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特集１
平成１８年１１月１３日（火）に、相互
評価事業の説明会がありました。
相互評価事業とは、グループホーム事業
者同士が それぞれのホーム を相互 に訪問
し、“気づき”の視点を持って互いにサー
ビスの水 準の向上に努めて いこう という
事業です。
具体的には、１事業所１名を相互評価調
査員とし、３つの事業所を１チームとしま
す。チームで話し合って、訪問する日程調
整を行い、実施期間内で訪問する日と訪問
される日を決定します。
相互評価訪問調査の当日は、自分を除い
た同じチ ームのグループホ ームの 調査員
２名の訪問を受けることになります。
【 実施期間 】
平成１９年１月９日～２月３ 日
（申し込みは 11 月 23 日で締切りました）

特集２

特集１

１． 成年後見制度 と 地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業）
【成年後見制度とは】
精神上の障害（認知症、知的障害、精神障害等）によって判断能力の充分でない人は、例えば不
動産や預貯金などの財産を管理したり，介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだ
り，遺産分割の協議をしたりする必要があっても，自分でこれらのことをするのが難しい場合があ
ります。そうした人々が、一方的に不利益を被らないよう、その人たちの判断能力を補い、権利を
保護するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きくは法定後見制度と任意後見制度があります。また、法定後見制度は「補
助」「保佐」「後見」の３つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度が選べる
ようになっており、契約や財産管理、身上監護などの法律行為全般を、裁判所の裁定に基づいて、
援助する人（補助人、保佐人、後見人）が行います。
法定後見制度
（補助）
精 神 上 の障 害 に よ
り、判断能力が不十
分な者。

（保佐）
精 神 上 の障 害 に よ
り、判断能力が著し
く不十分な者。

任意後見制度
（後見）
精 神 上 の障 害 に よ
り、判断能力を欠く
状況にある者。

元気な内に、将来
に備えて予め自ら
任意後見人を決め
ておく制度。

【地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業）とは】
精神上の障害（認知症、知的障害、精神障害等）によって判断能力の充分でない人が、自立した
地域生活を送れるように日常の生活援助を提供するのが、社会福祉法に基づく地域福祉権利擁護事
業（福祉サービス利用援助事業）です。
成年後見制度が、重要な財産などに関わる法的支援体制がベースになっているのに対し、地域福
祉権利擁護事業は、例えば日常の金銭管理や福祉サービスの利用援助、年金証書や印鑑・預金通帳、
書類等を預るというような、生活支援体制がベースになっています。

図１． 成年後見制度及び地域福祉権利擁護事業の制度内容について、
貴ホーム内では周知されていると思いますか。

7.8%

10.3%

経営者・管理者・職員を含めて、内容も充分周知され
ている
管理者を含む数人は内容についてもよく知っている
が、ホーム内で充分周知されているとは言えない

81.9%

制度の名称を聞いたことはある（もしくは少しは知って
いる）が、管理者を含むほとんどの職員が内容につい
てはよく知らない
経営者・管理者も含めほとんどの職員が、その制度に
ついて知らない

平成１８年１０月
に、当協会で成年後
見制度と地域福祉権
利擁護事業に関する
アンケート（以下、
アンケート）を行っ
たところ、左図１の
通り、成年後見制度
及び地域福祉権利擁
護事業については、
全体の約９０％以上

のグループホームでその内容を知っている職員がいる一方、７.８％のグループホームでは、管理者
を含むほとんどの職員がその内容をよく知らないと回答しています。
成年後見制度等については、自己評価及び外部評価項目にもあげられています。利用（予定）者
への活用を推進していく上でも、まずはホーム内でその内容が周知されることが望まれます。
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２．

成年後見制度の申立て手続き
① 申立てをすることができるのは誰か
本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長（独居などで全く身寄りのない場合）、検察官
等です。
② 手続きの流れ
１
▼

申立て

２

調査

▼
▼
▼

家庭裁判所の調査官が、直接または書面にて、申立人及び後見人等候補
者からご本人の生活史や財産状況などについてうかがいます。また、直
接ご本人に会って本人調査も行います。

３

鑑定

▼
▼
▼

開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合
を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせま
す。（補助は原則として鑑定不要。診断書で可。）

４
▼
▼

審判

５

確定

▼
▼

審判書謄本が当事者に送達され、不服申し立てがなければ約２週間で確
定します。

６

法定後見開始と登記

調査官の調査結果と鑑定結果を踏まえて家事審判官が審判します。

（期間の目安）
１，２週間

約2 ヶ月

約１，２ヶ月

約３週間

登記完了まで
１，２週間

東京法務局に対し、裁判所が後見等登記嘱託をします。

③ 申立てにはどれくらい費用がかかるのか
・ 申立て時の書類取得の為にかかる費用（原則として申立人の負担）…約１万円程度（収入
印紙、登記印紙、郵便切手代金の合計）
・ 鑑定費用（原則として申立人の負担）…通常１０万円前後
※その他、別途費用がかかる場合もあります。（申立を弁護士、司法書士等に依頼する場合など）

④ 誰が成年後見人等になれるのか
家庭裁判所が審判によって選任します。申立て時の候補者になるとは限らず、本人の状況を
考慮して最も適任な者を選任します。
（親族以外の第三者、法人も可。また、複数の後見人等を
選任することも可。）

３．

グループホームの現状 ～アンケートより～
当協会が行ったアンケートによると、成年後見制度及び地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利
用援助事業）の利用状況は左図２及び左
図２． 成年後見制度を利用している利用者が
図３． 地域福祉権利擁護事業（福祉サービス
ホームにおられますか。
図３の通りです。
利用援助事業）を利用している利用者がホー
ムにおられますか。
0.9%
成年後見制度を利用している利用者
がいる（いた）グループホームは、全体
7.8%
いる、いた
24%
いる、いた
の約４分の１程度（２４％）、福祉サー
いない
いない
ビス利用援助事業を利用している利用
わからない
92.2%
75%
者がいる（いた）グループホームは、１
割未満という結果でした。

-3-

図４． 利用（予定）者やその家族による、成年
後見制度や地域福祉権利擁護事業の活用を
すすめたことがありますか。

また、左図４のように、利用（予定）者やその家族に成年後見
制度や地域福祉権利擁護事業の活用をすすめたことがあるかとい
う問いに対して、「ある」と回答したホームは２７.６％、「ない」
と回答したホームは７２.４％でした。

27.6%
ある

図４－２． 図４で成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の活用をすすめたことが「ない」
理由として、どのようなことが上げられますか。（複数回答可）

なし

72.4%

既に活用済み

1

家族が管理

1
3

相談なし

制度等の活用をすすめたことが「な
い」理由については、右図４－２にあ
るように、「該当者がいないため」と
いう理由が最も多く、次いで「費用が
かかるから」「手続きが煩雑、難しい
から」という理由があげられていまし
た。
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9

成年後見制度等について、あまりよく知らないか
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特集２
『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下、高齢者虐待防止法）』
が平成１８年４月に施行されました。この法律では、高齢者虐待の定義づけを行い、高齢者虐待を受
けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、国及び地方公共団体、
国民、高齢者の福祉に
業務上又は職務上関
65歳以上の高齢者に対して、家庭での養護者又は施設等の職員から行われる以下の
係のある団体及び従
ような行為を虐待といいます。
事者に対する責務が
１．身体的虐待
２．介護・世話の放棄（ネグレクト）
規定されています。

３．心理的虐待

４．性的虐待

５．経済的虐待

（詳しくは、１１月中頃に協議会より発送した『高齢者虐待防止の基本』をご覧下さい。）
この高齢者虐待防止法についてどの程度周知されているか当協会アンケートで尋ねたところ、下図
５のような結果になりました。全体の約８５％以上のグループホームで、法律の内容を理解している
職員がいる一方、約１４％のグループホームでは、管理者を含めた職員がその内容についてよく知ら
ないと回答しています。
図５． 今年４月に施行された高齢者虐待防止法の内容について、貴ホーム
内では周知されていると思いますか。
0.9%
経営者・管理者・職員を含めて、内容も充分周知され
ている
12.9%
32.8%

53.4%

管理者を含む数人は内容についてもよく知っている
が、ホーム内で充分周知されているとは言えない
制度の名称を聞いたことはある（もしくは少しは知って
いる）が、管理者を含むほとんどの職員が内容につい
てはよく知らない
経営者・管理者も含めほとんどの職員が、その制度に
ついて知らない
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愛媛県においては、今年
１０ 月に新居浜市のグ ル
ープ ホームで高齢者虐 待
の報道がなされたばかり
です。介護に携わる職員と
して身を引き締め、各々の
グループホームが虐待の
防止 等の措置を講じて い
く必要があります。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

しいのみ（松山市）
菜の花（東温市）
玉泉（伊予郡松前町）
うつのみやさんの家（西予市）
サマリヤの家（久万高原町）
おあしす（松山市）
ルンビニー（松山市）
まなべ（西条市）
すみれの家（松山市）

はいっ！
グループホームしいのみは、松山城のふもと、緑の多い静かな住宅街にあります。２階
建て一軒家の家庭的な雰囲気の中で、入居者６名で生活している小さな小さなホームで
こちら事務局
自分らし く生きて いくため には…身体が覚 え
す。それゆえのんびり、ゆったり、ほのぼのと暮らしています。

ている生活の記憶を呼び起こせる様な、小規模で

お年寄りひとりひとりの意志や自由を尊重し、
生きる喜びや楽しみを少しでも多く感じ
家庭的な環境づくりが大切です。しいのみでは、
ていただき、認知症状を和らげるよう努力しています。
そういう人間性重視のケアを第一としています。
“ゴソゴソの自由”を理念とし、スタッフ全員が
それを理解し、お年寄りの方達と日々生活してい
特定非営利活動法人 グループホームしいのみ
ます。お城山の緑が気持ちの良い住宅街にある小
〒７９０-０８０６ 松山市緑町１－７－１５
さな家－ＨＯＭＥ－です。電話＆ＦＡＸ：０８９-９３２－７６８１
伊予市五色浜の近くで、環境に恵まれており、平屋建てで玄関は開放され、入居者さんが自由に庭を散
特定非営利活動法人
歩したり草花を眺めたりしています。
〒７９９－２４３０ 松山市北条辻９２２番地３

電話＆ＦＡＸ：０８９－９９３－２２０５

ホームでは、入浴・排泄・食事等のサービスを受けながら、
家事や趣味等を通じご自身の持てる力を発揮してもらう「生
活リハビリ」が行われています。また、希望により医師の診
断のもと、理学療法士・言語聴覚士による専門的なリハビリ
を受けることも可能です。
建物は、木造造りの温もりを感じるこだわりの平屋建
て、ウッドデッキのある広い芝生の中庭、プライバシーを
守る全室個室（床暖房）、リフト付き入浴、静かな住環境
です。利用者と共に暮らす「家」という考えのもと、家庭
的なサービスを提供しています。
医療法人さくら会

〒７９１－０２０４ 東温市志津川９１番地３

電話：０８９－９６０－５８５５

ＦＡＸ：０８９－９６０－５８８７
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定員６名の小規模なグループホームです。
広い庭園と家庭的な空間のもと、調理や洗濯、買い物等の日常繰り返される生活を、入
居者の方々を中心に２４時間体制でサポートさせて頂いております。
「一人ひとりが、その人らしく、いつも笑顔で楽しく」を理念に掲げ、自立した生活を
尊重しながら、日常生活上のサポートを行っております。
社会福祉法人 エンゼル

〒７９１－３１３１

電話：０８９－９８４－６４０７

伊予郡松前町北川原３３－１

ＦＡＸ：０８９－９８４－７７７６

うつのみやさんの家は、平成１３年７月１日に開所した、民家
改修型のグループホームです。
田んぼに囲まれた静かな環境の中で、
ゆっくり、のんびり、毎日を送っていま
す。
また、敷地の中には、栗、柿、梅、酢
橘、ふき、茗荷等があり、四季折々の味
覚を味わう事が出来ます。季節を肌で感
じながら、昔ながらの家で、昔ながらの
風習 を大切に 生活して いきたい と思い
ます。

社会福祉法人 宇和町社会福祉施設協会
〒７９７－００２６ 西予市宇和町岩木１０２７番地

電話＆ＦＡＸ：０８９４－６２－９２０４

四季折々の自然豊かな久万高原町の中心部に、平成 13 年

上浮穴郡内初のグループホー

ムとして開設されたホームです。
「やさしい笑顔と寄り添う心・主役はお年寄り」の運営理念のもと、利用者さんと共に喜
び、共に生きることを実践目標としています。下町の人情豊かなご近所の方々に温かく見守
られながら、地域の一員として普通の生活を送っています。
「今日もたくさんの笑顔と出会えますように…」職員一同の日々の祈りです。
久万高原町にお越しの節は是非お立ち寄り下さい。
有限会社 介護支援サービス しろもと
〒７９１-１２０６ 上浮穴郡久万高原町上野尻甲６２３－２
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電話＆ＦＡＸ：０８９２－２１－２２３３

私たちの理念は「尊敬、優しさ、笑顔」にあります。
この理念に基づき、利用者の皆様がご家庭におられた日々と同じ時間が過ごせるように心が
けています。また、利用者の皆様が、日常生活においてご自身でできることは、できるだけ見
守りながら、お手伝いさせていただいています。
ご家族の皆様、地域の皆様にもご理解いただける様に“開かれた施設”を目指しております。
利用者お一人おひとりに安心して、笑顔で日々を過ごしていただけるように今後も鋭意努力
して参ります。
石井オアシス・ケアサービス有限会社
〒７９０-０９４２

松山市古川北２丁目１６－６

電話：０８９－９５８－８２０６

ＦＡＸ：０８９－９５８－８３７６

三方を田畑に囲まれたルンビニーは、広い庭と共に自然を五
感で感じることのできる環境です。ルンビニーは開設して４
年半、入居者の方々もご高齢となり、支援のあり方も徐々に
変化してきました。しかし、基本理念は変わることなく、
● 一人ひとりの想いをくみとって生活を豊かに
● 人として当たり前の関わりと支援
で、入居者の方々と職員とが共に支え合う家族的な雰囲気を
大切にしています。

医療法人ビハーラ藤原胃腸科

〒７９１-８００６ 松山市安城寺町５３０番地１

電話：０８９－９７８－７５１５

ＦＡＸ：０８９－９７８－７５１６

食べることが健康 への第一歩です。昨日のことは忘れて
も、今の美味しい食事は味わうことができます。
私たちは、生きる喜びの原点は、味・匂い・暖かさにつつ
まれた食卓の提供から…と考え、旬の食材や季節感のあるメ
ニュー、目でも楽しめるお皿、盛り付け、行事食の演出など
工夫のある食事作りに取り組んでいます。
いつまでも皆様が元気に散歩でき、地域の中で暮らせるよ
うにと願っています。

株式会社 ジェイコム
〒７９３－００７２

西条市氷見乙７６９番地

電話＆ＦＡＸ：０８９７－５７－６１５１

ＦＡＸ：０８９７－５２－２１８８
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すみれの家は、なじみの環境で長く暮らせるよう入居後の要介護度の進行にも柔軟に対
応できるグループホームです。その一つが、要介護度が上がっても安心して入浴できる特
浴設備があります。
また、看護職員を配置し、日常の健康管理を徹底することで病気の予防に努めるほか、
持病についても事前の受診を励行し、入院するということも少なくなってきています。そ
して、スタッフには、内外での研修を行い、医療知識や介護技術向上に努めています。
有限会社 ティーエムコーポレーション

〒７９１－８０３１ 松山市北斎院町１０７２－１

電話：０８９－９０５－６００６

ＦＡＸ：０８９－９０５－６０１７

はいっ、
こちら事務局！

【 電話番号のお知らせ 】
事務局の電話がファックス兼用である為、ファックス送信時に電話が
つながりにくいというご意見をいただきました。
役員会で話し合い、１２月より事務局用の携帯電話を契約することに
致しました。事務局の電話（０８９－９７４－１２１３）がつながりに
くい場合は、下記携帯電話にご連絡下さい。
事務局用 携帯電話：０９０－８９７１－５３６１
なお、事務局の電話対応の時間帯（携帯電話を含む）は次の通りです。
【平日 10：00～17：00】

（※土・日・祝祭日休み）

【 新職員 紹介 】
退職した梶原に代わり、９月より成野 弘子（なるの ひろこ）が事務局 新職員として勤務し
ています。事務局長 小林のもと、久万と共に力を合わせて頑張っていきますので、よろしくお
願いいたします。

● 研修に関するアンケート結果

● 相互評価の感想

◆◇◆編集後記◆◇◆
早いもので、２００６年もあとわずかとなってきました。一年を振り返ると、月日が過ぎるのはあっという間
ですね。冬の空気が乾燥する季節になると、インフルエンザ等の感染症や火災件数も増えてきます。介護
者である自分自身がしっかりと体調管理を行い、また、入居者の方々の健康状態等にも充分注意してい
こうと思う今日この頃です。皆様も体調を崩されることなく、よいお年をお迎え下さい。
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