「仮認定NPO法人の概要と市議会への要望」
仮認定NPO法人市民後見センターさいたま
理事長 中田 均

［法人概要］
①事業内宮
。後見を中核としたTo t aI Sol u ti°n（総合的問題解決）の推進

（相談→あんしん見守り→委任契約→任意後見契約→死後事務委任契約等の

包括的事業展開）
被後見人の立場と市民の目線で、NPO・専門職・行政等のサポート体制を立案

・企画・提案型後見事業の推進
。行政、地域包括センター、各団体・企業との連携事業
埼玉県→首都圏市民後見推進協議会を主催 （首都圏16団体）

②法人の特色
人様の生活・生命・財産に携わることを念頭に置き、不祥事防止のため、活動はチーム
制で相互チェックを行っている。（「チーム」→「リーダー」→「理事」→「理事長」の
4階層のチェック体制）。また、貴重品は銀行の貸金庫に保管
〃主業務については補助金 助成金に頼らず、市民目線でコミュニティの再構築を志向
しつつ活動

〃東京大学、コープみらい等との後見活動に関する共同研究

〃就業を創出するため、最低賃金を支払える社会貢献型ビジネスモデルを志向
地域に根ざし、安定した生活を送り、社会経験豊かで社会貢献に意欲を持つ人材
（ケアマネ、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、宅建資格者、

相続アドバイザー、看護師、家裁調査官、司法書士等）が参加
内部統制・コンプライアンス等の遵守

③法人体制
・会員数：64

（正会員：15

賛助会員：49）

・事務局スタッフ： 3人

④法人経歴
・平成22年

NPO設立準備開始

〃平成23年

NPO法人として認証

平成27年 仮認定の取得

寄附者：54
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［市議会への要望］

1．さいたま市とNPOとの協鱒の推進

2．成年後見センターの創設

3．成年後見度富豪事業の推進

4．成年後見制度相談窓口の設昌

5．任意後見の推進

6．法令を先取りし市長を委員長こした
成年後見制度利用促進委員会の設富

ZPO弾ゝ軸抑隙細ますへ廿
ZPO弾ゝ軸抑隙知dYやI
ZPO弾ゝ軸卸隙知﹁一冊﹁一博Zo細割党

ZPO弾ゝ曲＞童顔ざ﹁さ軸抑隙油ゝS恥
ZPo弾ゝ諦田海荘重竪些事も！？亜﹁一博甘くT
Zno弾ゝ訂抑隙卸すYや−高さGhu
磨鮮常田弾ゝ蟄南部で﹂T︑︵−ゝ母心YやI
ZnO弾ゝ軸郭球卸すYや−仰ぐ一汁抽

詳拙論萬翰ゝ桝両軸詳相識苦密灘恥

H
H

かつ＞斗Cの庄野芳椀脚
舶訪摘録。＞00cm日
誌苔月謝甘寄宿曲範型。び
銃日付「l（和白粕告ES什
鵬阻）「＝科や6沖学び

湘輪作か村石＞面痴薄ノ＞

灘油旧田丸抽職蹄細
浦UlつけUI排梅心輔結

6麺か母軸臨聴e＞江藤

。ひ噺：劫〉凝＝軒ぎ掲古畑

瑛時小嶋鼎野師。ニ
博学日日∽一斗N由ノさす
米粒洩聖碧d謙雨和浩e鯉

鍋Ol学閥狸S＞卸藤薄ノ舐
崗碑石＞却薄。J目一皿盲

C科∧単琶母聴S汁粗寵高

◇

◇

。（和洋蕊蟻菩eH轍胃）
「かこdJ古詩藤洩囲謹つ

萌翠e）＞卸藤薄ノ油蔀
。（別附）「び丼盲∪一打
飾附胴瞳∧前述浦糖廟
前脚蛍石前席S＞江藤薄e
前皆斑井＄＋封謝軸騰麿
融貯哺」。￠∧小さ0慨
歎靭潮的I功醐弼編纂臣

け「爛賢弟潤勒O型憩」高

d師弟薮鳩瑚輔細胞

科璃腫臨坤聴酬旧師

盲＞卸熊石□）滴清さ時」高

母時雨＞却藤痢封，蛍鵡

批輔弼洞斜。恥華蝿棺

討甘言藩酷や琶C掲時湾
か草薙猷商談建珊＞卸藤卸
割出高潮時副紡秋腰痛
誘Ⅲ出違ノ6枕dC臣C渕
高寓珊S＞知藤痢割高轟澤

小母秋蝉叫面憎脚腫庸＞
卸藤小二UT融論難岡時計
義朝恥糠S）＞卸藤薄＝湾

帝 皿封硝 重患 扇諮 S薄 淋巾＞−こ主軸 枇 欝
脚 封 」費・ nnlニ 高配

酢和離旧都岨諜滑

〉S

豊 国 S 邪 神1 。．、，，南 輔 離 舗

糊i

去月 出耐熱前
〉H d nMii
削諜三種掌 戦前
惑宮前輩
：二十 日童話滴 ）汁
細 浦、嬉

〉婁】 醐

岳）霜謙e＞却煤け丹青 「ブ騨莱郵船潮時約滴圃
甜賦訣削鵬繕拍捕sH輔∴ 常高専灘蛤潤⊂丑測茸革
。小輩非結圃彗請訓〈＝∴図割 謹啓Ⅲ楢葉表替e
仕帽騰註睡眠聖部隊甫∴高砂ノS井仕事N①叩勘高

聞 く￣
油

d

＞圃熊石拙鮎二沖e亭主脚．
冨蔚科繭蓋，H〉廟＝井＝営

難駈揃。0虜盲博子の謀
略些雨間狸盲蒲艶か軌d＞

難詰ノCJ添空洞高曲亭e
＞江藤作詩潟鴬＞卸藤薄
。Ul＝什「「t属起斗＋

鵜軍規斌鳴恥部瞞醐
ノ蛸馳⇒」静間狸0㌢似＞
討⊂酔輩出e覿糊や6麺
聴些e高配まけ鵬粍旧

⊂同和劇満細萱江藤甘藷

誼心哉醐掃ふ歓噸肝
「汁∪計石心肝か晒d尚霜

さ潮時汁か灘盲＞圃藤酷薄

離賄轟恥哉廟剛腹 島」付目愚S群如。∪∽d

チ甘臨坤麟講甜沸騰

S吊 恥糀 誌S、 珊詩 話−

∧輔哺嫡出騨
翔慧＞圃藤d目建言こ高

O S

冊落胤湖 心庶出TH

鴬罷職0＞圃藤ノ〉強雨詳
弟O型掲作間狸S＞却藤賭
けか叫南饗高＞圃藤粗洋
。鵬汁山肌洲崎湘
醒哺鋤吟酔里謡e蕾滴攫e
〉＞卸藤薄洩＞卸藤高台学

G単∧鮪汁両前eC同軸

姪剛腕潟。竜洋涛e（圃

剛腕郎鴫測温郎師

◇

◇

。満鵡晒軸田畑汁e薄
歎苗「7−墓守こ専一に・
一WU滴哺浦腐」高田e

即汁etJノ単軌珪幅痩

0両。小輩劾唾冒陳暗

弼瞳紺色」ノ由焼蛤市
雑誌離⇒。謝甘吊まe浮き

小出⊂丑霊堂，□嫡＝丼二

鴫輔沖（功鵬嫡龍謙酒

法蒲輩。恥川嶋剃弔悼

癖剖∪庫か計石＞卸藤eざ

e＞出離か軌eG車脚冨蔚
dC固細浦聖愁剛腕録

似＞＝滞芝S蛾軸討∪蹴

。勇昂付「瓢鵬潟」高
＞知熊襲E冊。諷駈発心

酔甑予科諜薄布け珊諦則闇
汁∪富岳6掲猷藤鞘eざ研

＞曲調鴫前哲難詰CH割
瀞軸。雨⊂高配鞘二⊂艶

玖珂脚ノ⊂固却雨滴聖堂

つd⊂6詩⊂蘭二堤畑e蛸

繭e＞卸藤薄d甘0回半0

潮開山学閥狸e＞卸藤薄6

訳誼廟料紳輔亜鉛漫

討∪沖盲求諸寄吾郎〉塑0
両ノ甘寄，章一掠洩＞圃藤曲

日。博子心証油性即時
サ熊櫛蹄踊画聖S騰高
誼望月難醗酬獄中付加
騨脂拙請掴適所莱満

間鴨厨剖恥IH轍胃ノ廿
醐刺姉渦流ノ洩詩J単騎

清適型0滴聖高前e∞輔
。ぶつdJ清作図滴清

∪両S井作詩潤・榊浦0回半憶南適塾e脱出圃市井涛S

謹聴押黙縄騨嶋訓蒔

時頼詳恥韮蝿聖ノC

汗3時 ＞圃藤。（痢皿汁）

救dJ濃霧扇聖謡鵬e∧

「捕縄胎同州幅釈NI
＞卸薄」高Sか時化同価

開野柳記か「砕。詩∪清
市酢挿清武剛腕網目痔

浦球場鴫前部滴粗目剖SO＞卸薄刃衰e毒藷適当
。中臣S渕盲⊂固卸0滴望郷綱激母憫臨席瞭沖
鵡駒据⊂」南斐d黙雷些d叱丹前盆調布津山・再建

。洲非渠靖盾駄荒縄脚
両輔冊ノH恥難旧師

。古詩出張酋e購潔馳⇒什
染元e詩q銃弾嘲薄綿」

討⊂ヾヾH≠0中萱曲適塾雨粒宮

詣朗的叫満腔船団」湧きG岬講読悶弾e鶴濫謡
斎藤eOl＞圃藤高市eC固却討つdu井仕離郷禁煙津

MOHひい廿︵小甘﹂帰心﹁⁚刊︶00血書喜田︵注霜田︶

＞知藤涼艶。制限郎軽

哺同舟剛腹藷醐騨

型由高騰︐恥識

e＞釦藤蒲鞋盲蔀。ニ沖詩
酎浦河目測e＞卸藤溺正
副沖唖曲ノ廿醐蔚』。詩
i日か81撮高目測鷺に席
雨間狸S＞卸藤薄盲テ甘酢

融坪井匝甫粕法華帖忠
勤剃細蛤駆回」〉。詩∪画

襲撃劫油津恥鶉

き卓二」。醗詑謝報脚

聖堂諦S＞却藤落石N輔
。⊂尚江かざ似前

詞〉−

︵自浄qe

「＝清八卦栄か一斗か母

薄型 諸：田

却藤薄ノ前田。中岡細雨霜

㊥両腕功腫腔」高市抑

ヽ二． 日通 鶏 eS

前郷

萱訪鵬諦融服潮縄

要目障＝

馳可

髄曜陸。0、虜∧剃陸踊
満雄瑚噸騎聡鵜的

国語

能関

。雷鳴暗涙
酎Ⅷ嬬却靴報酬訓桁

lここ C塗紬 −）萬ゝ WiX・・

振田

ヾ中斗清さ時〉満清盛型

経舗縮。（鵡翔聯騎）

紬謙薄 田望球 i出講

＄付S j鯖
︵滞︶悪甘藤細萱輌聖霊高尚滞

秋晴船舶品装弾「蒲
刈和算細翻せ離蒲堂諮e
＞圃藤薄」輔弼酬駄洞
煎離愁。6サ亮討つ∪盲憶
高⊂同和0滴聖郎補聴
。（痢皿汁）鴨拙家S
か叫駐哺市営詩e＞掛語間
狸e＞部藤薄」紫脚間瓦

配置論登

i

轍e翌豊艶江連細粒e博お
覚詩小勢判妬腕輪清濁脳

血／I

剛腕鞠清眉離艦豊郷

出

）曾遊6建白⊂津蘭」鴬曲

惑溺。小心汽eq日曜恥

鶏冊謡細萱珊細岡rS尊で﹁ヾ丁

（≫同湖蘇 榔醐晒）
。二開講闘艶美油滴

成年後見制度利用促進法案要綱骨子（案）イメージ図

国等の責務

1回の黄海

成年後見制度の理念の尊重
①ノーマライゼーション

②自己決定権の尊重
③身上の保護の重視

地域の需要に対応し
た成年後見制度の利
用の促進

漢

2 地方公共団体の責務
3 関係者の責務
4 国民の努力
5 関係機関等の相互の
連携

成年後見制度の利用
に関する体制の整備

音

営

基本方針

法制上の措置等

l行為能力の制限の在り方

1地域住民の需要に

基本方針に基づく 施策を

l関係機関等におけ

の見直し
応じた利用の促進
る体制の充実強化
実施するため必要な
2擬制制限に係る制度の見 2地域における成年
2 関係機関等の相互
法制上・財政上の措置 これらに基づく施策を実施
薗し
後見人等の担い手
の紫密な連携の確
3成年破後見人等の身上の
の確保
保
保護に係る事務の範囲等 3 成年後見拳実施機
の見適し
関その他の団体の
4成年破後見人等の死亡後
活動に対する支援
における成年後見人等の 事務の範囲の見直し 5任意後見制度の積極的な 活用 6国民に対する周知等 ￣￣．￣｝一一一一一一一一一一一一 ！

するために必要な法制上の 措置については、この法律の 施行後三年以内を目途とし て講ずる
r

隻から16ませ

国会lご対する年次報告
一一一一一一一一一一一￣￣

￣一一一一一一一一一一一一一一

基本計画

一一一一一一一一一一一一￣￣￣

漑公胴体の縄上関

加唖が▲1闇

成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
「成年後見制度利用促進基本計画」を策定

市町村の措置 i国の基本計画を踏まえ
」

た計画の策定籍 ー合議制の機関の設置

−1

一一一一一−一

￣−−1−−−−−−−−−−−−−

成年後見制度利用促進会強

諮問警藷貴会l

1組織 会長：内閣総理大臣
委嵐：内閣官房長官、総務六

・基本計画案の調査審議、施錠

憲夫饗蕪、厚生労 闇する重要事項の駆審議、 2所掌薯整

内閣総理大臣等への建薄等を

①基本計画案の作成 i②関係行政機関の調整
③施策の推進、実施状況の

答申

検証・評価等

行う。

†支援
綿道府県の措置

人材の育成

必要な助言

その他 この法律

は、公布の日から起算して三月を超えない範囲軸こおいて政令で定める日から施行するものどする。

