出される
ステンレスとプラスチックで出来ているため、洗う
ことができる。
使い方▶
まな板に専用の金具を取り付けて、皮むきケンザン
を固定する。
ケンザンカバーを外し、野菜を上から押し付けて
固定する。
皮むきやカットが終わったら、黄色いレバーを押
して野菜をケンザンから外す。

問合せ▶大肢協ボランティアグループ・自助具の部屋
ab06-6777-6844（月・水・金 10：00〜15：00）
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●Raﬁo
（ラフィオ）

床面高15cmの超低床を実現。身体のズレや背圧・
腹圧の軽減にも配慮した様々な機能を搭載してい
ます。ベッドの高さに不安がある方へ、安心してお
使いいただける介護用ベッドです。

眠るだけではない
あなたの想像を超えた
多用途電動ベッド

●電動ベッド インタイム1000

就寝以外にも、本を読む。のんびり過ごすなどそれ
ぞれの状況に合った最適な姿勢にスムーズに移

行。心地よく眠るためのベッドから心地よく過ごす
ためのベッドへ。あなたの動きをサポートします。

問合せ
公益社団法人関西シルバーサービス協会 事務局

〒542-0065

大阪市中央区中寺1-1-54
大阪社会福祉指導センター内

a06-6762-7895 b06-6762-7894
dhttp://kansil.jp

カタチ
にする

プロ

っています！
ドローンによる空撮行
パンフレットやカタログなど、
作りたいものがカタチにならず困っていませんか？
当社なら企画から取材・撮影・デザイン・
印刷・納品にいたるまで、各専門スタッフが、
お客様のイメージをトータルでカタチにします。
※詳しくは下記までご連絡ください。

〒530-0045 大阪市北区天神西町8-19 法研ビル5F
（06）
6362-1510 E-mail：info@ad-emon.com
TEL：
（06）
6362-1511（代） FAX：

〔広告〕

第15回 大阪市立大学医学部＆ 知って安心
認知症
大阪市立弘済院ジョイントセミナー
日

時／ 11月12日
（日）
午後2時〜4時
（受付 午後1時30分〜）
会
場／ 大阪市立大学医学部学舎 ４階 大講義室
（大阪市阿倍野区旭町１
‐
４
‐
３）
※JR・地下鉄
「天王寺」
駅、近鉄
「大阪阿部野橋」
駅
より徒歩10分
内
容／「認知症をふせぐ・気づく・治療する」
と
「ケアする人
のストレス対応」
について、専門の医師が分かりや
すく解説。
医療や看護等の相談コーナーも設けます
講
師／ 大阪市立弘済院附属病院 副病院長 中西 亜紀
大阪市立大学大学院 医学研究科 神経精神医学
教授 井上 幸紀
定員・受講料／ 250名
（先着順）
・無料
申 込 方 法／ メール・往復はがき・弘済院附属病院窓口
必要記載事項：
「ジョイントセミナー」
と明記
①代表者氏名(ふりがな) ②住所 ③電話番号
④参加希望人数
（代表者を含む）
7kousaiin-kouza@city.osaka.lg.jp
【〒565-0874 吹田市古江台6-2-1
大阪市立弘済院附属病院】
までお送りください。
締
切／ 10月31日
（火）
必着
（11月5日
（日）
までに連絡がな
い場合はお問合せください）
問 合 せ／ 大阪市立弘済院附属病院 患者支援部
（担当：北村）
a06-6871-8013
〈月〜金
（祝日を除く）
午前9時〜午後5時30分〉
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項

目

直通電話番号

会議室など利用の問い合わせ

０６‐４３９２‐８２００

研修関係の問い合わせ

０６‐４３９２‐８２０１

図書・資料閲覧室の問い合わせ

０６‐４３９２‐８２３３

お問い合わせ時間
午前９時〜午後９時（土・日曜日は午後５時まで）
（会議室の申込・お支払いは午前９時３０分〜午後５時）
午前９時〜午後５時
午前９時〜午後５時

出城郵便局

ローソン
長橋

b06-4392-8206

26

大和
中央
病院

※ＦＡＸでの申し込み可能な期間は、利用日の6か月前の午前９時３０分から
利用日の３日前までです。

花園町

②

①

■会議室等の使用料
利用できる貸室および料金は、次のとおりです。ご予約は利用日の6か月前からです。

階

会議室
会議室 東
会議室 西
介護実習室
演習室
大会議室

午

時間区分

前

午

9：30〜12：30

99
45
54
36
18
144

後

13：00〜17：00

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

5,100
2,600
3,800
7,600
1,300
7,700

交通／ご来所には［市バス］
［JR］
［地下鉄］
をご利用ください
市バス

「長橋二丁目」バス停すぐ

市営地下鉄・四つ橋線・御堂筋線

「花園町」駅（①・②出口）から徒歩約15分
「大国町」駅（⑤出口）から徒歩約15 分

間

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

昼

夜

間

9：30〜21：00

11,400
5,800
8,600
17,100
3,000
17,400

（単位：円）

所 在 地 ／〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号
設 置 主 体 ／大阪市
運 営 主 体／
（指定管理者）
社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
電
話 ／a06-4392-8200
（代表）
ファックス ／b06-4392-8206
U R L ／http://www.wel-osaka.jp/

「ウェルおおさか」
に広告を掲載しませんか
詳しくはお問合せください…▶大阪市社会福祉研修・情報センター
a06-4392-8201 b06-4392-8272 7kensyu@shakyo-osaka.jp

〔テーマ〕
障がいのある人をめぐる人権

人権啓発キャッチコピー

知ることが
あお き

青木

てる お

心をつなぐ

第一歩

輝男さん（平成28年度「人権に関する作品募集事業」キャッチコピー 一般の部 優秀賞）

制作協力：
（株）アド・エモン

52系統
（なんば 〜あべの橋）

JR大阪環状線・大和路線

「今宮」駅から徒歩約9分

夜

18：00〜21：00

大阪市社会福祉研修・情報センター

4
5階

利用人員のめやす

発行部数 36,000部

鶴見橋商店街

2017（平成29）年10月1日発行

a06-4392-8200

vol.110

市バス 長橋二

ニトリ

号線

受付時間は午前９時３０分から午後５時まで

Ⓟ
市営
出城東住宅

国道

利用日の6か月前（6か月前の同じ日）から、電話や窓口で予約いただいた
うえ、
所定の用紙で申し込みください。

南開

ファミリーマート
地下鉄四つ橋線

いすゞ自動車
高齢者
交番
在宅支援
公園
センター

南開西

ナニワ
交通

2017.10

2 利用申込の受付は6か月前からです。

）

スズキ自動車

日産自動車

線

3号線

路

国道4

和

検索

Ⓟ
市営
中開東住宅

ガソリンスタンド

国道
25号線

⑤

線 大
状 線（
環 本
JR 西
関

ホームセンター
コーナン

空室状況は、
ホームページの「貸室のご案内」→「空室一覧」に、
ＰＤＦで6か月分掲載。

大国町

西出口

1 空室状況をホームページに掲載しています。
ウェルおおさか

JR

宮
今

なにわ筋

貸室ご利用の皆様へ

室区分

大阪の福祉を知る
みんなの情報誌

開館時間／午前9時から午後9時まで
（土・日曜日は午前9時から午後5時まで）
図書・資料閲覧室は午前9時30分から午後5時まで
（月〜土曜日）
休 館 日／国民の祝日
（土・日曜日と重なる場合は除く）
、年末年始
（12月29日〜翌1月3日）

大阪市社会福祉研修・
情報センターのご案内

