
第１号議案

第３期（平成２４年８月１日から平成２５年７月３１日）における一般社団法人コスモス

成年後見サポートセンターの事業について、次のとおり報告する。

第３期事業報告

当法人は、日本行政書士会連合会（以下「日行連」という。）を母体として、平成２２年

８月４日に設立され、第３期を経過した。この間、支部活動が本格的になるにつれ、関係す

る官公署、報道機関、成年後見関係団体などに対して、広く専門職後見人としての行政書士

の活用と、団体としての受け皿が備わったことについて広報することができた。

 一方、引き続き日行連の各単位会に当法人に関する説明と協議を行い、その結果として、

単位会と協定書を締結し、また単位会と、その地区で実績のある一般社団法人及び特定非営

利活動法人などと、三者協定を締結した。その上で入会前研修を実施し、平成２５年７月３

１日現在で、これまでに２７府県で支部が設立され、会員数は１２６０名（第３期中 入会

者６４９名、退会者７９名）となった。第３期において５支部が設立され、会員の組織は確

実に広がっている。

 当法人は、行政書士による成年後見制度利用支援のための全国組織であるが、未だその知

名度は高いとは言えず、各支部において、市町村の窓口や家庭裁判所、地域包括支援センタ

ー、社会福祉協議会等の関係する窓口へ訪問し、当法人への理解を促すよう、地道な活動が

続けられている。特に市町村窓口においては、行政書士としての強みを生かし、一定の理解

が得られるよう活動を強化している。

本年４月を広報月間と定めて、公開講座や無料相談会の開催について、支部に対し助成を

行い、昨年８月以降の支部の積極的活動に対する助成を行った。また、支部において、講師

を担えるよう講師養成研修を行った。

本年度の主要な事業、成果、課題は次の通り。

１  会員より報告のあった成年後見人等受任件数は、平成２５年７月１日現在１７４１件。

昨年の同時期より１４６１件の増加となった。

２  第２回定時社員総会を平成２４年９月２８日に開催した。

３  業務管理委員を７名増員し管理体制を強化した。

４  支部長会は平成２４年９月２８日に総会と同日に開催し、支部の円滑な運営の進め方

を確認した。その他、２月（東日本地区）と３月（西日本地区）の２回に分かれて支部

代表者会議を開催した。この会議は、支部以外に当法人と協定書を締結した単位会の代

表にも出席をいただき、支部運営マニュアルの他に、会員管理システムの使い方、経理

処理の流れ、支部役員の選任方法、業務管理報告の方法、更新研修、広報月間などの説

明を行った。支部が抱える問題点についても検討した。

  ・２月１３日、１４日（開催地：さいたま市）

（秋田、宮城、岩手、山形、神奈川、埼玉、山梨、静岡、新潟）

  ・３月１３日、１４日（開催地：大阪市）

（愛知、三重、富山、滋賀、大阪、奈良、和歌山、兵庫、広島、山口、香川、徳島、

高知、愛媛、長崎、大分、鹿児島）
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５  最高裁判所事務総局家庭局を訪問し、当法人設立後の状況、支部の活動及び当法人の

業務管理についての説明を行った。特に管理業務の増大に対応するため業務管理委員を

７名増員し、業務管理チェック体制を強化している旨の報告をした。また、支部にて講

師を担っていける人材を増やすため、講師養成研修を実施したことの説明も行った。

６  平成２５年４月を当法人の広報月間として、各支部において積極的に広報活動が行わ

れ、成年後見に係る無料相談会、公開講座が開催された。また、パンフレットの増刷や、

広報グッズ、ポスターを作成して各支部へ配布した。

７  理事長、副理事長、専務理事、常務理事、業務執行理事（総務・財務委員長、研修・

相談委員長、広報委員長）、業務管理委員長による調整会議を開催することにより、本

部及び各委員会で取り組んでいる課題の方向性や進捗状況について報告、連絡、調整を

行った。

   調整会議の開催

    第 １ 回 平成２４年 ８月 ８日 ／ 第 ２ 回 平成２４年１０月２９日

    第 ３ 回 平成２４年１１月２６日 ／ 第 ４ 回 平成２４年１２月１７日

    第 ５ 回 平成２５年 １月２１日 ／ 第 ６ 回 平成２５年 ２月２７日

    第 ７ 回 平成２５年 ３月１４日 ／ 第 ８ 回 平成２５年 ４月１９日

    第 ９ 回 平成２５年 ５月２７日 ／ 第１０回 平成２５年 ６月２４日

    第１１回 平成２５年 ７月 ８日

８  通常理事会を５回開催した。遅滞なく業務を実施するために必要に応じて書面決議を

行った。

   理事会の開催

    第 １ 回 平成２４年 ８月３１日 ／ 第 ２ 回 平成２４年 ９月２８日

    第 ３ 回 平成２４年１２月１７日 ／ 第 ４ 回 平成２５年 ３月１４日

    第 ５ 回 平成２５年 ７月 ８日

［総務・財務委員会］

 １．委員会の開催

第 １ 回 平成２４年 ９月 ７日 ／ 第 ２ 回 平成２４年 ９月２７日

第 ３ 回 平成２４年１１月１６日 ／ 第 ４ 回 平成２４年１２月１９日

第 ５ 回 平成２５年 ６月 ４日 ／ 第 ６ 回 平成２５年 ７月 ３日

 ２．総務関連事項

   （１）電子決裁による起案、結果の取りまとめ業務を行った。

（２）会員の入会申込みに関わる諸手続きの処理・審査業務を行った。

（３）諸規則の整備及び定款、諸規則の見直しを行った。

（４）支部運営に関わる相談業務を行った。

（５）会員管理システムを導入した。

（６）その他

 ３．財務関連事項

   （１）経理処理の承認業務を行った。

（２）支部会計に関わる相談業務を行った。

（３）第３期決算の取りまとめ及び第４期事業予算案を編成した。

   （４）その他
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［研修・相談委員会］

１．委員会の開催

   第 １ 回 平成２４年 ８月 ７日 ／ 第 ２ 回 平成２４年１１月２８日

   第 ３ 回 平成２５年 １月２５日 ／ 第 ４ 回 平成２５年 ４月２３日

   第 ５ 回 平成２５年 ６月１２日

２．入会前研修テキストの改訂及び入会前研修ＤＶＤの改訂

  各支部等において、１０月より使用開始できるよう改訂を行った。

 （１）入会前研修テキストの改訂

    平成２２年の当センター設立に際し、日本行政書士会連合会の支援により作製し   

た入会前研修テキストについて、改訂作業を行った。

    改訂の目的は、以下の通りである。

    ①テキスト作成後数年を経過による、統計数字等の変動の修正

    ②家庭裁判所の書式変更への対応

    ③平成２５年１月施行の家事事件手続法への対応

    ④カリキュラムに沿ったテキスト編成の見直し

    ⑤テキスト中の記述の重複の修正

    ⑥テキスト記述内容への修正要望への対応

 （２）入会前研修ＤＶＤの改訂

    入会前研修テキストの改訂に伴い、ＤＶＤの作成のための撮影を行った。

 （３）入会前研修のうち、事例研究担当講師の選考

    ①一つとして同じ事例は存在しないという成年後見制度の特質に鑑み、事例研究

    については、会員等から講師を募り、事例発表を依頼した。

    ②講師候補については、各支部及び協定書締結団体に推薦を依頼した。

３．更新研修の講師選定及びＤＶＤ作成

 （１）各支部及び協定書締結団体より推薦のあった講師候補のうち、更新研修担当を

依頼する講師を選定した。

 （２）選定された講師によるレジュメ作成及びＤＶＤ作成のための撮影を行った。

４．研修カリキュラムの検証

  入会前研修及び更新研修について、研修カリキュラムの検証をした。その際、先行他

団体等の研修についても内容を比較した。

５．支部主催研修への支援

  各支部において開催する会員の資質向上のための研修について、以下の支援を行った。

  ①研修カリキュラム等についての相談に対応した。

  ②支部研修開催費用の補助を行った。

  ③講師の紹介及び講師派遣を行った。

６．相談体制の構築

 （１）協定書締結団体の神奈川成年後見サポートセンターとの覚書に沿った相談窓口

運営を平成２４年７月１日から開始した。

  （２）会員が相談を受けた際の対応方法等について及び支部等主催の無料相談のため

に相談マニュアルの作成を検討した。

  （３）支部での相談窓口設置や無料相談会等での会員の対応技術向上のため、相談員

養成研修の開催を検討し、次期に開催することを決めた。

７．講師養成研修の開催
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  各支部での市民向け講座や会員向け研修の講師を養成するための研修を以下の内容

及び日程で開催した。

（１）研修時間数は３日間で１８時間とし、最終日に１時間の試験を実施した。

（２）参加費を１名３万円とし、参加者の宿泊費及び交通費を当センターが負担した。

（３）受講者は１１６名で、そのうち不合格者に対し追試を行い、修了書を発行した。

（４）会場地支部にて運営し、交付金として１０万円を支払った。

①平成２４年１０月１３・１４・１５日（山口市）

  ②平成２４年１１月１２・１３・１４日（さいたま市）

③平成２４年１２月 ５・ ６・ ７日（名古屋市）

８．成年後見制度の調査・研究

  日行連第二業務部との連携により、成年後見制度の調査・研究を行い、今後は日行連

第二業務部からコスモスが引き継ぐとした。

①韓国の成年後見制度との比較・研究

②研究成果の公表

［広報委員会］

１．委員会の開催

第 １ 回 平成２４年 ８月１０日 ／ 第 ２ 回 平成２４年１１月１６日

   第 ３ 回 平成２５年 １月１６日 ／ 第 ４ 回 平成２５年 ３月 ６日

 第 ５ 回 平成２５年 ６月 ７日

２．会報誌の発行

   会報『コスモス通信』を１１月に第４号、１月に第５号、４月に第６号、及び７月に

第７号を発行した。

３．ホームページの管理

   本部・支部の事業（支部の設立、公開講座、無料相談会）をホームページに反映し、

一般向け、非コスモス会員の行政書士に対して、活動の実態を公開するなど工夫した。

４．パンフレットの増刷

Ａ４（８ページ）パンフレットを 28,700部、Ａ４三つ折パンフレットを 50,500部増
刷し、各支部に配布した。改訂にあたり業者の比較について検討した。改訂作業は次期

に行う。

５．ポスターの作製

日行連公式キャラクター「ユキマサくん」を使用したポスターＡ３サイズを 7,700枚、
Ａ２サイズを 2,300枚作製し、各支部に配布した。

６．クリアファイルの作製

  日行連公式キャラクター「ユキマサくん」を使用したクリアファイルを 16,000部作
製し、会員数に応じて各支部に配布した。

７．広報月間の開催

   今期も広報月間を平成２５年４月に行い、各支部に以下の開催を依頼した。

①公開講座

②相談会

   また、広報月間にあわせ、以下の広報物を作製した。

①コスモスの種、のぼり旗、スタッフジャンパー
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［業務管理委員会］

１．委員会の開催

第 １ 回 平成２４年 ８月２０日

第 ２ 回 平成２４年 ９月２１日

第 ３ 回 平成２４年１０月２６日

第 ４ 回 平成２４年１１月２７・２８日

第 ５ 回 平成２４年１２月１７・１８日

第 ６ 回 平成２５年 １月２４・２５日

第 ７ 回 平成２５年 ２月２１・２２日

第 ８ 回 平成２５年 ３月２５・２６日

第 ９ 回 平成２５年 ４月２２・２３日

第１０回 平成２５年 ５月２０・２１日

第１１回 平成２５年 ６月２４・２５日

第１２回 平成２５年 ７月２２・２３日

２．実効性ある業務管理に向けて

会員数の増加に伴い、報告件数の増加を見込んで第２回定時社員総会にて７名の増員

の承認を得た。平成２４年１１月より委員を半分に分け、月２回業務管理報告のチェッ

クを会員管理システムを利用し行った。適正な業務管理を遂行するため、業務管理に関

する規則、業務管理様式を改正した。報告書の提出について、各支部から会員へ周知し

てもらうための説明を支部代表者会議の場において行った。また、更新研修において業

務管理指導を行うことになったことを受けて更新研修用ＤＶＤ教材の作成に参加した。

３．報告書未提出会員への対応

  報告書の未提出及び業務管理規則に沿った報告をしていない会員への対応は、各支部か

ら支部研修等の場を利用し会員へ周知してもらった。また、会員の勘違いや添付忘れと思

われる案件が多く散見されるため、会員が当法人のホームページを通して確認が出来るよ

う業務管理委員がパソコンを利用して案件毎に入力作業を行った。また、会員の報告に係

る負担を軽減するため、業務管理様式の改良を重ねた。

４．業務報告書の確認

  会員が、受任後１月、４月、７月、１０月の１日を基準日と決め、基準日翌月末迄に支

部を経由して本部へ提出してもらうよう、支部から会員へ指導してもらった。また、締結

前報告の確認についても、速やかに対応した。

［綱紀委員会］

１．委員会の開催

   第 １ 回 平成２５年 ４月１９日

２．綱紀委員の互選により、委員長及び副委員長１名を選任した。



秋田県支部 活動報告 

支部長：鎌田 耕次 

設立 平成２４年１月１８日 

支部会員数 １８名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ７件（そのうち、家裁から ７件 ） 

任意後見 ５件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月２５日 

 出席者：１１名 

議 題 平成２３年度事業報告／決算報告 

     平成２４年度事業計画／収支予算 

役員会 ● 第１回 幹事会議（平成２４年９月１８日） 

議 題：事業報告／決算報告／事業計画案／収支予算案について 

● 第２回 幹事会議（平成２５年３月１日） 

議 題：広報月間／更新研修／入会前研修／支部会計報告ほか 

全体会議 ●広報月間の反省会と今後の活動方針について 

平成２５年６月８日 秋田市「サンライフ秋田」 

出席者：１２名 

関係団体会議等 

（後援事業） 

●「成年後見制度あり方検討委員会」 

主 催：秋田県社会福祉協議会 

 開催日：平成２４年８月２４日・１２月１０日 

     平成２５年３月１８日・５月２４日・７月１７日 

● 「能代南地区民生委員月例会」講師派遣 

開催日：平成２４年９月１１日 

講 演：「成年後見制度について」 

● 「家庭裁判所と家事関係団体との連絡協議会」 

主 催：秋田家庭裁判所 

開催日：平成２４年１２月１４日 

● 「能代山本郡連合婦人会総会」講師派遣 

開催日：平成２５年４月２６日 

講 演：「成年後見制度の基礎知識」 

研修事業 ●入会前研修（平成２４年８月１１日～９月２９日） 

受講者：１７名（修了者：１４名） 

● 支部研修（平成２５年２月８日） 

テーマ：支部運営／成年後見業務の倫理／業務管理／事業計画 

講 師：鎌田会員、関会員、岡部会員 

 テーマ：「成年後見人としての心構えと留意事項」及び意見交換 

 講 師：秋田家庭裁判所 訟廷管理官 齋藤均氏 



 受講者：１５名 

● 更新研修（平成２５年６月２２日） 

受講者：１２名 

広報活動 ＜市民公開セミナー・無料相談会＞ 

● 平成２５年４月１３日 

場 所：大館市「大館市中央公民館」 

テーマ：「成年後見制度の基礎知識と相続・遺言について」 

講 師：岡部享会員、柿崎崇会員 

来場者：２６名  相談者：６名 

● 平成２５年４月１７日 

 場 所：秋田市「秋田社会福祉協議会」 

テーマ：「成年後見制度の基礎知識と相続・遺言について」 

講 師：粂 智仁氏 

来場者：４名   相談者：０名 

●平成２５年４月２０日 

 場 所：由利本荘市「由利本荘市鶴舞会館」 

 テーマ：「成年後見制度の基礎知識と相続・遺言について」 

 講 師：岡部享会員、三木茂会員 

 来場者：７名   相談者：３名 

●市町村広報紙及び新聞に掲載、チラシの配布、アンケート調査 

関係機関訪問 ●家裁訪問（３回） 

●秋田市役所訪問（１回） 

●秋田市御所野包括支援センター訪問（１回） 

●秋田社会福祉協議会訪問（１回）等 

その他 ●コスモス成年後見サポートセンター定時社員総会・支部長会議 

（平成２４年９月２３日） 

●東日本支部代表者会議（平成２５年２月１３日） 

●北羽新報にコスモス成年後見秋田の記事掲載 

（平成２４年８月１４日） 

●業務管理委員会 

●講師養成研修 



岩手県支部 活動報告 

支部長：広野 善弘 

設立 平成２４年９月１日 

支部会員数 １１名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ４件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ０件）

任意後見 １件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年１１月２２日 

 出席者 ９名 

役員会 ●役員会（３回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ８名（修了者 ８名） 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ・成年後見制度利用支援についての注意事項 

・成年後見事例研究 

 講 師 岩手県支部において受任している会員 

 受講者 ９名 

広報活動 ●公開講座（盛岡市、奥州市２会場で開催） 

テーマ 老いの安心 

～成年後見・相続・遺言について知りましょう 

講 師 岡田秀治会員 

受講者 ２３名 

●無料相談会（２会場で開催） 

テーマ 成年後見・相続・遺言について 

講 師 支部会員延１０名 

相談者 ７名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（盛岡・遠野支部・水沢支部）（各１回） 

●岩手県長寿社会福祉課（２回） 

●岩手県社会福祉協議会（２回） 

●盛岡市・奥州市・花巻市・遠野市・大船渡市・陸前高田市・滝

沢村訪問（各１回） 

●盛岡市・奥州市・花巻市・遠野市・大船渡市・陸前高田市・滝

沢村の各包括支援センター訪問（各１～２回） 

●盛岡市・奥州市・花巻市・遠野市・大船渡市・陸前高田市・滝

沢村社会福祉協議会訪問（各１～２回）等 

その他  



福島県支部 活動報告 

支部長：佐藤 忠彦 

設立 平成２５年５月１日 

支部会員数 １４名（平成２５年７月１日現在） 

受託件数 法定後見 １５件（そのうち、家裁から２件、市町村から１２件） 

任意後見 ３件 任意後見監督人 ３件 保佐 ３件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会  

役員会 ●コスモスふくしま幹事会 平成２５年８月６日開催 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ４名（修了者 ４名） 

広報活動 特になし 

関係機関訪問 ●福島家裁会津支部訪問（１回） 



宮城県支部 活動報告 

支部長  栁澤 勇吉 

 設立  平成２３年３月１１日 

 支部会員数  ４５名（平成２５年７月３１日現在）  

 受諾件数  法定後見 １０件(その内、家裁から０件、市町村から１件)

 任意後見  ７件 

 定時総会  平成２４年９月２０日 

  出席者３９名（委任状１５名を含む） 

 役員会  ●幹事会（６回開催） 

 研修事業  ●入会前研修（１０回） 

   受講者１７名 修了者１７名 

 ●グループ討議研修(１回) 

   テーマ：相談会での対処方法他 

   進行役：菅波健太郎（研修部長） 

   参加者：１２名 

広報活動  ●公開講座と無料相談会（３会場） 

   テーマ：人生のすばらしきエンディング 

        ～老後の備えは万全ですか？～ 

  講  師：支部役員（延べ８名） 

   参加者：８５名（延べ） 

   相談者：１２名（延べ） 

 関係機関訪問  ●県内市区町村（７回） 

 ●県内包括支援センター（４５回） 

 ●県内社会福祉協議会（５回） 

 その他  ●仙台市成年後見サポート推進協議会（６回出席） 

 ●気仙沼・南三陸成年後見サポート連絡協議会（２回出席）

（講師派遣） 

 ●宮城県宅地建物取引業協会  

 ●仙台市障害者福祉協会ハンズ太白 

 ●仙台市郡山包括支援センター 

   テーマ：成年後見と相続・遺言  

（行政機関との協議） 

 ●仙台市健康福祉局保険高齢課   

   テーマ：市長申立時における戸籍調査の嘱託業務について



山形県支部 活動報告 

支部長：池野 政行 

設立 平成２３年５月２８日 

支部会員数 ３５名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ２件 （そのうち、家裁から １件、市町村から １件）

任意後見 ２件     （平成２５年７月３１日現在） 

定時総会 ●平成２４年９月１８日（火） １０：００～ 

 会場 山形県高度技術研究開発センター  出席者 ３２名 

役員会 ●役員会 （３回開催） 

研修事業 ●更新研修会 （DVD） 

開催日 平成２４年１０月１３、１４日 

修了者：１４名 

●研修会 

 開催日 平成２５年１月１９日（土） 

 会 場 ひなの湯 

 研 修「身上監護について」 

 講 師 河北町地域包括支援センター 

河北町社会福祉協議会 

研 修「成年後見制度について」 

講 師 吉川恭一（コスモス会員）  参加者：１１名 

●更新研修会 （DVD） 

開催日 平成２５年６月１８、１９日 

修了者：２名 

広報活動 ●無料相談会 

開催日 平成２４年１０月２７日（土）１０：００～１５：００ 

会場  霞城セントラル 

開催日 平成２４年１１月１４日（水）１３：００～１６：３０ 

会場  山形ビッグウイング 交流サロン 

「市民公開講座と無料相談会」 相談件数 ２５件 

開催日 平成２５年２月２２日（金）１０：００～１６：００ 

会場  山形県行政書士会館     相談件数 ３件 



その他 ●平成２５年７月２５日（木）１３：３０～ 

 場所 最上町健康センター 視聴覚室 

 最上町健康福祉課主催 

 「成年後見制度について」の研修会講師依頼 

  民生児童委員 ４０名 、 最上町健康福祉課職員 

  講師 阿部進 、池野政行 

  （同行者 三浦順子、沓澤正昭、須田泰博） 



神奈川県支部 活動報告 

支部長：國弘 征郎 

設立 平成２４年１０月１日 

支部会員数 ４０２名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１００８件 

任意後見３２８件 

（平成２５年４月１日現在） 

定時総会 平成２４年１０月１日 

 出席者 ３０４名 

役員会 ●役員会（６回開催） 

研修事業 ●研修生ガイダンス（３回開催） 受講者 ７３名 

●入会前研修（１０回開催）注：第３期は移行期であり、従前から

継続の初級研修を含む。 

 受講者 延べ４９８名  

 終了試験 受験者８７名 （研修生の修了者 ２１名） 

●支部研修  

１ 実務研修 （２回開催）注：成年後見人・後見監督人等候補者

の養成・更新研修として、従前から継続して実施 

 ① 開催日 平成２４年１１月２７日 

   テーマ 「成年後見と家族信託」 

   受講者 ２１９名 

   講 師  遠藤英嗣公証人、平田俊夫（会員） 

 ② 開催日 平成２４年１２月１２日 

   テーマ 「成年後見関連制度の改正の概要」 

   講 師  井出 順(会員) 

   受講者 １９９名 

 ③ 研修終了試験 受験者１７０名 

２ 認定講師養成講座 （全６日授業試験を含む） 

  講 師 粂 智仁(会員) 

  受講者 ３２名（県外関係団体会員を含む） 

３ 相談員研修 

  事務局相談員の資質向上のため、相談員研修会を実施 

  第１回 平成２４年１０月２４日 受講者３８名 

第２回 平成２５年 ７月２９日 受講者３１名 

４ 地区研修  

 支部内１０地区の地区研修（勉強会、事例検討会等を含む 

開催回数 ２７回 

受講者   約５００名   



広報活動 ●市民公開講座（４４回：支部内１０地区で実施、寸劇等含む） 

テーマ ：成年後見制度及び関連制度等 

講 師 ：各地区の認定講師 

受講者数：約１０５０名 

●無料相談会（３７回：支部内１０地区で実施、定例相談会除く） 

相談員 ：各地区の相談員 

相談者数：約６５０名 

●講師等派遣（５９回：支部内１０地区から派遣、定例相談会除く）

講 師 ：各地区の認定講師及び相談員 

●支部内１０地区において、各地区活動計画に基づいて、上記の外、

市民まつり参加及び行政や地域ケアプラザ等と連携した多彩な広

報・啓発活動を実施 

また、市町村社協や地域ケアプラザ等の団体（１５か所）への定期

的（毎週又は毎月）に相談員を派遣 

関係機関訪問 

等 

●横浜市主催の「区成年後見サポートネット」へ権利擁護のための

専門職・士業の地域ネットワークの助言者として参加（合計４８回）

●県内各市町村の成年後見の事例検討会等のメンバーとして参加。 

その他  １ 神奈川県及び市町村主催の成年後見関係機関連絡会への参加 

 ２ 神奈川県社会福祉協議会「かながわ成年後見推進センター」 

主催の「関係機関連絡会」、「市民後見人養成あり方検討会」「親

族後見人のための講習会及び相談会」等の委員及び相談員の派遣

 ３ 横浜市等の主催する市民後見推進委員会への委員派遣 

 ４ 相談事業 

事務局相談業務（電話相談、面談：月曜から金曜までの午後

１時から４時まで事務局相談員を配置） 

    ・神奈川県内からの相談  

相談件数：２２５件（電話２１１件、面談１４件） 

  ・コスモス受託の相談 

相談件数： ９８件（一般相談３７件、会員業務相談６１件）



茨城県支部 活動報告 

支部長：若山 民雄 

設立 平成２４年９月１日 

支部会員数 １９名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ０件 

任意後見 ０件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月２０日 

 出席者 ７名 

役員会 ●役員会（１回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ２６名（修了者 ２５名） 

広報活動 ●無料相談会（６回開催） 

テーマ 遺言・相続・成年後見制度利用について 

参加者 若山 民雄 

来場者 ８名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（２回） 

以下、メンバーにより随時訪問を行う。 

●県内各市区町村訪問 

●県内各地における包括支援センター訪問 

●県内各地における社会福祉協議会訪問 

●医療機関および老人福祉施設への訪問 等 

その他 ●電話による無料相談 



埼玉県支部 活動報告 

支部長：大久保 治光 

設立 平成２３年５月２６日 

支部会員数 １２１名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ４５件 

任意後見 ３５件 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 

（第２回） 

日時：平成２４年９月１４日  出席者： １０２名 

議題 第１号 第２期（平成２３年度）事業報告 

第２号 第２期（平成２３年度）決算報告 

第３号 第３期（平成２４年度）事業計画 

第４号 第３期（平成２４年度）収支予算 

第５号 役員任期の件 

役員会 ●幹事会４回開催（平成２４年９月１０日、平成２４年１２月 

２０日、平成２５年３月２８日、平成２５年６月７日） 

管轄区会議 １８回開催 

議題：「現状及び今後の活動等」 

部門会議 平成２４年９月６日  財務経理部会(監査) 

平成２５年２月１９日 財務経理部会 

平成２５年６月１４日 広報部会 

実務研修会 平成２５年５月１０日  受講者：６７名 

内容：１.DVD「成年後見制度について」 

２.成年後見「死後事務」の課題 講師：渡邊好雄会員 

更新研修 平成２５年６月１３日(木)、平成２４年６月１４日(金) 

DVD による８時間研修 計２日間 受講者：２０名 

入会前研修 DVD による３０時間研修 計８日間（平成２４年１１月２８日、

１２月１２日・１９日、平成２５年１月９日・１６日・２３日・

３０日、２月６日） 

受講者：３２名、入会者：２０名 

広報活動 

公開講座 

無料相談会 

１.平成２４年８月２７日(月)／越谷中央市民会館４階 

公開講座受講者 ３０名    相談会相談件数 ５件 

２.平成２４年１０月１３日(土)／大宮そごう３階連絡通路

相談会  相談件数 ９件 

３.平成２４年１０月１４日(日)／岩槻東口駅前ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-２階

相談会  相談件数  ４件 

４.平成２４年１０月２８日(日)／伊奈町ふれあい活動センター 

相談会  相談件数  ４件 

５.平成２４年１１月１７日・１８日(土日)／毛呂山町産業まつり

相談会  相談件数  ４件 

６.平成２４年１１月１７日・１８日(土日)／川口並木公民館  

相談会  相談件数 １２件 



７.平成２４年１１月２６日(月)／鳩山町ふれあいセンター  

公開講座受講者 ６２名    相談会相談件数  ６件 

８.平成２４年１２月１日(土)／鴻巣市文化センター  

公開講座受講者 ２３名    相談会相談件数  ４件 

９.平成２５年１月１９日(土)／ＪＲ上尾駅自由通路     

相談会 相談件数 １５件 

１０.平成２５年２月２日(土)／鳩山町ふれあいセンター       

公開講座受講者 ４８名     相談会相談件数  ７件 

１１.平成２５年２月２３日(土)／鳩山町ふれあいセンター  

公開講座受講者 ３８名     相談会相談件数  ６件 

１２.平成２５年２月２３日(土)／伊奈町ふれあい活動センター 

公開講座受講者 １２名     相談会相談件数  ８件 

１３.平成２５年３月２３日(土)／ＪＲ鴻巣駅自由通路     

相談会 相談件数  ７件 

１４.平成２５年５月２５日(土)／大宮ソニックシティ会議室 

公開講座受講者 ３２名     相談会相談件数  ２件 

１５.平成２５年６月２９日(土)／熊谷ﾃｨｱﾗ２１ﾊｰﾄﾋﾟｱ会議室   

公開講座受講者 ２０名     相談会相談件数  １件 

１６.平成２５年７月６日(土)／ふじみ野市産業文化会館     

公開講座受講者 ２３名     相談会相談件数  ４件 

１７.平成２５年７月１３日(土)／秩父地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ  

公開講座受講者 ３４名     相談会相談件数  ７件 

１８.平成２５年７月２３日(火)／越谷市中央市民会館４階   

公開講座受講者 ３２名     相談会相談件数  ３件 

関係機関訪問 後見人等候補者名簿の提出（さいたま家庭裁判所、越谷家庭裁判

所、熊谷家庭裁判所、川越家庭裁判所、秩父家庭裁判所） 

その他活動 ①講師派遣 

平成２５年２月２日(土)   鳩山町ふれあいセンター 

平成２５年２月２３日(土)  鳩山町ふれあいセンター 

平成２５年４月１７日(水)  木下の介護リアンレーブ川口 

②関係団体協議会等への参加 

平成２４年１０月１２日  本庄市社会福祉協議会 

平成２４年１０月１７日  さいたま社会福祉協議会 

平成２４年 ９月２５日、１１月２７日 

平成２５年 ３月１０日、 ６月２１日 

             入間市社会福祉協議会 

③講師養成研修 

    平成２４年１１月１２～１４日 大宮ソニックシティ 

コスモス埼玉参加者：２６名（名古屋会場１名） 

④東日本支部長会 

  平成２５年２月１３～１４日 ホテルブリランテ武蔵野 

コスモス埼玉参加者：４名 



山梨県支部 活動報告 

支部長：伊東 武 

設立 平成２３年４月１日 

支部会員数 １７名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ８件（そのうち、家裁から０件、市町村から３件） 

任意後見 ０件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月１２日 

 出席者 １３名 

役員会 ●役員会（２回開催） 

研修事業 ●入会前研修（２回開催） 

 受講者 ７名（修了者 ７名） 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ 高齢化に伴う成年後見制度と実務 

 講 師 神宮司 公三 

 受講者 ２０名 

広報活動 ●無料相談会（２１回開催） 

 成年後見・遺言・相続無料相談会 

 支部会員対応 

相談人数 ３２名 

●セミナー（１回開催） 

テーマ エンディングノートの書き方 

講 師 神宮司 公三 

受講者 ５０名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（５回） 

●県下市区町村訪問（１５回） 

●県下包括支援センター訪問（１４回） 

●県下社会福祉協議会訪問（１９回）等 



静岡県支部 活動報告 

支部長：我妻 和男 

設立 平成２５年３月１日 

支部会員数 ２５名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ４件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ０件） 

任意後見 ７件 

 （平成２５年７月３１日現在） 

定時総会 平成２５年２月２３日（設立総会） 

 出席者 ２４名 

役員会 ●役員会 

  幹事会（１回開催） 

  正副支部長会（随時開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催／設立前開催） 

 受講者 １８名（修了者 １８名） 

広報活動 ●公開講座（設立総会時１回開催） 

テーマ コスモス静岡に期待される役割とは 

講 師 粂 智仁氏 

受講者 １００名 

●無料相談会（設立総会時１回開催） 

相談件数 ６件  

関係機関訪問 ●県内各地域包括支援センター訪問（８６ヵ所訪問） 

 県内の地域包括支援センター１３５ヵ所のうち８６ヵ所訪問済み 

                     （６３％） 

その他  



新潟県支部 活動報告 

支部長代行：斎藤 直子 

設立 平成２４年８月９日 

支部会員数 ２４名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ２件 

任意後見 ０件 

 （平成２５年７月３１日現在） 

定時総会 平成２４年８月９日 設立総会 於：新潟県行政書士会館３F研修室 

出席 １３名 

第１号議案 支部役員の選任について 

第２号議案 新潟県支部規定（案） 

第３号議案 平成２４年度事業計画（案）について 

第４号議案 平成２４年度予算書（案）について  

役員会 ● 役員会（３回開催） 

●  

研修事業 ● 入会前研修（３回開催） 

 受講者 １２名（修了者 １２名） 

広報活動 ●無料相談会（１回開催） 

テーマ   成年後見 相続･遺言 

相談員 支部会員１４名 

来談者 ４名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（０回） 

●市区町村訪問（１回） 

●包括支援センター１７箇所訪問（１回） 

●社会福祉協議会４箇所訪問（１回）等 

●県内介護施設７０箇所（１回） 

その他  



愛知県支部 活動報告 

支部長：田宮 章 

設立 平成２３年８月１１日 

支部会員数 ７３名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見２１件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ０件） 

任意後見１１件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月５日 

 出席者 ４８名 

役員会 ●役員会（１２回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ４９名（修了者 ４５名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者 １６名（修了者 １６名） 

●支部研修（４回開催） 

①平成２５年  ５月１４日（火）

 テーマ 成年後見人としての倫理 

 講 師 磯村岡崎地区管轄長 

 受講者 ３９名 

②平成２４年 １０月２４日（水）

テーマ 成年後見に関わる社会保険と年金の知識 

講 師 舟越業務管理部長 

参加者 ２３人 

③平成２５年  ２月 ７日（木）

テーマ 成年後見人に必要な社会福祉の基礎知識 

講 師 社会福祉士 坂本 由香利 氏 

参加者 １８人 

④平成２５年  ３月２５日（月）

テーマ 成年後見制度の実務 

講 師 一宮公証役場 太田 健治 氏 

参加者 １００人（内コスモス会員２０人） 

広報活動 ●市民公開セミナーおよび無料相談会（５回開催） 

①平成２４年 ８月２５日（土） 

会 場 レディヤン春日井 

テーマ 知っておきたい相続・遺言・成年後見 

講 師 増田副支部長 

参加者 セミナー：４５名、相談会：１５件 

②平成２５年  ４月２０日（土） 



会 場 東海市市民活動センター会議室 

テーマ 知っておきたい相続・遺言・成年後見 

講 師 澤田広報部長 

参加者 セミナー：５名、相談会：２件 

③平成２５年  ４月２１日（日） 

会 場 みよし文化センター会議室 

テーマ 知っておきたい相続・遺言・成年後見 

講 師 舟越業務管理部長 

参加者 セミナー：５名、相談会：０件 

④平成２５年  ５月２８日（火） 

会 場 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター 

テーマ 知っておきたい相続・遺言・成年後見 

講 師 増田副支部長 

参加者 セミナー：４２名、相談会：７件 

⑤平成２５年  ７月２７日（土） 

会 場 レディヤン春日井 

テーマ 知っておきたい相続・遺言・成年後見 

講 師 平松幹事 

参加者 セミナー：４５名、相談会：１０件 

●無料相談会 

 ・刈谷市（毎月第４火曜日） 

 ・稲沢市（隔月第２火曜日） 

 ・小牧市（隔月第２木曜日） 

 ・春日井市（毎月第３水曜日） 

関係機関訪問 ●愛知県内各市区町村訪問（３７回） 

●各地域包括支援センター訪問（１０回） 

●各社会福祉協議会訪問（５回） 

●その他（７回）等 

その他  



三重県支部 活動報告

支部長：田中 良典

設立 平成２３年９月５日

会員数 ３１名（７月３１日現在）

受託件数 法定後見７件（２４年度合計）

定時総会 日時：平成２４年９月１４日 午後３：３０～

場所：三重県総合文化センター

議題 第１号 平成２３年度事業報告

第２号 平成２３年度収支決算報告

第３号 平成２４年度事業計画（案）

第４号 平成２４年度収支予算（案）

第５号 支部規程一部変更（案）

役員会（幹事会等） ６回開催

関係機関訪問 津家庭裁判所（後見人等候補者名簿提出）

市町村（松阪市・名張市・四日市市・伊勢市・津市）

社会福祉協議会（５箇所）

研修会開催 ①平成２４年１２月８日（土）

・業務管理について

講師 山本敦子氏（コスモス本部業務管理委員会副委員長） 

・法定後見事例報告

 講師 田中良典氏（コスモス三重県支部長）

②入会前研修・考査

平成２５年５月１２日（土）～６月８日（土）

平成２５年６月１６日（日）（考 査）

③ 更新研修

平成２５年６月１日（土）・８日（土）

市民公開講座

及び相談会

① 平成２４年８月１１日（土） 伊勢市

行政書士による「相続・遺言」と「成年後見制度」について

無料相談会同時開催

② 平成２５年１月１９日（土） 四日市市

弁護士による「相続・遺言」と「成年後見制度」について

無料相談会同時開催

③ 定例無料相談会

松阪市・・・９ 回

名張市・・・１２回

広報活動 支部ホームページの開設（平成２５年３月）



富山県支部 活動報告 

支部長：大塚 謙二 

設立 平成２４年３月２１日 

支部会員数 １８名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ４１件（そのうち、家裁から ０件、市町村から １件）

任意後見 ３件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月４日 

 出席者 １１名 

役員会 ●役員会（２回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ９名（修了者 ９名） 

●支部研修（７回開催） 

 テーマ 「死後事務の問題点」他 

 講 師 大塚支部長他 

 受講者 延べ８６名 

広報活動 ●無料相談会（２回開催） 

 本会の無料相談会と共催 

●セミナー（２回開催） 

テーマ 成年後見制度に関する最新事情他 

講 師 森田広報部長他 

受講者 ケアマネ等 

関係機関訪問 ●包括支援センター訪問（１６回） 

その他  



滋賀県支部 活動報告 

支部長：政田 節子 

設立 平成２３年６月１９日 

支部会員数 ３８名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ８件（そのうち、家裁から ０件、市町村から １件） 

任意後見 ２件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年８月２６日 

 出席者 ２３名 

役員会 ●役員会（７回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 １１名（修了者 ５名） 

●支部研修（３回開催） 

・テーマ 地域包括支援センターの役割と今後の異業種間連携につ

いて 

 講 師 村田 才司 

 受講者 ２０名 

・テーマ 「成年後見における業務上のポイント」 

 講 師 小田 宏之 

 受講者 ２２名 

・テーマ コスモス滋賀会員による事例発表及び検討会 

 講 師 西村 泰成、堀内 美智子、政田 節子 

 受講者 ２９名 

●自主勉強会 

・テーマ ３件の相談事例を基にロールプレイング＋事例検証 

 講 師 鹿内 美恵子 

 参加者 ９名 

広報活動 ●公開講座（１回開催） 

テーマ 高齢期の人生
ラ イ フ

設計
プ ラ ン

～私らしく生きるために今するべきこととは～ 

講 師 佐藤 伸隆 

受講者 ３９名 

●無料相談会（１４回開催） 

テーマ  相続・遺言・成年後見制度利用について 

相談内容 相続・遺言 ２５件 

成年後見  ２６件 

●セミナー（１回開催） 

テーマ ｢老後の安心納得セミナー」 



講 師 鹿内 美恵子 

受講者 ２９名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（１回） 

●市町訪問（２６回） 

 大津市（６回）、高島市（６回）、草津市（１回）、栗東市（１回）

 野洲市（１回）、甲賀市（６回）、彦根市（３回）、東近江市（１回）

 近江八幡市（１回） 

●地域包括支援センター（２５回） 

 大津市（７カ所 各２回）、甲賀市（５カ所 各１回）、草津市（１

カ所 １回）、栗東市（１カ所 １回）、野洲市（１カ所 1 回）、 

 彦根市（１カ所 １回）、東近江市（１カ所 １回）、近江八幡市

（１カ所 １回） 

●滋賀県訪問（４回） 

●社会福祉協議会訪問（２３回） 

 県社協（３回）、大津市（２回）、高島市（２回）、草津市（３回）、

 栗東市（１回）、野洲市（１回）、彦根市（２回）、甲賀市（７回）

東近江市（１回）、近江八幡市（１回） 

その他 ●湖東圏域成年後見制度サポートセンターあり方検討委員会（３回）

●障害者虐待防止連携協力会議（１回） 

●高齢者・障害者なんでも相談会見学（大津市開催分１回） 

 高齢者・障害者なんでも相談会（湖東圏域開催分２回） 

●高島市成年後見サポートセンター運営委員会（３回） 

●後見人等候補者名簿提出（家庭裁判所） 



大阪府支部 活動報告 

支部長：栗山 明 

設立 平成２３年８月１日 

支部会員数 ５２名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見２９件（依頼先内訳については不明） 

任意後見２６件 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月２１日 

 出席者 ４２名（内委任状提出者１５名） 

役員会 ●役員会（５回開催） 

研修事業 ●入会前研修（２回開催） 

 受講者 約６０名（修了者 ５０名） 

●支部研修（３回開催）行政書士会会員対象 

①テーマ 法定後見制度手続の基礎   

 講 師 大阪家庭裁判所 裁判所書記官及び調査官 

受講者 ６９名 

②テーマ 障がい者総合支援制度について  

講 師 大阪府庁職員（障がい関係） 

受講者 ４０名 

③テーマ 権利擁護の理念と成年後見制度の動向と課題  

講 師 大阪市立大学大学院 教授 岩間 伸之氏 

受講者 ３９名 

●成年後見勉強会（１０回開催）コスモス会員対象 

テーマ 後見制度、事例研究、介護保険制度、相談員の心得等 

講 師 部内講師 

受講者 １０名～１７名 

●セミナー（講師等派遣）（４回） 

①大阪府行政書士会旭東支部研修    

テーマ 成年後見制度 

講師 鈴木 久恵（大阪府支部会員） 

受講者 約３０名 

②寝屋川市立地域包括支援センター 社会福祉士主催研修 

テーマ 任意後見制度 

講師 鈴木 久恵、他 

受講者 約５０名 

③はたかわかつもっく（障がい者の保護者の会）主催 セミナー  

テーマ 成年後見制度 

講師 栗山 明、鈴木 久恵 

受講者 ２０名 



④社会福祉法人「いちょうの森」ライフワークぎんなん主催 

テーマ 成年後見制度の利用で安心してその人らしい自立した生

活が送れるように 

講 師 粂 智仁 

受講者 ３７名 

●寸劇プラス無料相談会（５回開催）広報・相談部との共同事業 

①ＵＲ都市機構 大阪住宅管理センター主催 

場所：プロムナーデ関目 受講者：１１名   

②住吉区地域振興会女性部会主催 会員対象  

場所：住吉区民センター 受講者：３１名 

③西区社会福祉福祉協議会主催 

 場所：西道頓堀コーポ集会所  受講者：２１名 

④大阪市港区老人福祉センター主催 『いちょう学園』セミナー 

 場所：港近隣センター  受講者：４１名

⑤ＵＲ都市機構 大阪住宅管理センター主催  

場所：アミティ中宮北団地 集会所 受講者：１３名 

●更新研修 受講者１３名(内１名更新対象外）１２名更新資格取得

広報活動 ●無料相談会 （１５回開催） 

テーマ：成年後見制度について 

場所：豊中市役所、阪急・豊中駅サロン、豊中市中央公民館、 

箕面市、北千里 

●市民まつり無料相談会 （５回開催） 

テーマ：成年後見制度について 

場所：大阪市北区、大阪市住吉区、大阪市西区、大阪狭山市、 

東大阪市 

●障害者施設内 無料相談会 （１回開催） 

テーマ：成年後見制度について 

 場所：ワークショップかりん （泉大津市） 

関係機関訪問 ●大阪家庭裁判所（本庁）訪問 （１回） 

●市区町村訪問 （７４回） 

[大阪市内各区、堺市、東大阪市、泉大津市、和泉市、羽曳野市、 

藤井寺市、など] 

●地域包括支援センター訪問 （１１５回） 

[大阪市内各区、堺市、豊中市、池田市、寝屋川市、枚方市、高石市、

など]  

●社会福祉協議会訪問 （２８回） 

[大阪市内各区、太子町、富田林市、千早赤阪村、大東市、池田市、

など] 



和歌山県支部 活動報告 

支部長：笠野 義二

設立 平成２４年７月６日 

支部会員数 １８名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 １８件（そのうち、家裁から１７件、市町村から１件） 

任意後見  ０件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月２６日 

 出席者 １６名 

役員会 ●役員会（４回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催）（７日間） 

 受講者  ５名（修了者  ５名） 

●更新研修（１回開催）（２日間） 

 受講者 １３名（修了者  １３名） 

●支部研修（３回開催） 

 テーマ 事例研究会 

 講 師 支部会員 

 受講者 延 ３０名 

広報活動 ●定例無料相談会（２４回開催） 

 毎月第２水曜日と第３月曜日 

 時間：１３時～１６時 

●街頭無料相談会（１回開催） 

●広報月間無料相談会（２回開催） 

●タウン誌と老人クラブ会報への広告掲載 

●広報月間に関係機関への広報活動 

関係機関訪問 ●家裁訪問（２回） 

●和歌山市他、各市区町村訪問（２回） 

●和歌山市他、各地域包括支援センター訪問（２回） 

●和歌山県他、各社会福祉協議会訪問（２回） 

その他 家事関係機関との連絡協議会（和歌山家庭裁判所） 

成年後見制度関係機関連絡会議（和歌山県社会福祉協議会） 

法テラス地方協議会（日本司法支援センター和歌山地方事務所） 



兵庫県支部 活動報告 

支部長：亘 賢子 

設立 平成２４年３月２４日 

支部会員数 ４５名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 １１件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ０件）

任意後見  ９件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年８月２９日 

 出席者 ２１名 

役員会 ●役員会（４回開催） 

研修事業 ●入会前研修（３回開催） 

 受講者 ４４名（修了者 ４４名） 

●支部研修（６回開催） 

 ◆テーマ 業務管理研修（２回） 

  講 師 ①山口会 山本敦子氏 ②兵庫会 松尾重紀氏 

  受講者 ①１７名 ②１５名 

 ◆テーマ 新入会員説明会 

  参加者 １１名 

 ◆テーマ 事例研修（３回） 

  講 師 兵庫会 ①濱本光由・岡村陽造 ②小笹淳 ③亘賢子 

  受講者 ①１１名 ②１２名 ③１６名 

広報活動 ●無料相談会（１回開催） 

テーマ ユキマサくん祭り 

相談件数 １件 

関係機関訪問 ●神戸家庭裁判所 本庁、９支部、１出張所 訪問 

●各市区町村訪問 

●県下各地包括支援センター訪問 

●兵庫県社会福祉協議会訪問 

●高齢者専用賃貸住宅ハートピア尼崎訪問 

その他 ●NPO 法人コスモスとの会合 

●姫路市主催「姫路市における権利擁護に関する研究会」に参加 



広島県支部 活動報告 

支部長：岡 清二 

設立 平成２２年１２月１日 

支部会員数 ２０名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ２件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ０件） 

任意後見 １件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年８月２７日 

 出席者 １５名 

役員会 ●役員会（４回開催） 

研修事業 ●入会前研修（２回開催） 

 受講者 ３４名（修了者 ３１名） 

●支部研修（２回開催） 

 ・テーマ 相談事例検討 

  講 師 中浜 晃子 

  受講者 １４名 

 ・テーマ 成年後見制度利用支援の注意事項・事例検討 

  講 師 粂 智仁 

  受講者 １３名 

広報活動 ●講演会 

 テーマ 高齢化社会と成年後見制度 

 講 師 岡 清二 

 受講者 ５０名 

●無料相談会 

テーマ 相続・遺言・成年後見無料相談会 

相談者 ２名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（４回） 

●広島市役所健康長寿課・障害福祉課訪問（２回） 

●広島県社会福祉協議会訪問（２回） 

●広島市社会福祉協議会訪問（２回） 

その他 ●成年後見制度講座・無料相談会相談員派遣（広島県・広島市社会

福祉協議会主催） 

●成年後見制度推進団体ネットワーク立ち上げ（広島県・広島市社

協、広島弁護士会人権擁護委員会、リーガルサポート広島支部、ぱ

あとなあ広島支部、中国税理士会） 



山口県支部 活動報告 

支部長：山本 敦子 

設立 平成２３年３月３日 

支部会員数 ３１名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 １２件（そのうち、家裁から １件、市町村から ３件）

任意後見 ３件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月１０日 

 出席者 ２０名（全会員 27 名 委任状 6 名） 

役員会 ●役員会（７回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ９名（修了者 ９名） 

●支部研修（施設見学・事例発表・外部講師研修各 1回） 

 外部講師研修  テーマ 成年後見の落とし穴  

 講 師 リーガルサポート山口県支部 司法書士福田修平 

 受講者 ２１名 他 

広報活動 ●出前講座（宇部地区、２回開催） 

テーマ 成年後見制度及び相続・遺言について 

講 師 山本敦子 

受講者 ２７名 

●無料相談会（１回開催） 

テーマ 相続・遺言・成年後見 

会場  下関市ドリームシップ 

相談者 ８名 

関係機関訪問 ●周南地区（平成２５年４月～５月） 

社会福祉法人緑山会、周南市役所高齢者支援課、新南陽商工会議所、

徳山公証役場 

●山口地区（平成２５年４月～７月） 

防府市地域包括支援センター、防府南地域包括支援センター、山口

市基幹型地域包括支援センター、山口赤十字病院医療社会事業課、

山口市鴻南地域包括支援センター 

●下関地区（平成２５年６月） 

下関市社会福祉協議会、下関市役所関係各課、本庁地域包括支援セ

ンター、山陽地域包括支援センター、山陰地域包括支援センター、

下関唐戸公証役場 

●宇部地区（平成２５年５月～7月） 

山陽小野田市地域包括センター、国立病院機構 山口宇部医療セン

ター 





香川県支部 活動報告 

支部長：横関 賢二 

設立 平成２４年４月１日 

支部会員数 ２５名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１３件（そのうち、家裁から ６件、市町村から ７件） 

任意後見 １件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 

臨時総会 

平成２４年９月２２日 

 出席者 １８名 

平成２５年２月３日 

 出席者 ２２名 

役員会 ●役員会（４回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ６名（修了者 ６名） 

●更新研修 

 受講者 １６名 

広報活動 ●無料相談会（１回開催） 

テーマ 成年後見制度・相続・遺言書 

相談者 ６名 

●セミナー（２回開催）高松聴覚障害者協会主催セミナー 

テーマ 成年後見制度の活用、遺言書、相続手続きについて 

講 師 横関 賢二 

受講者 延べ７０名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（１回） 

●綾川・まんのう町訪問（２回） 

●地域包括支援センター訪問（５回） 

●香川県社会福祉協議会訪問（３回）等 

その他  



徳島県支部 活動報告 

支部長：桒原 道納 

設立 平成２３年３月１日 

支部会員数 ２０名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ０件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ０件） 

任意後見 ０件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月１５日 

 出席者 １３名 

役員会 ●開催なし（毎月開催の定例会においてすべて協議） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ７名（修了者 ７名） 

●支部研修（１回開催・２５年６月２３日） 

 テーマ 徳島県における消費者相談の実態と消費者法の概要 

 講 師 岡本壮史会員 

 受講者 ７名 

広報活動 ●公開講座（２回開催） 

①２５年２月２３日・徳島市ふれあい健康館…下記の独立行政法

人福祉医療機構助成金事業として） 

テーマ 備えあればもめごとなし－遺言・後見制度の活用－ 

講 師 徳島公証役場公証人 若井伸一 氏  

受講者 ８３名 

②２５年７月１４日・とくしま県民活動プラザ 

テーマ 急性期病院における医療ソーシャルワーカーの仕事と

役割 

講 師 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 医療ソーシャルワ

ーカー 郡章人 氏  

受講者 約２０名 

●無料相談会（約１１０回開催・１６箇所） 

テーマ 相続・遺言・成年後見 

講 師 －（支部会員対応） 

●セミナー（１２回開催） 

テーマ 成年後見制度について 

講 師 支部会員 

関係機関訪問 ●家裁訪問（０回、前述の公開講座案内文書を送付） 

●徳島市ほか町村訪問（複数回） 

●徳島市地域包括支援センター訪問（複数回） 

●徳島県社会福祉協議会ほか訪問（複数回）等 



その他 前年度からの継続事業として、独立行政法人福祉医療機構（厚労省

所管）２４年度助成の「成年後見制度啓蒙・普及・利用支援事業」

を行った（事業期間２４年６月～２５年３月）。…助成金約２４０万

円 

＜事業実施の概略＞ 

①広報活動記載の公開講座…１回  

②広報活動記載の無料相談会…１１４回・１０７件の相談 

③講師・相談員の無料派遣…１１件 

④任意後見制度利用支援事業…６件 

⑤法定後見制度利用支援事業…１３件 

上記助成事業に係る講演会・相談会参加者等にアンケートを実施し、

結果を報告書にまとめ、後援及びご協力いただいた徳島市、徳島県

社会福祉協議会等関係団体へ配付。 



高知県支部 活動報告 

支部長：岡林 厚  

設立 平成２４年１月１日 

支部会員数 ２４名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 １８件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ７件）

任意後見  ３件 

 （平成２５年７月１日現在、うち２名死亡） 

定時総会 平成２４年９月１日 

 出席者 １９名 

役員会 ●役員会（２回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ４名（修了者 ３名） 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ 遺言・相続 

 講 師 原田 勝冶 

 受講者 １０名 

広報活動 ●公開講座（９回開催） 

・テーマ 成年後見制度について 

講 師 曽根寧之 

受講者 ２２名 

・テーマ 成年後見制度について 

講 師 廣井千里 

受講者 ２０名 

・テーマ 成年後見制度について 

講 師 藤崎賢造 

受講者 ２５名 

・テーマ 成年後見 

講 師 田中俊次・田中浩二 

受講者 １０名 

・テーマ 成年後見制度について 

講 師 廣井千里 

受講者 ３０名 

・テーマ 市民後見活動の実際 

講 師 廣井千里 

受講者 ４２名 

・テーマ 成年後見制度について～生活支援員を対象として～ 

 講 師 曽根寧之 

 受講者 ８名 



・テーマ 老後のために知っておきたい成年後見・相続・遺言 

 講 師 曽根寧之 

 受講者 ６名 

・テーマ 成年後見制度について～介護主任を対象として～ 

 講 師 曽根寧之 

 受講者 ４名 

●無料相談会（１４回開催） 

Ｈ２４.８.２１フジグラン高知 

Ｈ２４.９.２０フジグラン野市 

Ｈ２４.１０.２４フジ須崎店 

Ｈ２４.１０.２７フジグラン四万十 

Ｈ２４.１１.２７マルニ高知店 

Ｈ２４.１２.１４本会会議室 

Ｈ２５.１.１９四万十市敷地集会所 

Ｈ２５.１.２３フジグラン葛島 

Ｈ２５.２.１５フジグラン高知 

Ｈ２５.３.１本会会議室 

Ｈ２５.４.２４本会会議室 

Ｈ２５.５.２１本会会議室 

Ｈ２５.６.２１本会会議室 

Ｈ２５.７.３０マルニ高知店 

関係機関訪問 ●家裁訪問（０回） 

●市区町村訪問（２回） 

●地域包括支援センター訪問（２回） 

●社会福祉協議会訪問（２回）等 

その他  



愛媛県支部 活動報告 

支部長：田中 弘 

設立 平成２３年５月２０日 

支部会員数 ２４名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見７件（そのうち、家裁から６件、市町村から１件） 

任意後見３件 

（平成２５年７月３１日現在） 

定時総会 平成２４年９月２１日 

出席者 １６名 

役員会 ●幹事会（２回開催） 

●監査会（１回開催）※平成２３年度会計分 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

受講者 ５名（修了者３名） 

●更新研修（２回開催） 

受講者１８名（修了者１８名） 

●支部研修 

 テーマ 

第１部 

   成年後見業務の倫理－行政書士としての取り組みの注意点－ 

  第２部 

   コスモスえひめ会員との懇談会（コスモスえひめ会員限定） 

第３部 

   成年後見制度の実際－後見人としての実践の現場から－ 

 講 師 粂 智仁 

 受講者 第１部２３名 

     第２部１５名 

     第３部２０名 

広報活動 ●ラジオ公開講座 

 テーマ 「成年後見制度について」 

講 師 田中 弘 

受講者 南海放送ラジオリスナー 

●無料相談会（７回開催） 

 テーマ 「成年後見に関する相談」 

 相談員 コスモスえひめ会員 

 受講者 ２０名（各相談会場合計） 

●セミナー（２回開催） 

 テーマ 「成年後見制度について」 

講 師 田中 弘 



受講者 ４４名 

 テーマ 「成年後見制度について」 

講 師 幸後 洋子 

受講者 ３０名 

関係機関訪問 ●家裁訪問 １回 

●市区町村訪問 １５回 

●包括支援センター訪問 ５回 

●社会福祉協議会訪問 １２回 

その他 ●愛媛県社会福祉協議会の機関誌に一般社団法人コスモス成年後見

サポートセンター愛媛県支部を掲載していただきました。 



長崎県支部 活動報告

支部長：山口 克彦

支部会員数 １７名（平成２５年７月３１日現在）

支 部 総 会 ８月１２日 会場：出島交流会館

会 議  ８月 ８日 監査

１０月２０日 役員会議 議題：総会（東京）の報告ほか 

 ７月 ７日 役員会議 議題：総会（支部）準備・人事改正案ほか

その他会議 ３月１５日 南島原成年後見センター設立記念成年後見講演会

      パネリストとして出席（大久保）

      記念講演「意外と使える成年後見制度」

      講師：大村さくら法律事務所 曽場尾雅弘先生

      島原管轄会員全員参加

研 修 会 １月１２日～２０日 入会前研修会

２月 ３日     入会前研修会効果測定

３月１７日     会員研修会と新規合格者の合格証書交付式

         （ＤＶＤ研修）

５月 ４日～ ５日 更新研修会

 ５月１２日     更新研修会（補講）

研修会受講 １０月１３日～１５日 講師養成講座に出席（梅枝・舛田・桝屋・立山）

          （山口 防長苑にて）

関係機関訪問 ８月１６日 佐世保市役所庁舎へ訪問（前田治義・濱田）

      佐世保市老人連合会役員会にて任意後見と法定後見の

制度の説明と現在の受任状況の説明（参加者５５名）

８月２３日 「ペコロスの母に会いに行く」制作発表パーティーへ

      出席（梅枝）

相 談 ２月１６日 面談相談１件（長崎県行政書士会長崎支部主催無料相談会）

３月 ２日 面談相談３件（長崎県行政書士会主催無料相談会） 

３月２２日 電話相談１件

５月１３日 電話相談１件

５月１４日 電話相談１件     



大分県支部 活動報告 

支部長：阿部 秀幸  

設立 平成２３年７月２３日 

支部会員数 ２９名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ５件（そのうち、家裁から ０件、市町村から ０件） 

任意後見 １件 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年９月２１日 

 出席者 １６名 

役員会 ●役員会（３回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者 ６名（研修中） 

●更新研修（２回開催） 

広報活動 ●無料相談会（６回開催） 

相談者 ８名 

●セミナー（４回開催） 

テーマ 成年後見制度・遺言と成年後見制度・高齢者虐待と成年

後見 

講 師 コスモス大分会員 

受講者 延べ９０名 

関係機関訪問 ●家裁訪問（２回） 

●大分市訪問（３回） 

●包括支援センター訪問（１０回） 

●大分社会福祉協議会訪問（２回）等 

その他  



鹿児島県支部 活動報告 

支部長：鎌田 敬 

設立 平成２４年２月１日 

支部会員数 ４１名（平成２５年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 １件（家裁、市町村からの案件なし） 

任意後見 １件（移行型、発効前） 

 （平成２５年７月１日現在） 

定時総会 平成２４年１０月１９日 

 出席者 ３１名 

役員会 役員会（1回開催） 

研修事業 実施なし 

平成２５年９月に業務管理研修、平成２５年１２月までに新入会員

研修を行う予定。 

広報活動 ・ 平成２４年１０月１３日、障害者中心の音楽会「とっておきの音

楽祭ｉｎ鹿児島」会場にて無料相談会ブースを設置。同プログラ

ムに広告も掲載。 

・ 関係機関、施設等訪問時に、パンフレット配布、コスモスの種配

布等を行う。 

関係機関訪問 鹿児島市障害者基幹相談支援センター 訪問（２回） 

鹿児島市内高齢者、障害者福祉施設 訪問 等 

支部内家庭裁判所支所、各市町村役場等訪問は来期重点的に行う。 

その他  


