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上記説明は、名古屋市ホームページ＞令和5年度主な施策等一覧＞健康福祉局等より抜粋し
■

ています。詳細については名古屋市ホームページをご覧ください。

言卜報

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会前理事長山嵜梅治様（享年85歳）は、かね

てから病気療養中のところ、 2月20日 （月）にご逝去されましたので、つつしんでお

知らせするとともに、ご本人のご冥福をお祈り申し上げます。

なお、ご遺族の意向により、ご会葬、ご香典等はご辞退される旨、また、ご自宅への

弔問及びご連絡につきましてもお控えいただきますようお申し出がありましたことを申

し添えます。

○強度行動障害者支援事業（健康福祉局）（14 ， 797千円）

強度行動障害者の行動障害の軽減を図り、地域での安定した生活を支えるため、高度な

専門的知識・支援技術を持った専門支援員の養成・派遣、相談支援、支援員寶成研修及び

理解促進等を総合的に実施する強度行動障害支援事業を拡充するもの。

･強度行動障害者専門支援員蓋成事業専門員の増員（5→6名）

･施設における新規受け入れの円滑化を図る「新規受け入れサポート事業（新規)｣、関係

機関との連携を推進し、学習会等の実施により強度行動障害者の理解促進を図る「地域

づくりサポート（新規)」を実施等

○障害者差別解消の啓発（健康福祉局)(12, 047千円）

｢障害者差別解消法」の改正に伴い、 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるた

めの障害者差別解消推進条例」等の改正を行うとともに、条例の内容を解説したガイド

ブックの作成を始めとした普及・啓発の取組み等を実施する。

○発達障害者支援センターの体制強化（子ども青少年局）（9 ， 288千円）

発達障害児者の困難事例に関わる障害福祉サービス事業所等に対し、訪問支援や地域

の支援力向上のための研修等を行う発達障害者地域支援マネージャーを発達障害者支援セ

ンター（りんくす名古屋）に配置する。

○子育て支援訪問事業（子ども青少年局)(60,761千円）

乳児家庭全戸訪問事業の未実施過程及び乳幼児健診の未受診者に対し早期支援を行う

ため、子育て支援訪問員を増員することにより、保健センターの伴走型相談支援体制の充

実を図る。

･子育て支援訪問員（保健師または助産師）を10名増員し18名の配置とする。
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成年後見人の選任は、家族が望む候補者ではなく家庭裁判所が「ご本人のために」最も適任だと思われ

る人を選任する。

成年後見人等の報酬については家庭裁判所が定める。報酬額は1年に1回、ご本人の貝權で決めるので

はなく、行なった事務内容で決まる。

成年後見制度の利用の具体的な検討

3種類の具体的なケース事例を説明。

最後に

3

4

現在の後見等申し立ては、申し立て件数の増大のため時間がかかっている。介護施設の入所条件には後

見人を立てなければ入れない場合もある｡安心して利用するには後見制度を理解し財産管理やお金の収支、

家計簿などをきちんとしておくこと、必要なら遺言を書いておいたり、申し立て人を決めておくとよい。

福祉関係者と日頃から仲良くし、主治医を持っておくことが大切。

感想

成年後見制度が2000年に施行されてもう23年になります。私たちは何年も成年後見について学習し、

使いにくい制度として結論づけ、利用を控えていました。

私が成年後見制度を利用しない理由として、①一度利用を始めたら一生利用することになる。途中でや

めたり正当な理由がない限り交代することができない｡鰯岡酬は収入ではなく、財産で決まる。③親族後

見では金銭管理などの事務処理力灘しい・専門家後見人では身上監護にどれだけ関わって頂けるか不安。

という主に3点でした。

溝江先生の研修で、私が思い違いをしていたことや制度が変わらなくても実際の内容は少しずつ変わっ

てきているので、以前ほど使いにくくはなっていないことがわかりました。

今回の溝江先生の研修は、難しい制度について基礎からお話頂き、初めて学習する方にもとても分かり

やすく、中身の濃い凝縮された2時間でした。

実際に家庭裁判所に提出する書類もご用意していただき、成年後見を始める前、始まってからの後見人

の仕事がよくわかりました。「財産目録」「収支予定表｣など､特に｢本人犠艮シート」は初めて知る資料で

した｡成年後見制度を利用するために本人の財産を記録し､家計簿をつけ､主治医を持つ､福祉関係者に本

人をよく知ってもらうなど準備すること力泌要です。

瀞
木崎真理子
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フライングディスク教室 蛸

令和4年度のﾌﾗｲﾝグデｨｽｸ教室が､数回開催できま ｜
れいわ ねんど ふらいんく．でいすくきょうしつ すうかいかいさい

れいわ ねんど かいさいよてい しようさい

した。令和5年度は、開催予定です。詳細についてはまたご
れんらく さんか

連絡します。参加くださいね。
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ぼんぶしゆさい きようしつ

本部主催ふれあい教室
やがいかつどう

《野外活動》
れぃわ ねんど かいかぃさい れいわ ねんどぼんぶしゆさい

令和4年度は、2回開催できました。令和5年度本部主催
きようしつ やがいかつどう よてい しようさい

のふれあい教室（野外活動）を予定しています。詳細に

ていては桑ま蝋お知らせします。 ノ
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5月2可日（日）第S2回ウオーカソン
こぐさいち や り て ぃ 一ふ え すて ぃ ぱる

国際チャリティーフェスティバル
ねん がつ にち にち めいじようこうえん かいさいよてい しようさい し

2023年5月21B(日）名城公園で開催予定です。詳細についてはまたお知ら
せいれん かい しえんぷろじぇ< とぶかい きやらばんたい

せします。青年の会と支援プロジェクト部会などやキャラバン隊「やるまいか」が、
いっしょ ちてきはったつしょうがい りかい ぎじたいけん よてい かいいん あそ

一緒に知的｡発達障害の理解のための擬似体験をする予定です｡会員のみなさんも遊
き

びに来てください。
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お出かけしませんかお花見。桜の名蔚に
【名古屋城】

住所名古屋市中区本丸1－1

TEL O52-231-1700

桜祭り 「名古屋城春まつり」
日時3月21日～5月7日

【東山動植物園】

住所名古屋市千種区東山元町3-70
TEL O52-782-21 1 1

桜祭り 「東山動植物園まつり」
日時3月18日～5月7日

鍵 灘
【東谷山フルーツパーク】

住所名古屋市守山区大字上志段味字

東谷2110
TEL O52-736－3344

桜祭り 「シダレザクラまつり」

日時4月1日～4月9日

灘
噌舂毒琴砦鴛‘墓了

【鶴舞公園】

住所名古屋市昭和区鶴舞1丁目
TEL O52-733-8340

桜祭り 「鶴舞公園花まつり」

日時3月24日～6月4日露

1

灘
色一ﾄdP■ 可一
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ご寄附いただきました。

どうもありがとうございました。 ＊各区・各会行事

2日(木)･守山区育成会卒業生を祝う会準備

於守山区役所

8日(水)･港区育成会卒業生を励ます会

於港区文化小劇場

9日(木)･千種区育成会「コアラの会｣就園･就学につ

いて 於乗西寺

15日(水)･千種区育成会卒業生を励ます会於善林寺

17日(金)･サポートセンターbeing瑞穂研修会(映画鑑

賞） 於サポートセンターbeing瑞穂

19日(日)･中村区育成会ミュージックベル＆保護者会

於中村生涯学習センター

21日(火)･南区育成会南生涯学習センター講座｢皆さ

んの絆で命を守る」 於南生涯学習センター

24日(金)･千種区育成会漣編集会議 於善林寺

25日(士)･緑区育成会第17回ボランティアフェスティ

バルinみどり 於徳重地区会館

26日(日)･名東区育成会名東福祉まつり鳴子踊り

於名東スポーツセンター

28日(火)･南区育成会2月期会員定例会
於南生涯学習センター

・南区育成会「心もからだもリフレッシュ1リフ

レッシュ体操で健康第一!!」

於南生涯学習センター

杉山靜香様、山田博美様

2月＊名古屋手をつなぐ育成会事業・行事

,2日(日).本部ふれあい教室(野外活動)いちご狩り

於南知多方面

18日(士)･青年教室(小本･吹上.瑞穂.若水）

27日(月).権利擁護委員会.研修委員会合同研修会
「成年後見制度について学びましょう」

～安心して利用できる制度のしくみとは～

‘講師＝ソレイユ法律事務所

弁護士溝江優美氏於3階ホール

＊名古屋手をつなぐ育成会会議等

2日(木)･事業推進会議 於第1会議室
・広報･啓発委員会 於第1会議室

3日(金)･社会福祉施設指導監査
於ジョブサポートセンターbeing桜山

7日(火)･支部活動対策部 於第1会議室
・広報･啓発委員会 於第1会議室

9日(木)．くらす･まもる部会 於3階ホール
・成年後見セミナー 於第1会議室
・社会福祉施設指導監査･指定障害福祉サー
ビス事業等の実地指導

於サポートセンターbeing小本

・社会福祉施設指導監査･指定障害福祉サー
ビス事業等の実地指導

於中川区障害者基幹相談支援センター

10日(金)･広報･啓発委員会 於第1会議室
16日(木)･2月期会長会 於3階ホール

・学習部会議 於第1会議室
28日(火)･GH世話人会議 於3階ホール

・センター長･管理者会議 於第1会議室

＊他団体関係事業・行事

6日(月)･名古屋市障害者スポーツ推進会議

於名古屋市役所

稲垣理事長出席

13日(月)･愛知県知的障害福祉連盟
於育成会福祉会館

稲垣理事長他出席

14日(火)･令和4年度第2回名古屋市発達障害者支援
センター運営連絡会

於名古屋市児童福祉センター

宮原理事出席

15日(水)･身体･知的障害者相談員の合同研修会

於名古屋市総合福祉会館

・名古屋市発達障害者支援体制整備検討委員

会専門部会(令和4年度第2回）

於名古屋市役所

濱田副理事長出席

20日(月)･令和4年度第2回名古屋市福祉有償運送運

営協議会 於名古屋市役所
加藤理事出席

21日(火)･令和4年度愛知県特別支援教育推進連盟

第2回理事会 於オンライン(Zoom)開催
濱田副理事長出席

22日(水)･名城バリアフリー方針についての打合せ
於育成会福祉会館

稲垣理事長他出席

＊本部、 16区支部連携事業

「区長懇談会」
3日(金)･千種区 於千種区役所仮庁舎

8日(水)･南区 於南区役所

10日(金)･北区 於北区役所

・港区 於港区役所

13日（月)･昭和区 於昭和区役所

14日(火)･天白区 於天白区役所

15日(水)･中区 於中区役所

20日(月)･西区 於西区役所

22日(水)･緑区 於緑区役所

・中川区 於中川区役所

・熱田区 於熱田区役所

24日(金)･東区 於東区役所


