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５月に開催した認定成年後見人養成研修入門編受講者から参加された感想をご寄稿いただきましたので、ご紹介いたします。
定成年後見人ネットワーク クローバ
静岡県からのご報告は連載企画「クローバー登録者の横のつながり・地域活動について」の最終回。また今期新たにスタートし
ー
たクローバー運営委員会の委員等をご紹介いたします。

登録・受任・活動状況
１）認定成年後見人ネットワーク クローバー登録者

認定成年後見人養成研修「入門編」に参加して

2019 年 11 月 30 日登録者 201

名

山田 弥／愛知県支部

ブロック
人数
都道府県支部内（※）
北海道６
北海道ブロック
６
2022（令和４）年の認定成年後見人養成研修第１回入門編を受講させていただきました。私は愛知県名古屋市の
青森１、岩手２、宮城５、
東北ブロック
11

山形２、福島１
精神科病院に勤務しております。病院 PSW として数多くの相談に応じるなかで、
「身上保護・財産管理」に対する

栃木３、群馬２、埼玉 15、
関東・甲信越
85
支援が私自身最も神経を使う場面です。私は支援先について適切な提案ができているのだろうか？後見人との相性
千葉９、東京 34、

ブロック

や良好な関係性を築いていかれるような支援ができているのかどうか？顔つなぎまで選任される方がわからない
神奈川 14、山梨４、長野４
岐阜２、静岡８、愛知 12、
東海・北陸ブロック
23
なか、利用者の支援に一人悩むことがあります。そのため、成年後見人制度についてより深い知識を習得し、根拠
三重１

に基づいた提案が遂行できるようになること、これが受講に至る経緯です。
近畿ブロック

京都１、大阪５、兵庫８
14
鳥取１、島根１、岡山２、
実際に事前視聴・オンライン研修を受講して学び、感じたことは、後見人活動はデリケートな場面の関わりが多
中国ブロック
10
広島４、山口２

く、その人の人生に寄り添い、伴走する責任ある役割であること、またその方にとってかけがえのない存在となる
四国ブロック

10

徳島２、愛媛６、高知２

成年後見人の業務に大変魅力を感じました。また、成年後見人の業務こそ「究極のソーシャルワークである」こと
福岡 17、長崎２、熊本９、
九州・沖縄ブロック
42
大分１、宮崎１鹿児島３、
を私は受講して学びました。精神保健福祉士だからできる後見人業務、意思決定支援とは何かについて、今後「応

用・実務編」の受講で知識を深めていきたいと思います。

連載

沖縄９
※登録者の所属支部で算出。勤務先（勤務先なしの場合は自宅住所）
が所在する都道府県。

２）認定成年後見人ネットワーク クローバー受任状
況
クローバー登録者の横のつながり・地域活動について （2019 年 12 月９日現在）
第４回 ～静岡県 県協会としての取り組みから～
家庭裁判所 等 からの受任相談件数 316
クローバー運営委員／山口 雅弘（静岡県支部）

件

※クローバー開始時（2009 年度）からの総数

第４回目も、引き続き静岡県での取り組みについてお伝えします。
内、正式受任 174 件
今回は静岡県精神保健福祉士協会（以下「県協会」
）としての取り組みについてご報告します。
受任中 128 件
受任終了

46 件

北海道 1、宮城５,、埼玉５、
北海道 2、宮城１、
１．新たなネットワークの構築
千葉１、東京 40、神奈川７、
東京 18、神奈川４、
成年後見に関する検討会への出席等を通して、社会福祉協議会とのつながりが生まれ、直接派遣依頼が来るこ
山梨１、長野１、岐阜１、静岡３、愛
静岡２、愛知１、大阪１、愛
とも増えました。私自身が県協会の事務局長という立場でいたこともあり、声が掛かれば二つ返事で引き受け、
知２、大阪２、鳥取２、山口１、愛媛
媛１、福岡 11、熊本５、
１、福岡
27、熊本
19、
県内のどこへでも出向くように努めました。徐々に「精神保健福祉士」
「精神保健福祉士協会」という存在が認
宮崎１、鹿児島３、沖縄５、
知され、新たなネットワークが構築されていきました。社会福祉協議会とのつながりは災害活動でのネットワー
内、受任前調整中 15 件
ク形成にも発展し、平時からのつながりの大切さ、顔の見える関係性の大切さを改めて感じました。
北海道１、埼玉１、東京５、家裁外８
２．県協会の組織として位置づける
内、受任不可・依頼取り下げ 127 件
外部の会議から“成年後見に関する課題”を県協会の理事会に持ち帰り、
“地域で暮らしている人の権利擁護に
※受任案件の取扱家庭裁判所の都道府県で算出。
かかわる課題”として共有していきました。その結果、県協会としての課題整理、意見集約等が必要となり、県
３）認定成年後見人ネットワーク“１人ワーキング”
クローバー 活動状
協会内に「権利擁護部成年後見ワーキング」の発足が承認されました。メンバーは私１人。
況（2019 年９月１日～2019 年 11 月 30 日）
ではありましたが、ワーキングは組織図に位置づけられ予算計上も可能となりました。組織的な位置づけがある
９/11 静岡家庭裁判所訪問（山口雅弘/クローバー運営委員
ことは、県協会としての活動を根付かせ、継続していくための重要な基盤になると考えています。
中村倫也/クローバー登録者）
３．今後に向けて
９/19 松山家庭裁判所（田中孝次/クローバー登録者）
９/21 第３回神奈川県クローバー登録者の集い
県内での活動を振り返り皆様に報告することで、関係機関・団体や関係者とのつながりで支えられてきたこと
９/30 札幌家庭裁判所訪問（徳永達哉/クローバー登録者）
を改めて実感しました。これからもつながり、関係性、ネットワークを大切にしながら、県協会としての体制作
９/30 静岡家庭裁判所富士支部訪問（山口雅弘/クローバ
りに取り組んでいきたいと思います。
ー
運営委員）
10/８ 東京家庭裁判所後見人等候補者推薦団体との意見

認定成年後見人ネットワーク「クローバー」
◆登録・受任相談・受任件数

☆クローバー運営委員会新体制紹介☆

（2022 年８月 30 日現在）
2022・2023 年度のクローバー運営委員会体制です。
今期、このメンバーでクローバーの運営を進めて参りま
すので、皆さま、どうぞよろしくお願いいたします！
氏名

所属（役割）
ソーシャルワーカー事務

所属支部

1

淺沼 尚子

2

齋藤 敏靖

3

山口 雅弘

4

安部 裕一

ブラウンシュガー

福岡県

5

岡田 昌大

こころのクリニック西尾

愛知県

6

川井 邦浩

７

関原 育

8

吉川 優子

9

齋藤 憲磁

所 長楽庵（委員長）
東京国際大学

神奈川県
埼玉県

（副委員長）
鷹岡病院

静岡県

（副委員長）

オーダーメイドサポート
サポートセンターOMS
ほっとすぺーす

大阪府
東京都

ライフサポートオフィス
ＭＶＣ
国立県営神奈川障害者
職業能力開発校

埼玉県
神奈川県

日本社会福祉士会 権利
10

熊倉 千雅

擁護センターぱあとなあ

東京都

（外部委員）
11

讃井 美枝子

12

今村 浩司

13

長谷川 千種

結い後見事務所

山口県

西南女学院大学

福岡県

（助言者）
長谷川 ソ ー シ ャ ル ワ ー
ク・成年後見事務所

東京都

（担当理事）
※6/1 以降の新規登録者の属する都道府県を朱書きにしました。
※「2022 年度受任不可・取下げ件数」とは、候補者不在または依頼先からの取
下げのあった件数です。

編集後記
朝晩が涼しくなり秋の訪れを感じる今日この頃。
認定成年後見人養成研修入門編のご報告、そして委員

◆活動状況
（2022 年６月１日～2022 年８月 31 日）
8/2
8/27

2022 年度第２回東京クローバー登録者の集い（Zoom）
2022 年度第２回神奈川県クローバー登録者の集い（Zoom）

会新体制の紹介など、フレッシュな内容を季節の移ろい
と共にお伝えしました。また今回は、静岡県協会の活動
について掲載しましたが、今後も各都道府県協会等の状
況をお知らせしたいと考えています。各地で積極的に、
精神保健福祉士の後見人活動を普及しようとする姿に私
自身も大変勇気付けられました。今後の報告にも皆様是
非注目してください。

（関原 育）

