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理事・監事名簿（敬称略） 

役 職 氏名（住所）［各 50 音順］ 備考 

理 事 長 藤本 直也 （鎌倉市） Ｓネット 

副理事長 

副理事長 

相川 裕  （横浜市） 

薩摩 章子（茅ヶ崎市） 

Ｓネット 

Ｓネット 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

浅田 真弓 （茅ヶ崎市） 

稲木 俊夫 （逗子市） 

上杉 桂子 （茅ヶ崎市） 

江崎 康子 （藤沢市） 

大石 剛一郎（川崎市） 

小沼 一弥 （茅ヶ崎市） 

小野田 智司（茅ヶ崎市） 

小野田 潤 （茅ヶ崎市） 

佐川 美智子（茅ヶ崎市） 

高橋 健一 （茅ヶ崎市） 

髙山 直樹 （藤沢市） 

角田 郁夫 （鎌倉市） 

牧野 賢一 （相模原市） 

又村 あおい（座間市） 

三谷 智百合（藤沢市） 

     ＊新任 

 

S ネット ＊新任 

S ネット 

S ネット 

     ＊新任 

S ネット 

 

Ｓネット ＊新任 

 

Ｓネット 

Ｓネット ＊新任 

 

 

Ｓネット ＊新任 

 監 事 山下 和男 （横須賀市） Ｓネット 

退任理事：千木良正、増藤純、永峯千尋 
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2012 年 6 月 16 日（土）に NPO 法人

湘南ふくしネットワークオンブズマン（S

ネット）第 12 回通常総会を開催いたしま

した。総会では、2011 年度の活動報告・

決算報告と 2012 年度の事業計画・予算

計画が説明され、いずれも承認されまし

た。また今回が理事改選の年（任期２年）

にあたり、藤本理事長が引き続き立候補さ

れ、３名の理事の退任があり、新たに６名

の理事が就任いたしました。 

  

 新しい理事の浅田氏、小沼氏は当事者の

方であり、S ネットとオンブズマン契約を

している施設に関係する方でもあります。

また今現在 S ネットの正会員として活躍

をされている上杉氏、佐川氏、角田氏、三

谷氏を加え、S ネットの活動を更に発展さ

せて参りたいと考えております。 

  

 今年度より翔の会（茅ヶ崎市）の共同生

活援助事業、共同生活介護事業であるケア

ホーム等へのオンブズマン派遣の方法を

改善いたしました。今後も、「オンブズマ

ン宣言」を遵守し、障がい者、高齢者、児

童の側に徹底的に立ち、その権利を護る活

動を継続してまいります。 
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＜理事長挨拶＞ 
 

謹啓 盛夏の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、このたび 6 月 16 日の総会で理事長に再任いただき、その責務を続行いたすこと

になりました。 

 

昨年度は、正会員の皆様と以前から議論を重ねてきました「オンブズマン活動の抜本的な

見直し」を具現化した年でした。 

 

具体的には、保健福祉地域の横須賀・三浦保健福祉圏域の 

オンブズマン活動から撤退し、Ｓネットの所在地である茅 

ヶ崎市を軸足とした湘南東部保健福祉圏域に活動を集約し、 

契約施設との協働型の再構築を図り、地域の社会資源との 

連携を強化した活動を目指す体制つくりを整えることがで 

きました。 

 

しかしながら、オンブズマン活動の契約施設の減少で収支 

的には厳しくなりますが、これからは「成年後見支援セン 

ターの業務拡大」に向けた動きを促進させ、少しでも運営 

の安定化を図っていきたいと考えています。 

 

現在、成年後見支援センターでは、成年後見についての相談に加え、高齢者の虐待絡みの

相談などが増えてきています。また、Ｓネットの事務局にも、障がい児者の虐待絡みの相

談もはいってきています。これは、既に成年後見支援センター及びＳｎｅｔ事務局が、「権

利擁護支援センター」の役割の一部を担っているといってもよいかと思います。 

 

今年 10 月の障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律）の施行に伴い、今後ますます虐待絡みの相談が成年後見支援センターや事務局

に増えてくると考えられ、その対応には、「権利擁護支援センターの開設が必要である」

と考えており、現在、その設置を模索中です。 

 

なにとぞ、今後とも皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

まずは略儀ながら、書中をもってご挨拶かたがたお願い申し上げます。 

敬具 

 

平成２４年７月 

           特定非営利活動法人 湘南ふくしネットワークオンブズマン 

                         理事長 藤本 直也 
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新理事インタビュー＜小沼一弥さん＞ 

今号では、総会を機に理事に就任されました小沼さんをご紹介いたします。 

●まず、ご出身とご年齢をお聞かせください。 

―茅ヶ崎、地元の人間です。現在３９歳です。 

 

●今まで関わってきたことを教えてください。 

―初めは一般就労していたのですが、人間関係・コミュニケー

ションがうまくいかなくて苦労しました。その後「茅ヶ崎手

をつなぐ育成会」の作業所に通うことになりましたが、その

頃は何だか心の中がグチャグチャで、精神的にまいっていま

した。そんな時、作業所の所長が横浜の当事者活動を紹介し

てくれたのです。そこで初めて当事者活動を見たわけですが、

なぜ自分がそこにいるのか、実はその時は今いちよくわかり

ませんでした。 

  

 

 

 その後、茅ヶ崎で同じように当事者活動を始め、沖縄での「全

日本手をつなぐ育成会全国大会」にも参加しました。その頃、

育成会の植松さんに「ダスキンリーダー研修」を受けてみな

いかと言われ、応募したことがきっかけで、補助金をもらっ

てオーストラリアに行くことになりました。オーストラリアでは、当事者とその家族が運営

する「ピープルファスト」で、通所施設や訓練施設、フリースペース等を見学しました。ま

た、その他に当事者だけでやっている活動も見学しました。 

 

 

●そこでどんなことを感じたのですか？ 

―障がいを持ちながら事業所を運営している人たちを見ました。障がいを持っていても、決め

られた道しか進むことができないのではなく、「「「「自分自分自分自分のののの生生生生きききき方方方方はははは自分自分自分自分でででで決決決決めていいんだめていいんだめていいんだめていいんだ」」」」と強

く思いました。 

 茅ヶ崎に帰ってから、「自分は事務局になって虹の会（当事者会）

を運営したい」と、植松さんに伝えました。今もそれが目標です。

それから、さまざまな活動や職場を体験しました。PC にも向かいま

した。各種委員会、評議会、市役所内職場体験（２週間）、市民活動

サポートセンターでの仕事などです。現在は、食堂関係の職場で勤

務しています。 

 

●S ネットの印象は？ 

―初めはなんか、格式高いっていうか…（笑）。でも、総会に参加して、

一般市民と福祉職の人が共に話し合いをしているのがとても斬新だと

感じました。今まで、「福祉は福祉の中で」という風に、自分の中で世

界を狭めて考えていました。もっと視野を広げていかないといけない

と思いました。 

 

インタビューに笑顔で対応の小沼さん 
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●他に最近何か感じていることがあったら教えてください。 

 

―自分は割と言いたいことを言えますが、言えない人もいます。

でも厭な思いや、不便な思いをしていたら、是非頑張って発言

してほしい。また、横浜のグループホームで、「利用者同士が

うまくいかなくて、職員や世話人やオンブズマンに訴えている

のにそれに対して回答がない。」と言う友達がいます。自分が

S ネットの理事になることで何ができるかわかりませんが、そ

んな友達のことを黙ってはいられません。 

 

 

 

●最後に、S ネット理事として望んでいることは？ 

―自分の活動も含め、当事者当事者当事者当事者のののの味方味方味方味方になれるになれるになれるになれる活動活動活動活動をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたいと思っています。 

 

●どうもありがとうございました。 

※当事者の声として S ネットに新風を吹き込んでくれそうな小沼さん。当たり前の権利を当た
り前に淡々と語るその自然体に魅了されたひとときでした。期待の新理事誕生です！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員入会のお願い 
 

私たちは、ノーマライゼーション社会の実現を目指し、権利擁護活動を行っています。賛助

会員としてご入会いただき、私たちの活動をご支援くださいますようお願い申し上げます。 

◇賛助会員会費 ・個 人  年額 一口 1,000 円 （一口以上） 

・法 人  年額 一口 5,000 円 （一口以上） 

◇ご入会の方法：郵便振替書により下記口座へ会費をお振込みください 

郵便 振替 口座 番号：００２１０－９－７５４９６ 

口座名義人：ＮＰＯ法人 Ｓネットオンブズマン 

 

「「「「そのそのそのその人人人人らしくらしくらしくらしく生生生生きるきるきるきる」」」」販売販売販売販売のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

前号でご紹介いたしました「その人らしく生きる」の冊子を販売することにいたし

ました。 

１部５００円（限定５０部）です。＊送料は別となります。 

問い合わせは当法人事務所またはメールで受け付けます。 

また、現在、報告研修会を企画中です。 


