第１号議案

第４期（平成２５年８月１日から平成２６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４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４期を経過した。この間、支部及び会員数も増え、その活動が本格
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、団体としての確固たる受け皿が備わったことについて広
く広報してきた。
一方、設立より日行連の各単位会に当法人に関する説明と協議を行い協定書の締結を呼び
かけ続けてきた結果、平成２６年７月３１日現在で、これまでに３５府県で支部が設立され、
会員数は１，６２４名となった。第４期においては８支部が設立され、会員数は３６４名の
増加となった。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を訪問し、行政書士としての強みを備えた当法人への
理解を促すための地道な活動が続けられている。また、会員の資質をより高めるため、更新
研修や実務に則した様々な研修を本部、支部双方で実施している。
第４期の主要な事業、成果は次の通り。
１
２
３
４

５
６

７

会員より報告のあった成年後見人等受任件数は、平成２６年７月１日現在２，０４５
件。昨年の同時期より３０４件の増加となった。
第３回定時社員総会を平成２５年１０月２５日に開催した。
理事の選任、業務管理委員の選任、綱紀委員の選任を行い、効率的な運営が行える管
理体制を敷いた。
支部長会は平成２５年１０月２５日及び平成２６年５月９日の２回開催した。この中
で、本部各委員会からの報告や支部会計の説明、業務管理の説明等を行い、組織の円滑
な運営の進め方を確認した。
最高裁判所事務総局家庭局を訪問し、当法人の運営状況、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。
平成２６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、パンフレットやリーフ
レットを作成して各支部へ配布した。
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５回開催し、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、日行連との連携について報告、連絡、
調整を行った。
調整会議の開催
第１回 平成２５年 ８月２７日 ／ 第２回 平成２５年 ９月２０日
第３回 平成２５年１２月 ９日 ／ 第４回 平成２６年 ２月１９日
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８

第５回 平成２６年 ３月２６日
通常理事会を３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２５年 ９月２０日 ／ 第２回 平成２５年１０月２５日
第３回 平成２６年 ２月１９日

［総務・財務委員会］
１．委員会の開催
第１回 平成 25 年 11 月 12 日 第２回 平成 26 年 1 月 21 日
第３回 平成 26 年 2 月 26 日 第４回 平成 26 年 4 月 24 日
第５回 平成 26 年 5 月 9 日
２．総務関連事項
①一部支部に対し会計ソフト導入を行い本部事務の簡素化の試みを行った。また、事務局
体制の再編等を行ったが、合理的構築と銘打つには程遠い内容となっており、次年度に
課題は持ち越しとなった。
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各支部における諸規程の変更に関わる相談、検討を行った。
④下記のとおり支部長会を開催した。
第 1 回 平成 25 年 10 月 25 日 フォーラム８
第 2 回 平成 26 年 5 月 9 日 行政書士会館地下講堂
３．財務関係
①各委員会の努力もあり、経費はほぼ予算内で収まった。また、予定以上の入会者があり、
結果として収支の大幅な改善がみられた。
②中間監査の立会並びに経理処理の承認を行った。
③主に委員会開催日に合わせ、本部及び各支部の会計チェックを行った。
［研修・相談委員会］
１．委員会の開催
第１回 平成２６年 １月３１日
第２回 平成２６年 ７月１８日
２．入会前研修について
（１）カリキュラムの見直しを検討、現状のままとすることとした。
（２）テキストの改訂方法を検討、本体については当面の間継続し、改訂が必要な箇所のみ
追録作成することとした。
（３）ＤＶＤの作成方法を検討、本体中の修正分は追伸として録画、改訂箇所については新
規録画することとした。
（４）追録作成は２６年８月中に完了させることとし、ＤＶＤ作成を９月中に完了の上、１
０月中に支部に配布することとした。
３．更新研修について
（１）更新研修の講師につき、各支部より事例発表が可能な人材を推薦してもらった。
（２）推薦をいただいた講師により、「法定後見事例研究」及び「任意後見事例研究」の録
画を行なった。
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（３）業務管理委員会により、「業務管理報告書の作成について」の録画を行なった。
（４）上記（２）（３）のＤＶＤを作成の上、各支部に配布した。
４．支部主催研修支援
５．相談員養成研修の開催
各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、全国２箇所
で開催した。
①研修時間 ４時間
②開催地
大宮、広島
③受講料
７，０００円
④懇親会費 ４，０００円
⑤のべ参加者数 ８１名
６．相談員マニュアルの作成
相談員養成研修のテキストとして作成した後、ＨＰの会員向けページに公開した。
７．特別研修「死後の事務」の開催
全国の会員及び非会員行政書士に向けて、全国７箇所で開催した。また、研修会終了
後、参加者の情報交換のため懇親会を開催した。
①研修時間 ３時間
②開催地
仙台、大宮、横浜、金沢、名古屋、神戸、福岡
③参加費
会員２，０００円 非会員４，０００円
④懇親会費 ４，０００円
⑤のべ参加者数 ７３７名（うち非会員２５７名）
８．その他
会員から研修内容等について寄せられた質問に対して、回答を作成した。
［広報委員会］
１．委員会の開催
第１回 平成２５年 ８月２３日 ／ 第２回 平成２５年１１月 ６日
第３回 平成２６年 １月２４日 ／ 第４回 平成２６年 ５月２３日
第５回 平成２６年 ７月２４日
２．会報誌の発行
会報『コスモス通信』を１２月に第８号、３月に第９号、７月に第１０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
パンフレットの内容を改訂した上で、Ａ４（６ページ）パンフレットを２０，０００
部、Ａ４三つ折リーフレットを４０，０００部増刷し、各支部に配布した。
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７，１０
０枚、Ａ２サイズを３，２００枚作製し、各支部に配布した。

－4－

(6p)

第１号議案

６．広報月間の開催
今期も広報月間を平成２６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、各支部に配布した。
コスモスの種、のぼり旗、スタッフジャンパー、リーフレットスタンドケース
［業務管理委員会］
１．委員会の開催
第１回 平成２５年 ８月１９・２０日 ／ 第２回 平成２５年 ９月２５・２６日
第３回 平成２５年１０月２１・２２日 ／ 第４回 平成２５年１１月１８・１９日
第５回 平成２５年１２月１６・１７日 ／ 第６回 平成２６年 １月２０・２１日
第７回 平成２６年 ２月１７・１８日 ／ 第８回 平成２６年 ３月２４・２５日
第９回 平成２６年 ４月２１・２２日 ／ 第１０回 平成２６年５月１９・２０日
第１１回 平成２６年６月２３・２４日 ／ 第１２回 平成２６年７月１４・１５日
２．報告書の確認
報告数に応じて随時ローテーションを組み、作業量に対して過不足のないよう相応な
委員数を配置し旅費の節約を心がけた。報告内容については、財産管理が不明瞭な報告
になっていないか、不適切な事実行為がないか、利益相反あるいは利益誘導と認められ
る可能性がないかなどをポイントに管理した。報告内容について支部長、支部業務管理
委員長または会員に確認する必要がある場合は直接電話で確認している。
（今後メールで
問い合わせる方向）報告書チェックシートを作成し添付するようお願いをしてから、添
付忘れが大幅に減少した。
［綱紀委員会］
１．委員会の開催
第１回 平成２６年 ７月１７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。
［任意後見調査委員会］
１．委員会の開催
第１回 平成２６年 ７月１７日
２．任意後見調査委員の互選により、委員長及び副委員長１名を選任した。
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秋田県支部

活動報告
支部長：鎌田

設立

平成２４年１月１８日

支部会員数

１９名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見１０件（そのうち、家裁から１０件）
任意後見 ８件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月２６日
出席者：１９名
講演会：「成年後見人としての受任対応について」
講 師：秋田家庭裁判所 訟廷管理官

役員会

●幹事会議（２回開催）

全体会議

●社員総会の報告会と支部の運営方針及び事例研修など
開催日：平成２５年１１月７日
会 場：秋田市 北部市民サービスセンター
事例研修：会員による「法定後見・任意後見の事例発表」
出席者：１５名
●支部長会報告と広報月間アンケート結果報告、反省点など
開催日：平成２６年６月１３日
会 場：秋田市 ルポールみずほ
出席者：１４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２５年９月２５日
「成年後見制度の活用に向けた調査報告書のまとめ」
出席者：鎌田耕次支部長
●「能代市社会福祉協議会職員向け研修会」講師派遣
開催日：平成２５年１２月２０日
テーマ：「成年後見における具体的事例について」
講 師：鎌田耕次支部長
●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２６年１月９日
出席者：鎌田耕次支部長
●成年後見制度活用促進セミナー「知っておきたい成年後見制度」
主 催：秋田県社会福祉協議会
講 師：粂 智仁（コスモス業務執行理事、研修・相談委員長）
開催日：平成２６年２月２４日 秋田県大館市
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平成２６年２月２５日 秋田県能代市
参加者：福祉関係者、地域包括支援センター、コスモス会員など
研修事業

●入会前研修（平成２５年８月１０日～１０月１２日 全５日間）
受講者：５名（修了者５名）
●支部研修
開催日：平成２６年６月１３日
事例研修：会員による法定後見・任意後見の事例発表
講 演：「成年後見制度の死後の事務及び同制度利用支援信託な
どについて」
講 師：秋田家庭裁判所 訟廷管理官
●更新研修
開催日：平成２６年６月２１日
会 場：秋田市 ユースパル
受講者：８名

広報活動

＜市民公開セミナー・無料相談会・広報活動＞
●平成２６年４月１９日
場 所：北秋田市 北秋田市交流センター
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：柿崎崇会員、成田知弘会員
来場者：７名
相談者：２名
●平成２６年４月２６日
場 所：横手市 サンサン横手
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：三木茂会員、柿崎崇会員
来場者：８名
相談者：２名
●市広報紙及び新聞に掲載、各市福祉課、包括支援センター、社会
福祉協議会、社会福祉施設・事業所などへのチラシ（後援：県行
政書士会、各市社会福祉協議会）の配布、アンケート調査

関係機関訪問

●家裁訪問（４回） 後見人候補者名簿、講師依頼など
●秋田市役所訪問（２回）
●秋田県社会福祉協議会訪問（２回）

その他

なし
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岩手県支部

活動報告
支部長：広野

設立

平成２４年９月１日

支部会員数

１４名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ９件（そのうち、家裁から３件、市町村から１件）
任意後見 １件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月１４日
出席者：９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：４名）

広報活動

●公開講座（２回開催）
テーマ：「老後の安心～成年後見・相続・遺言について知りまし
ょう」
会 場：盛岡市・奥州市
講 師：広野善弘支部長
受講者：３３名
●無料相談会（２回開催）
テーマ：成年後見・相続・遺言
相談員：支部会員１１名で対応
相談者：１２名 盛岡市・奥州市で開催

関係機関訪問

●家裁訪問（１回）
●盛岡市・滝沢市・花巻市・奥州市・遠野市・大船渡市訪問（１回）
●盛岡市・滝沢市・花巻市・奥州市・遠野市・大船渡市、包括支援
センター訪問（１回）
●盛岡市・花巻市・奥州市・遠野市・大船渡市、社会福祉協議会訪
問（１回）等

その他

なし
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青森県支部

活動報告
支部長：磯谷

設立

平成２６年３月７日

支部会員数

９名（平成２６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２６年７月１日現在）

定時総会

設立総会 平成２６年３月７日
出席者：９名

役員会

●幹事会（１回開催）

研修事業

なし

広報活動

支部としての活動はなし

関係機関訪問

支部としての活動はなし

その他

なし

成二
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福島県支部

活動報告
支部長：佐藤

設立

平成２５年５月１日

支部会員数

３１名（平成２６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５件、市町村から３３件）
任意後見 ４件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月２０日
出席者：１４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：１４名（修了者：１４名）
●支部研修（１回開催）
テーマ：後見事例検討会
講 師：会員による報告
受講者：２２名

広報活動

●地元紙：福島民友社・福島民報社新年挨拶

関係機関訪問

●家裁訪問（５回）
●県庁文書法務課・高齢福祉課・障がい福祉課訪問（１回）
●市区町村訪問（５回）

その他

●福島県社会福祉協議会主催成年後見懇談会に招致出席
●福祉家庭裁判所郡山支部主催成年後見関係機関懇談会に招致出席
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宮城県支部

活動報告
支部長：宿利

龍徳

設立

平成２３年３月１１日

支部会員数

４７名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見１０件（そのうち、家裁から０件、市町村から７件）
任意後見１０件
（平成２６年７月３１日現在）

定時総会

平成２５年９月２７日
出席者：３６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：２３名（修了者：２３名）
●更新研修（１回開催）
受講者：３１名（更新対象者３６名中）

広報活動

●公開講座（５会場開催）
会 場：仙台、石巻、気仙沼、大崎、角田
テーマ：「人生のすばらしきエンディング」
講 師：望月格会員、水澤正明会員、小松次夫会員、後藤英博会
員
受講者：計１１０名
●無料相談会（５会場開催）
相談者：２５名
●セミナー（宮城県黒川郡社会福祉協議会主催、職員対象）
テーマ：「成年後見制度の概要と活用状況について」
講 師：望月格会員
受講者：１００名

関係機関訪問

●家裁訪問（１回）
●仙台市各区、石巻市、気仙沼市、大崎市、角田市、柴田郡内各町
村担当窓口訪問（各１回）
●上記地域包括支援センター訪問（各１回）
●宮城県、仙台市社会福祉協議会訪問（各１回）

その他

なし
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山形県支部

活動報告
支部長：池野

設立

平成２３年５月２８日

支部会員数

３４名（平成２６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２６年７月３１日現在）

定時総会

●平成２５年９月１３日
会場：山形県高度技術研究開発センター
出席者：１６名

役員会

●役員会（３回開催）

研修事業

●研修会
開催日：平成２５年１０月３０日
会 場：ヒルズサンピア山形
テーマ：①「成年後見制度について」
②「成年後見制度について」
講 師：①山形家庭裁判所 訟廷事件係長
②リーガルサポート山形県支部長
受講者：２６名
●更新研修 コスモス DVD
開催日：平成２６年６月７日、８日
受講者：９名

広報活動

●無料相談会
①開催日：平成２５年１０月１日
会 場：山形県行政書士会館
相談件数：０件
②開催日：平成２５年１０月２６日
会 場：霞城セントラル
相談件数：０件
③開催日：平成２５年１１月１４日「市民公開講座と無料相談会」
会 場：山形ビッグウイング 交流サロン
相談件数：１２件
④開催日：平成２６年２月２２日
会 場：山形県行政書士会館
相談件数：０件
⑤開催日：平成２６年５月１７日
会 場：酒田市勤労者福祉センター
相談件数：４件
－12－
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⑥開催日：平成２６年７月１２日
会 場：山形市総合福祉センター
相談件数：１件
その他

なし
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神奈川県支部

活動報告
支部長：吉村

設立

平成２４年１０月１日

支部会員数

４５１名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見
１，１９３件 （後見等監督人、任意後見人を含む）
任意後見
３３６件 （任意後見受任者のみ）
（平成２６年４月１日現在）

定時総会

平成２５年９月３０日
出席者：１９７名

役員会

●役員会（幹事会、事業推進会議、地区長会各５回開催）

研修事業

●入会前研修（２０回開催）
受講者：延べ９１７名
●終了試験
受験者：８５名（修了数：８４名）
●支部研修
１ 実務研修（５回開催）成年後見人等候補者の養成・更新研修
①開催日：平成２５年１１月５日
テーマ：「知的障がい者の成年後見」
講 師：西淵陽子会員
受講者：１６６名
②開催日：平成２５年１２月１８日
テーマ：「保佐の実務と事例研究」
講 師：石口美子会員
受講者：２００名
③開催日：平成２６年２月２６日
テーマ：「成年後見の倫理と法改正等」
講 師：宮川導子会員、井出順会員
受講者：２２６名
④開催日：平成２６年３月２４日
テーマ：「高齢者の終の住まいについて」
講 師：栗原道子(外部講師)
受講者：２００名
⑤開催日：平成２６年４月１８日
テーマ：「成年後見の倫理と法改正等」
講 師：宮川導子会員、井出順会員
受講者：１０２名
⑥研修終了試験
受験者：２０３名
－14－
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相談事業

２

認定講師養成講座（全６日授業試験を含む）
講 師：粂智仁(コスモス業務執行理事、研修・相談委員長）
受講者：１１名
授業試験受験者：７名
●地区研修
支部内の各地区（１０地区；会員平均数４５名）での独自研修会
開催回数：２９回
受講者： 約８４０名
講 師：支部会員
外部講師（行政職員、公証人、福祉の専門職等）
●事務局における電話又は面談相談
１ 神奈川県内からの相談件数：２５５件
２ 全国からの電話相談件数 ：１３０件
３ 相談員研修（３回開催）受講者９０名
●無料相談会（１３６回）
相談件数：約１０５０件
テーマ：成年後見及び関連事項についての相談
相談員：各地区の相談員
（広報月間の無料相談会（１６会場、相談件数１９０件）を含む）
●市民公開講座（４５回）
受講者数：約９５０名
テーマ：成年後見制度及び関連制度等について
講 師：各地区の認定講師
（広報月間の市民公開講座（６会場、受講者数１９１名）を含む）
●行政機関や社協等（１５か所）、地域包括支援センター等での定例
（毎週又は毎月）相談会への相談員派遣

広報活動

●広報月間及び各地区独自の公開講座・相談会等イベント開催の事
前告知、広報ツールの作成配布等
●市民まつり等イベントに、各地区が行政機関等と連携した地域に
根差した広報活動支援（パンフレット・リーフレットの提供等）
●かなさぽホームページリニューアル及びイベント開催情報・活動
報告等の掲載・更新
●「行政書士かながわ」への『かなさぽ便り』寄稿（６回）

関係機関訪問等

●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」へ会員派遣（２回）
●「市民後見人養成あり方検討会」へ会員派遣（２回）
●「親族後見人のための講習会・相談会」へ会員派遣（２回）
●横浜市主催の「関係機関連絡会」へ会員派遣（１回）
●「成年後見サポートネット」
（権利擁護のための専門職・士業の地
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域ネットワーク）へ会員派遣（合計６７回）
●市民後見推進委員会等へ会員派遣（５回）
●川崎市、相模原市及び各市町村主催の成年後見関係機関連絡会、
市民後見人養成検討会、ケア会議、事例検討会等に各地区会員を
委員等として派遣
その他

● 正副支部長による横浜家庭裁判所本庁、神奈川県及び横浜市への
定例訪問（成年後見人・後見監督人等候補者名簿の更新時に名簿
を持参・挨拶、年頭の挨拶等）
● 担当地区長による横浜家庭裁判所各支所（川崎・相模原・横須賀・
小田原）及び川崎市、相模原市、横須賀市、小田原市等への担当
地区長の定期的訪問（成年後見人・後見監督人等候補者名簿の更
新時の名簿の持参・挨拶、年頭の挨拶等）

－16－
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千葉県支部

活動報告
支部長：杉本

知則

設立

平成２５年１０月２５日

支部会員数

６６名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見

定時総会

設立総会 平成２６年１０月１日
出席者：３７名

役員会

●役員会（２回開催）

研修事業

●入会前研修（計１１日間（３０時間と考査）を１回開催）
受講者：２２名（修了者：２１名）
●更新研修（計４日間（１２時間と考査）を２回開催）
受講者：５１名

広報活動

●公開講座（３回開催）
①平成２５年１０月２５日
会 場：流山ケアセンター
受講者：４９名
②平成２６年２月２２日
会 場：千葉市 こてはし台公民館
受講者：１２名
③平成２６年７月２４日
会 場：市原市 五井会館
受講者：５４名
●無料相談会（１５回開催）
・船橋市、市川市、松戸市、流山市、野田市、成田市 他
●セミナー（５回開催）
テーマ：成年後見制度の概要 他
会 場：①ディアフレンド（福祉サービス関係団体）２回
②知的・精神障がい者親の会 １回
③高根台（福祉サービス関係団体）２回
●イベント参加
船橋福祉まつり（平成２５年１１月２３日～２４日）
パンフレット等の配布や、設置したブースでの個別相談の実施

関係機関訪問

●家裁訪問
・千葉家庭裁判所家事首席書記官訪問（平成２５年１２月３日）
・千葉家庭裁判所９管轄へ会員名簿の提出（各管轄長）

７１件（そのうち、家裁から１２件、市町村から３３件
その他施設等２６件）
任意後見 １７件
（平成２６年７月１日現在）
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●各市区町村訪問
・千葉市 高齢者福祉課、高齢障害支援課
・市原市 高齢支援課、障がい支援課
・習志野市 障がい福祉課
・船橋市役所 包括支援課
・市川市役所 地域福祉支援課
・浦安市 社会福祉課、高齢者支援課、障がい者支援課
・柏市 福祉活動推進課
・松戸市 高齢者支援課、介護支援課、障害者支援課 等
・流山市 介護支援課
・野田市 高齢者支援課
・我孫子市 社会福祉課、高齢者支援課
・成田市 高齢者福祉課、障がい者福祉課
・佐倉市 高齢者福祉課、障がい者福祉課
・白井市 高齢者福祉課、社会福祉課
・印西市 介護福祉課、障がい福祉課
●各地区包括支援センター訪問（９市３１ヶ所）
●各地区社会福祉協議会訪問（９ヶ所）
その他

●千葉家庭裁判所家事関係機関連絡会議出席
●市川市「後見制度を構築するための検討委員会」委員に就任、計
４回の会議に参加
●佐倉市「市民後見人養成及び活用に関する検討委員会」委員に就
任、計５回の会議に参加
●地域交流会への参加
・浦安市社会福祉協議会 講演会参加
・福祉団体クレパス 講演会参加
・船橋市法典地域包括支援センター主催 船橋法典福祉団体地域
交流会 参加
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茨城県支部

活動報告
支部長：若山

設立

平成２４年９月１日

支部会員数

２２名（平成２６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２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年１０月２５日
出席者：９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：６名（修了者：５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：若山民雄支部長
相談者：８名
●研修会における講師受託
①阿見町社会福祉課主催による成年後見についての講演会
②茨城県行政書士会水戸支部主催による成年後見研修会

関係機関訪問

●家裁訪問（２回）
以下、会員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
●金融機関・医療機関および老人福祉施設への訪問

その他

民雄

等

●電話による無料相談
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栃木県支部

活動報告
支部長：福田

設立

平成２５年１１月１日

支部会員数

９名（平成２６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２６年７月１日現在）

定時総会

なし

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：５名 実施中

広報活動

なし

関係機関訪問

●家裁訪問（１回）
●日光市区町訪問（１回）
●日光地区包括支援センター訪問（１回）
●日光地区社会福祉協議会訪問（１回）等

その他

●関係機関訪問は会員が個別に近隣市町を訪問
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埼玉県支部

活動報告
支部長：大久保

設立

平成２３年５月２６日

支部会員数

１３０名（平成２６年７月３１日現在）

受任件数

法定後見 ８９件
任意後見 ３７件
（平成２６年７月３１日現在）

定時総会

平成２５年９月１９日（第３回）
出席者：１０７名

役員会

●役員会（３回開催）

研修事業

●入会前研修
受講者：１９名（修了者：１９名）
●支部研修
テーマ：「介護老人施設」の動向」
講 師：埼玉県老人福祉施設協議会
受講者：６５名
●更新研修
受講者：６８名

治光

岡芹正美 会長

広報活動

●公開講座（１５回開催）
テーマ：成年後見制度の基礎知識
講 師：コスモス埼玉会員
受講者：２１４名
●無料相談会（２４回開催）
テーマ：成年後見、相続、遺言
相談員：コスモス埼玉会員
相談数：１５１件
●セミナー（５回開催）
テーマ：成年後見制度
講 師：コスモス埼玉会員
受講者：１５０名

関係機関訪問

●家裁訪問（６回）
●埼玉県内 市区町村訪問（１８回）
●埼玉県内 包括支援センター訪問（１２回）
●埼玉県内 社会福祉協議会訪問（１６回）

その他活動

●業務管理

受任報告書検証（２回）
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群馬県支部

活動報告
支部長：中島

設立

平成２６年４月２２日

支部会員数

２５名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 １６件（そのうち、家裁から４件、市町村から０件）
任意後見
６件
（平成２６年７月３１日現在）

定時総会

設立総会 平成２６年４月２２日
出席者：１５名（委任状９名、欠席者１名）

役員会

なし

研修事業

●支部研修（１回開催）
開催日：平成２６年７月７日
①テーマ：『業務管理報告について』
講 師：菅野義郷会員
受講者：１５名
②テーマ：『報酬付与審判の申立について』
講 師：塩野有希会員
受講者：１５名

広報活動

●会員各自

関係機関訪問

●安中市社会福祉協議会訪問（２回）

その他

なし

ポスターの掲示、リーフレットの配布等
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長野県支部

活動報告
支部長：山本

金一

設立

平成２６年１１月２９日

支部会員数

３３名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ２４件（そのうち、家裁から２４件、市町村から０件）
任意後見
２件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

設立総会 平成２６年１１月２９日
出席者：３０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：２名（修了者：３名）

広報活動

●無料相談会（１回開催）
開催日：平成２６年４月２６日
テーマ：「相続、遺言、成年後見に関する無料相談会」
会 場：長野市、伊那市
相談者：１名
●広告掲載
「無料相談会」
長野市民新聞、長野日報

関係機関訪問

●家裁訪問（各１回）長野、松本、伊那、諏訪、飯田、上田、佐久
●市区町村訪問（各１回）上記市の他 塩尻市、岡谷市
●包括支援センター訪問（１回）上記市
●社会福祉協議会訪問（１回）上記市
●長野行政評価事務所（１回）
●長野公証人役場（１回）

その他

なし
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山梨県支部

活動報告
支部長：伊東

設立

平成２３年４月１日

支部会員数

２０名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 １０件（そのうち、家裁から０件、市町村から２件）
任意後見
２件
（平成２６年７月３１日現在）
平成２６年度中の受託：法定後見 ３件・任意後見２件

定時総会

平成２５年８月２３日
出席者：２１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：４名）
●支部研修（1 回開催）
開催日：平成２６年１月１５日
テーマ：
「認知症の日常介護における実情と成年後見制度の問題点」
講 師：認知症の人と家族の会山梨県支部
受講者：１４名

平井出設子名誉会長

広報活動

●無料相談会（８回開催）
①開催日：平成２５年１１月２４日、平成２６年１月１９日、
３月１６日、５月１８日、７月２０日
会 場：オギノリバーシティ
②開催日：平成２５年１０月１９日
会 場：南アルプス市ＪＡ農協祭り
③開催日：平成２６年２月２３日
会 場：富士急行富士山駅 Q スタ
④開催日：平成２６年４月１３日
会 場：山梨県立図書館
相談者数：１１名
●セミナー（１回開催）
テーマ：「遺言書を書いてみよう」
講 師：田中美奈会員
受講者：１０名

関係機関訪問

●家裁訪問（２回）
●県下市区町村訪問（２６回）
●県下包括支援センター訪問（２２回）
●県下社会福祉協議会訪問（１６回）等

その他

なし
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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

４０名（平成２６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２６年７月３１日現在）

定時総会

平成２５年９月１９日
出席者：２５名（うち、委任状１１名）／正会員数２５名

役員会

●正副支部長会（７回開催及びメーリングリストにて随時開催）
●幹事会（１回開催）
●監査会（１回開催）

研修事業

●入会前研修（１回開催）
受講者：２４名（修了者：２４名）
●更新研修（１回開催）

広報活動

●静岡県行政書士会広報誌「ビサイド」への連載記事（５回）
●関係機関訪問時、コスモス通信・パンフ等配布
●静岡県行政書士会事務局窓口に来訪者用パンフ常時設置

関係機関訪問

●家裁訪問（１回）
●静岡県訪問（１回）
●県内包括支援センター訪問
（県東部地区４０件、中部地区６０件、西部地区３６件／延回数）
●静岡県社会福祉協議会訪問（１回）等

その他

●静岡県行政書士会（以下、「本会」という。）に設置されている
「成年後見サポートセンター静岡県支部支援グループ」のご支援
により、金銭的支援・人的支援を頂いています。
例えば、「支援補助金」「本会広報誌・ビサイドへの連載記事」
「本会各支部主催の無料相談会への協働参画」等々、この場を
お借りして本会に御礼申し上げます。
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新潟県支部

活動報告
支部長：竹田

設立

平成２４年８月９日

支部会員数

２６名（平成２６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２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月１４日
出席者：１０名

役員会

●役員会（６回開催）

研修事業

●入会前研修（１回開催）
受講者：１８名（修了者：１２名）
●支部研修（１回開催）
テーマ：「成年後見受任事例報告会兼新入会員研修会」
講 師：コスモス会員６名
受講者：２２名

広報活動

●無料相談会（２回開催）
テーマ：成年後見制度 相続 遺言
講 師：コスモス会員１２名
受講者：６名

関係機関訪問

●家裁訪問（１回）
●市区町村訪問（２０回）
●地域包括支援センター訪問（３０回）
●社会福祉協議会訪問（２５回）等

その他

●新潟市主催の「成年後見制度ネットワーク会議」に参画
●新潟市「地域包括支援センター業務説明会」でコスモス新潟の活
動について紹介
●長岡市（福祉保健部）からの要請（成年後見支援センター構想）
をうけ、今後の支援について協議
●新潟市中央区健康福祉課と市長申立て等について意見交換
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愛知県支部

活動報告
支部長：増田

ちづ子

設立

平成２３年８月１１日

支部会員数

９０名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ２４件（そのうち、家裁から０件、市町村から０件）
任意後見 １２件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月１１日
出席者：５１名

役員会

●役員会（９回開催）

研修事業

●入会前研修（１回開催）
受講者：４０名（修了者：３９名）
●更新研修（１回開催）
受講者：１名（修了者：１名）
●支部研修（４回開催）
①テーマ：「法定後見における死後事務の問題点」
講 師：司法書士 野田隆誠 氏
受講者：２７人
②テーマ：「行政書士業務に役立つコミュニケーションスキル」
講 師：ソニー生命保険㈱ 山田彰理 部長
受講者：４７人
③テーマ：「成年後見業務に必要な税の知識」
講 師：安田信治税理士事務所 安田信治 税理士
受講者：３５人
④テーマ：「相談を受ける上での心構え」
講 師：平松副支部長、澤田相談部長
受講者：３１名

広報活動

●市民公開セミナー及び無料相談会（３回開催）
①会 場：一宮市
講 師：澤田相談部長
受講者：３９名
相談件数：８件
②会 場：刈谷市
講 師：土士田副支部長
受講者：２４名
③会 場：春日井市
講 師：岡田広報部長
受講者：３５名
－27－
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●無料相談会
①会 場：刈谷市役所（８回開催）
件 数：２件
②会 場：小牧市役所（５回開催）
件 数：２３件
③会 場：稲沢市祖父江商工会（２回開催）
件 数：０件
④会 場：春日井市総合福祉センター（１０回開催）
件 数：１０件
関係機関訪問

●家裁訪問（２回）
●愛知県内市区町村訪問（４６回）
●各地域包括支援センター訪問（１７回）
●各社会福祉協議会訪問（６回）
●その他（４回）等

その他

●愛知県行政書士会及び各支部との共同による研修会講師派遣
（４回）
①支 部：尾北支部
派遣者：増田支部長
会 場：江南市民文化会館
②支 部：中央支部
派遣者：平松副支部長
会 場：愛知県行政書士会館
③支 部：中央支部
派遣者：内藤業務管理部長
会 場：愛知県行政書士会館
④支 部：名古屋支部
派遣者：矢野快子会員
会 場：名古屋国際センタービル
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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

支部会員数

３８名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ２５件（そのうち、家裁から１２件、市町村から１件）
任意後見
１件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月２０日
出席者：３６名

役員会

●役員会（６回開催）

研修事業

●入会前研修（１回開催）
受講者：１０名（修了者：１０名）
●更新研修（１回開催）
受講者：９名（修了者：９名）
●支部研修（３回開催）
①開催日：平成２５年９月２０日
テーマ：「業務管理報告書の作成について」
講 師：仲西秀子副支部長、青木明紀業務管理部長
受講者：３６名
②開催日：平成２５年１２月２０日
テーマ：「任意後見制度について」
講 師：津合同公証役場 渡辺秀樹公証人
受講者：３０名
３開催日：平成２６年３月２６日
テーマ：「相談員養成研修について」
講 師：水本雅久業務管理副部長
受講者：２５名

広報活動

●市民公開講座（１回開催）
開催日：平成２６年２月１６日
テーマ：「「任意後見制度」の活用について」
講 師：上野公証役場 粟辻寛明公証人
受講者：３３名
●無料相談会（１６回開催）
松阪市９回 名張市７回
●パネル展
開催日：平成２６年３月３日～４月２３日
場 所：桑名市「桑名市人権センター」
来場者：２８３名
－29－
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●その他
①支部ホームページの更新
②ケーブルテレビ、FM ラジオ、地域紙、ポスター等にての PR
関係機関訪問
その他

●津家庭裁判所
平成２６年１月２４日

後見人等候補者新名簿を提出

●コスモスみえ通信発行（３回）
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富山県支部

活動報告
支部長：澤田

智

設立

平成２４年３月２１日

支部会員数

１５名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ２７件（そのうち、家裁から０件、市町村から０件）
任意後見 ３件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年８月３０日
出席者：１７名

臨時総会

平成２６年３月２６日
議題：「支部規程の改正について」
出席者：１６名

役員会

●役員会（３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）
●更新研修（１回開催）
受講者：４名
●支部研修（１１回開催）
テーマ：「任意後見契約事例研究」他
講 師：森田副支部長 他
受講者：延べ１５６名

広報活動

●無料相談会（３回開催）
テーマ：「成年後見、遺言、相続」他
相談員：金剛相談部長 他
●セミナー（２回開催）
テーマ：「相続・成年後見」他
講 師：久郷厳会員
受講者：延べ６６名

関係機関訪問

●富山家裁訪問（１回）
●市町村訪問（８回）
●地域包括支援センター訪問（４５回）
●富山市社会福祉協議会訪問（２回） 等

その他

●富山市社会福祉協議会市民後見推進委員会へ委員を派遣（１名）
●魚津市社会福祉協議会市民後見推進委員会へ委員を派遣（１名）
●魚津市社会福祉協議会市民後見人養成講座へ講師を派遣（１名）
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滋賀県支部

活動報告
支部長 小島 俊明

設立

平成２３年６月１９日

支部会員数

４５名（平成２６年７月３１日現在）

受任件数

法定後見１３件（そのうち、家裁から
任意後見 ３件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年８月２５日
出席者数：３１名

役員会

●幹事会・管轄長合同会議（３回開催）

研修事業

●入会前研修（６回開催）
受講者：１６名（修了者：１５名）うち入会者１１名
●更新研修（８回開催）コスモスDVD視聴
開催日：平成２６年２月１５日（２科目）
平成２６年２月１６日（３科目）
受講者：７名（修了者：６名）
●更新研修（補講）
開催日：平成２６年６月７日（２科目）
受講者：１名（修了者：１名）
●スキルアップ研修会（独自研修）
第１回 開催日：平成２６年３月２９日
テーマ：「相談対応のロールプレイング」
講 師：鹿内美恵子会員
第２回 開催日：平成２６年５月２５日
テーマ：ビデオ研修
「財産管理の基礎」「身上監護の基礎」
第３回 開催日：平成２６年７月１２日
テーマ：「介護施設の理解と利用する上での注意点」
講 師：社会福祉士 村田才司 氏
●新入会員オリエンテーションの開催
開催日：平成２６年６月８日
会 場：滋賀県行政書士会２階会議室
テーマ：ビデオ研修
「地域での活動」「業務管理報告書の作成」
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広報活動

●無料相談会（２４回開催）
テーマ：相続・遺言・成年後見制度利用について
相談会場 彦根勤労福祉会館
大津市生涯学習センター
草津市民交流プラザ
水口社会福祉センター
石山商店街 石山らんらんサロン
今津コミュニケーションセンター
水口福祉センター
草津総合病院ゆかい家
●セミナー（１回開催）
テーマ：①後見人等受任者による実務発表報告
②業務遂行上の疑問等についての整理報告
および意見交換

関係機関訪問

●大津家裁訪問（３回）
●県・市・町訪問
滋賀県および大津市・高島市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・
甲賀市・湖南市・彦根市・東近江市・近江八幡市の関係各課並びに
各々の社会福祉協議会・地域包括支援センターの訪問

その他

なし

－33－

( 35 p )

第１号議案

大阪府支部

活動報告
支部長：栗山

設立

平成２３年８月１日

支部会員数

６７名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ３７件（依頼元につき、家裁か市町村かの区別は不明）
任意後見 ３０件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月３０日
出席者：５２名（内委任状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）
①受講者 毎回３５名程度（修了者：２５名）
②受講者 毎回１８名程度（修了者：１６名）
●支部研修（４回開催）
①テーマ：「障がい者施策について」
講 師：大阪府福祉部障がい福祉室 職員
受講者：４１名
②テーマ：「後見制度の実務」
講 師：大阪家庭裁判所 書記官および調査官
受講者：６５名
③テーマ：介護保険制度について
講 師：溝上久美子会員
受講者：５１名
④テーマ：「行政書士が取り組む成年後見」
講 師：粂智仁（コスモス業務執行理事、研修・相談委員長）
受講者：７０名
●支部研修 対象：コスモス会員
①テーマ：「相談会の心得」（２回開催）
講 師：栗山明支部長
受講者：延べ１３名
②テーマ：「認知症の理解と後見業務でよくある悩みと
その解決方法」
講 師：医師 山本大介 氏
受講者：２２名
③テーマ：「成年後見制度」（８回開催）
講 師：コスモス会員
受講者：延べ１２２名

広報活動

●無料相談会（４３回開催）相談員はすべてコスモス会員
－34－
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①会 場：市民祭り等の地域の祭り会場にて（５回）
相談件数：２６件
②会 場：自治体 及び 民間施設にて（３８回）
相談件数：３１件
●セミナー（８回開催）
①テーマ：「成年後見 実務事例、他」
講 師：栗山明支部長、鍋嶋武幸会員、長田宗徳会員、
鈴木久恵会員
受講者：９名
②テーマ：「頼れる家族のいない人への支援（任意後見と遺言書）」
講 師：栗山明支部長、佐藤好恵会員
受講者：２５名
③テーマ：「成年後見制度について」
講 師：小笠原範昭会員、鴨田和彦会員、鈴木久恵会員
受講者：１６名
④テーマ：「成年後見制度について」
講 師：鍋嶋武幸会員、小笠原範昭会員、鈴木久恵会員
受講者：１０名
⑤テーマ：「成年後見制度について」
講 師：小笠原範昭会員
受講者：１２名
⑥テーマ：「高齢者によくある問題と成年後見制度」
講 師：栗山明支部長
受講者：１２名
⑦テーマ：「成年後見制度について」（２回開催）
講 師：鈴木久恵会員
受講者：延べ８３名
●セミナープラス無料相談会（１回開催）
テーマ：「成年後見制度について」
講 師：小笠原範昭会員
受講者：１４名
●寸劇（３回開催 内２回は無料相談会を同時開催）
テーマ：「成年後見制度について」
受講者：延べ９４名
関係機関訪問
(合計６０４回)

●家裁訪問（２回）
●市区町村訪問（５２回）
●地域包括支援センター訪問（１７４回）
●社会福祉協議会訪問（３０回）
●老人福祉センター、介護事業所等（３４６回）

－35－
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京都支部

活動報告
支部長：新宮

設立

平成２５年１２月１４日

支部会員数

６名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 １５件（そのうち、家裁から３件、市町村から５件）
任意後見
１件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

未定

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：２７名（現在研修会開催中）

広報活動

なし

関係機関訪問

●綾部市福祉保健部高齢者介護課訪問（１回）
●福知山市福祉保健部高齢者福祉課訪問（１回）
●京丹後市健康長寿福祉部長寿福祉課訪問（１回）
●京丹後市地域包括支援センター訪問（１回）
●綾部市社会福祉協議会訪問（１回）等

その他

なし

－36－
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奈良県支部

活動報告
支部長：谷澤

祐樹

設立

平成２５年１２月２７日

支部会員数

１１名（平成２６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２６年７月１日現在）

定時総会

設立総会 平成２５年１２月２７日
出席者：１１名（うち書面出席２名）

役員会

●役員会（２回開催）

研修事業

●支部研修（２回開催）
①平成２５年１２月２７日 支部設立記念特別講演会
（奈良県行政書士会との共催）
テーマ：「行政書士と成年後見」
講 師：粂 智仁（コスモス業務執行理事、研修・相談委員長）
受講者：２４名
②平成２６年３月１２日 実務研修
第１部：埼玉及び広島で開催された相談員養成研修参加支部会
員による報告及び自由討議
第２部：コスモス大阪府支部による実務講座
テーマ：「相談会の心得」
講 師：コスモス大阪府支部役員４名
受講者：８名
●更新研修（１回開催）
第 1 部：平成２６年４月１２日
受講者：７名（修了者：７名）
第２部：平成２６年６月２８日
受講者：７名（修了者：７名）
●奈良県行政書士会新規登録者研修にてコスモス奈良県支部を紹
介・ミニ講義を開催（３０分間）
テーマ：「コスモスの活動と業際問題」
講 師：谷澤祐樹支部長

広報活動

●奈良県行政書士会イベント「三条通クリーンアップ」参加
開催日：平成２６年２月２２日
参加者：３名
●無料相談会のパンフレット・コスモスの種配布
開催日：平成２６年４月１６日
参加者：６名
－37－
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●無料相談会（１回開催）
開催日：平成２６年４月２６日
テーマ：成年後見・遺言・相続
相談員：２名 後方支援：３名
相談者：１名
●奈良県行政書士会会報誌「行政なら（No.124 号）」へ支部設立挨拶
文を寄稿
●コスモス会報誌「コスモス通信（vol.9）へ支部設立挨拶文を寄稿
関係機関訪問

●家庭裁判所訪問（奈良家裁・葛城支部 各１回）
●市役所訪問（奈良市・生駒市・大和郡山市・橿原市・大和高田市・
香芝市 各１回）
●日本司法支援センター法テラス奈良（１回）
●公益社団法人成年後見センターリーガルサポート奈良支部（１回）
●包括支援センター訪問（計１６ヶ所 各１回）
●社会福祉協議会訪問（奈良県・奈良市・生駒市・大和郡山市・橿
原市・大和高田市・香芝市社協 各１回）等
その他４０ヶ所へ支部設立挨状送付

その他

●平成２６年３月２６日
長）
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法テラス奈良地方協議会に出席（副支部

第１号議案

和歌山県支部

活動報告
支部長

笠野

設立

平成２４年７月６日

支部会員数

１８名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ２０件（そのうち、家裁から１８件）
任意後見
０件
（平成２６年７月３１日現在）

定時総会

平成２５年９月９日
出席者：１８名（委任状含む）

役員会

●役員会（３回開催）

研修会

●更新研修（２回開催）
会 場：和歌山ビッグ愛
受講者：１２名（修了者：１２名）
●支部研修会（４回開催）
会 場：行政書士会会議室
テーマ：事例研修・検討会

広報活動

●１０月関係機関訪問・パンフ配布
●４月広報月間における広報活動
①各管轄において関係機関訪問
②タウン誌等への広告
③相談会案内チラシを活用しての広報活動
●定例無料相談会（毎月第２水・第３月）（ＰＭ１時～４時）
●街頭無料相談会
開催日：平成２５年１０月１２日
会 場：わかちか広場
相談員：１０名参加
●広報月間無料相談会
①開催日：平成２６年４月２５日
会 場：和歌山市役所
②開催日：平成２６年４月２６日
会 場：北コミニティセンター

関係機関訪問

●家裁訪問（２回）
●市町村訪問（和歌山市他）（２回）
●支援センター訪問（和歌山市他）（２回）
●社会福祉協議会訪問（和歌山市他）（２回）

義二
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その他

●成年後見制度関係機関連絡会議
開催日：平成２５年８月２０日
会 場：和歌山ビッグ愛
議 題：関係機関・団体からの概況報告
●和歌山家庭裁判所との打合せ会議
開催日：平成２６年２月５日
会 場：和歌山家庭裁判所
参加者：支部長・副支部長 ４名参加
●広報月間打合せ会議
開催日：平成２６年４月８日
会 場：和歌山県行政書士会会議室

－40－
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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

５０名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 １６件（そのうち、家裁から０件、市町村から不明）
任意後見 １７件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２６年８月２９日
出席者：３９名

役員会

●役員会（８回開催）

研修事業

●入会前研修（１回開催）
受講者：２０名（修了者：２０名）
●支部研修（７回開催）
①開催日：平成２５年１０月３１日
テーマ：「相談を受ける際の心構え・マナーについて」
講 師：亘賢子支部長
受講者：１９名
②開催日：平成２５年１２月３日
テーマ：「高齢者を中心とした消費者に関する悪質商法・利殖
勧誘事犯について」
講 師：兵庫県警察本部 上田容之 氏
受講者：４５名
③開催日：平成２６年１月２８日
テーマ：「業務管理報告について」「地域での活動について」
講 師：コスモス DVD
参加者：２０名
④開催日：平成２６年２月６日
テーマ：「行政側から見た成年後見制度の現状について」
講 師：神戸市兵庫区保健福祉部 中谷幸子 氏
受講者：２０名
⑤開催日：平成２６年３月２４日
テーマ：「業務管理報告について」「地域での活動について」
講 師：コスモス DVD
受講者：１３名
⑥開催日：平成２６年４月４日
テーマ：「業務管理報告について」「地域での活動について」
講 師：コスモス DVD
受講者：７名
－41－

( 43 p )

第１号議案

⑦開催日：平成２６年４月９日
テーマ：「生命保険と後見の関係について」
講 師：ソニー生命 青山裕司 氏
受講者：１７名
⑧開催日：平成２６年７月８日
テーマ：「ジャンケンの心」
講 師：高照山 宝塔寺 増井恵広 氏
受講者：１０名
広報活動

●公開講座（１回開催）
開催日：平成２６年５月１７日
テーマ：「笑顔は宝」
講 師：三遊亭楽団治 氏
寸 劇：コスモスおおさか
受講者：６０名
●無料相談会（１回開催）
開催日：平成２６年６月８日
テーマ：猪名川町健康福祉まつり

関係機関訪問

●家裁訪問
●兵庫県内市区町訪問
●兵庫県内包括支援センター訪問
●兵庫県内社会福祉協議会訪問

その他

なし
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広島県支部

活動報告
支部長：中浜

晃子

設立

平成２２年１２月１日

支部会員数

１９名（平成２６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 ０件
（期中の増減 受任：３、終了：３、平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年８月２８日
出席者：１２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：１１名（修了者：９名）
●更新前研修（１回開催）
受講者：１３名
●研修（２回開催）
①テーマ：「相談事例検討」
講 師：中浜晃子支部長
受講者：１２名
②テーマ：「相談員養成研修」（本部研修広島会場）
講 師：粂智仁（コスモス業務執行理事、相談・研修委員長）
受講者：１２名（広島県支部会員）

広報活動

●講師等派遣
①テーマ：「成年後見制度」
講 師：岡清二会員
受講者：約２０名
②テーマ：「成年後見制度講演会」
講 師：福島今日子会員
受講者：約１００名
③テーマ：「老後を安心して過ごすために」
講 師：岡清二会員
受講者：約７０名
●無料講演会及び相談会
テーマ：相続・遺言・成年後見無料講演会・相談会
演 題：『わかりやすい成年後見制度
～あなたの空は何色ですか？～』
講 師：岡清二会員
受講者：１４名
相談者：７名
－43－
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関係機関訪問

●家裁訪問（２回）
●呉市社会福祉協議会訪問（１回）
●江田島市社会福祉協議会訪問（１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会議（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）
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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

２９名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見等 １２件（そのうち、家裁から２件、市町村から４件）
任意後見契約 ６件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月２９日
出席者：２２名

役員会

●役員会（３回開催）

研修事業

●入会前研修（１回開催）全日程８日間
受講者：６名（修了者：５名）
●更新研修（１回開催）全日程２日間 補講１日
●支部研修（２回開催）
①テーマ：「地域包括センターの実情」
講 師：長府地域包括センター長
②テーマ：「成年後見と親族がからむ問題」
講 師：弁護士 前田将志 氏

広報活動

●無料相談会（１回開催）
会 場：光市 あいぱーく光
●セミナー（３回開催）
①テーマ：「成年後見制度・死後事務委任契約等研修会」
講 師：山本敦子支部長
受講者：宇部市地域包括支援センター職員及び宇部市職員
②テーマ：「これだけは知っておきたい成年後見制度」
講 師：山本敦子支部長
受講者：「岩国異分野交流プラザ」２月例会参加者
③テーマ：「成年後見制度の基礎」
講 師：塚本誠治会員
受講者：周防大島町・東和ケア会議出席者

関係機関訪問

●家裁訪問（１支部）
●山口県内 市区町村訪問（１２か所）
●山口県内地域包括支援センター訪問（９か所）
●山口県内社会福祉協議会訪問（12 か所）
その他、福祉施設、病院、金融機関等合計 90 ヶ所以上を訪問

その他

●具体的な活動内容を掲載したコスモスやまぐちオリジナルのチラ
シを作成し、広報活動に役立てた。
●社協主催の認知症予防サークルボランティアに定期的に参加
－45－
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香川県支部

活動報告
支部長：石河

設立

平成２４年４月１日

支部会員数

２２名（平成２６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 ０件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２６年８月９日
出席者：２０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：３名（修了者：３名）
●支部研修（１回開催）
テーマ：「成年後見制度について」
講 師：高松家庭裁判所 三木美也子書記官
受講者：１７名

広報活動

●無料相談会（１０回開催）
開催日：平成２５年１０月～
奇数月は第２火曜日・偶数月は第２土曜日
テーマ：「法定後見・相続・遺言」
場 所：イオンモール綾川 ２Ｆグリーンコート
相談員：３～５名

関係機関訪問

●家裁訪問（２回）
●香川県全域の包括支援センター訪問（１回）

その他

なし
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徳島県支部

活動報告
支部長：大村

潤

設立

平成２３年３月１日

支部会員数

２２名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 １件（そのうち、家裁から１件、市町村から０件）
任意後見 ６件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月１４日
出席者：１２名（総会現在会員２０名、委任状を含む）

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：３名（修了者：３名）
●支部研修（支部会員により独自に開催）
テーマ：「各地域における成年後見制度への周知等について」
講 師：各支部会員
受講者：２～６名

広報活動

●無料相談会（１２０回程度開催）
テーマ：成年後見・遺言・相続
会 場：県内市町村
相談員：各支部会員
相談者：毎回１～５名程度
●無料相談所（９回開催）
テーマ：行政書士業務全般のうち、成年後見制度の相談
会 場：行政書士会事務局
相談員：行政書士会会員と支部会員
相談者：毎回０～８名程度（全相談希望者）
●セミナー（１回開催）
開催日：平成２６年７月２６日
会 場：徳島市内 ろうきんホールにて
テーマ：「成年後見・年金セミナー 安心できる老後のそなえ」
講 師：﨑水流渡会員、社会保険労務士 玄番芳江 氏
受講者 約５０名

関係機関訪問

●家裁訪問（０回）
●徳島県関係課訪問（複数回）
●徳島市ほか市町村訪問（複数回）
●徳島市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社会福祉協議会訪問（複数回）等
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その他

●徳島市内の月刊誌 Geen（ジーン）掲載
平成２６年６月４日、渋谷文章会員が取材を受けて７月号に掲載
内容 法律のツボ そこが知りたい！ vol.104
「成年後見制度で できること できないこと」
●徳島県板野郡の板野町より協力依頼
支部長並びに河野耕一会員に、板野町振興計画査定に伴うワーク
ショップへの協力を依頼された。
平成２６年７月９日に会議が開催され、河野会員が出席し、板野
町がこれからのまちづくりの計画査定をするにあたり、当支部にも
成年後見制度の活用等により協力を求められた。
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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

２９名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 １９件（そのうち、市町村から５件）
任意後見
３件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月７日
出席者：２１名

役員会

●役員会（１回開催）

研修事業

●入会前研修（２５回開催）
受講者：８名（修了者：８名）
●更新研修（６回開催）
受講者：２名
●支部研修（１回開催）
テーマ：「公証役場の仕事③」
講 師：原田勝冶公証人
受講者：１４名

広報活動

●講師派遣活動（１回開催）
●無料相談会（２９回開催）
●出張個別無料相談（４４回）

関係機関訪問

●市町村訪問
高知県・高知市・安芸市・芸西村・三原村・宿毛市・大月町・
土佐清水市・黒潮町・四万十市
●高知市議訪問
●高知市生活支援相談センター訪問
●高知市成年後見サポートセンター訪問
●地域包括支援センター訪問

その他

●高知市成年後見サポート運営委員会委員（平成２４年４月１日よ
り）
●高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議委員（平成２４年より）
●成年後見・日常生活自立支援事業調査研究会参加（高知市・県東
部・県西部）
●社会福祉法人高知県社会福祉協議会主催日常生活自立支援事業関
係機関連絡会議参加
●高知家庭裁判所主催平成 25 年度成年後見制度関係機関との連絡協
議会参加
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愛媛県支部

活動報告
支部長：幸後

設立

平成２３年５月２０日

支部会員数

２６名（平成２６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２件、市町村から４件）
任意後見 ５件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月３０日
出席者：２５名（内委任状出席１０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：１０名（修了者：１０名）

広報活動

●平成２５年１０月１８日、１９日
松山市「みんなの生活展」においてパンフレット等配布
●愛媛県行政書士会が開催する行政書士無料相談において、パンフ
レット配布及び後見に関する相談に対応

関係機関訪問

●松山市訪問（１回）
●広報部として松山市内包括支援センター訪問（各所１回）
●会員各自において関係機関等訪問

その他

なし
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長崎県支部

活動報告
支部長：山口

設立

平成２３年７月１日

支部会員数

１６名（平成２６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２件、市町村から０件）
任意後見 ４件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２６年８月２４日
出席者：１２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：１１名（修了者：１１名）
●支部研修（１回開催）
テーマ：あるお母さんの「遺言」DVD 研修
受講者：１７名

広報活動

●公開講座（１回開催）
テーマ：「これだけは知っておきたい成年後見」
講 師：山本敦子コスモス山口県支部長
受講者：３６名
●無料相談会（１回開催）
参加者：６名

関係機関訪問

●家裁訪問（１回）
長崎・島原・大村・佐世保・平戸
●公証役場訪問（１回）
長崎・諫早・佐世保
●長崎市区町村訪問（１回）
●長崎県社会福祉協議会訪問（１回）等

その他

なし

克彦
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大分県支部

活動報告
支部長：阿部

設立

平成２３年８月１日

支部会員数

３１名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ６件（そのうち、包括支援センターから１件）
任意後見 １件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月２０日
出席者：１９名

役員会

●役員会（５回開催）

研修事業

●入会前研修（１回開催）
受講者：５名（修了者：４名）

広報活動

●定期無料相談会（３０回開催）
テーマ：「成年後見制度・高齢者に係る諸問題」
●セミナー（１回開催）
戸次吉野包括支援センターからの依頼
テーマ：「成年後見制度」
受講者：１９名

関係機関訪問

●大分市・由布市訪問（３回）
●大分・由布市内包括支援センター訪問（２６回）
●大分県・大分市社会福祉協議会訪問（２回）等

その他

●大分県支部ホームページ開設（平成２６年６月１０日）
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宮崎県支部

活動報告
支部長：河野

芳輝

設立

平成２６年４月１日

支部会員数

２５名（平成２６年７月３１日現在）

受託件数

法定後見 ３４件（そのうち、家裁から０件、市町村から２件）
任意後見 １０件（任意後見監督人１件含む）
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２６年４月２４日（設立時臨時総会）
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：２名（修了者：２名）

広報活動

なし

関係機関訪問

●家裁訪問（１回）
＊電話回線の移設に時間を要し、電話番号が７月末まで決まらず、
結果、パンフレットへの記載が出来ず、配布・挨拶が遅れた。

その他

●地方紙へコスモスみやざきの設立に関する記事の掲載
●地方紙へコスモスの活動（種配布）に関する記事の掲載

１回
１回
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鹿児島県支部

活動報告
支部長：越牟田

設立

平成２４年２月１日

支部会員数

３０名（平成２６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 ０件
（平成２６年７月１日現在）

定時総会

平成２５年９月７日
出席者：２０名（委任状含めて定足数充足）

役員会

役員会は開催しなかったが，支部長・副支部長・総務財務担当幹事
の打合せを毎月１回行っている。必要事項はメール等で役員に通知。

研修事業

●入会前研修（１回開催）
受講者：１２名（修了者：１２名）
●更新研修(２回開催)
受講者：２４名(修了者：２４名)
●支部研修（２回開催）
①開催日：平成２５年９月７日
テーマ：「業務管理について」
講 師：出井賢朋（コスモス業務管理委員会副委員長）
受講者：２０名程度
②開催日：平成２６年４月２７日
テーマ：「業務管理について」
講 師：山本敦子（山口県支部長、コスモス業務管理委員長）
受講者：２０名程度

広報活動

●公開講座，パネルディスカッション（1 回，２講座開催）
テーマ：「上手な人生のたたみ方，成年後見の基礎の基礎」
「成年後見と地域の関わり」
講 師：粂智仁（コスモス業務執行理事、研修・相談委員長）
山本敦子（山口県支部長、コスモス業務管理委員長）
受講者：３０名
●無料相談会（１回開催）
開催日：平成２６年４月２６日
相談者：２組
その他、県行政書士会市来串木野支部主催の地域のセミナー、同伊
佐支部支部研修会で講師担当(支部長、支部会員対応)

関係機関訪問

●鹿児島市役所 長寿支援課 訪問（３回）
今期より鹿児島市成年後見制度協議会に参加の見込み（初参加会
合予定 平成２６年８月２７日)
－54－
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洋司
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その他

●公開講座、無料相談会、チラシを４００部印刷。市電に吊り下げ
を行った。
●公開講座、無料相談会広報を新聞告知欄、地元放送局にて行った。
(無料媒体)
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