
第６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６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２８年７月３１日現在で、これまでに３９府県で支部が設立され、

会員数は１，７７７名となった。第６期において、会員数は６８名の増加となった。 

 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６期の主要な事業、成果は次の通り。 

 

１  会員より報告のあった成年後見人等受任件数は、平成２８年７月１日現在２，６３７

件である。 

２  第５回定時社員総会を平成２７年１０月２３日に開催した。 

３  支部長会を平成２７年１０月２３日に開催し、各支部による新支部長の自己紹介や現

状報告等がなされた。 

４  平成２７年１１月１２日に最高裁判所事務総局家庭局及び総務省自治行政局行政課

を訪問し、新役員の就任あいさつ、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。 

５  平成２８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を行な

い、成年後見に係る無料相談会、公開講座、寸劇等を開催した。 

６  調整会議を６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２７年 ８月２７日    ／ 第２回 平成２７年 ９月２４日 

第３回 平成２７年１０月２２・２３日 ／ 第４回 平成２７年１１月 ５日 

第５回 平成２８年 １月２８日    ／ 第６回 平成２８年 ７月２６日 

７  理事会を４回開催し、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２７年 ９月２４日 ／ 第２回 平成２７年１０月２３日 

    第３回 平成２８年 １月２８日 ／ 第４回 平成２８年 ７月２６日 

８  中間監査及び期末監査を行った。 



   中間監査 平成２８年 ３月１６日 ／ ３月２９日 ／ ４月２５日 

   期末監査 平成２８年 ９月１・２日／ ９月２３日 

９  平成２８年１月２８日に秋葉原コンベンションホールで日行連と共催し、成年後見制

度にかかるシンポジウム「介護の実態と成年後見制度における行政書士の役割」を開催

した。 

     

［総務財務委員会］ 

１．委員会の開催 

第１回 平成２７年 １２月７日 ／ 第２回 平成２８年３月１５日 

第３回 平成２８年 ４月１５日 ／ 第４回 平成２８年７月１５日  

２．総務関連事項 

（１）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。 

（２）各支部における諸規定の変更に関わる相談、検討を行った。 

（３）以下のとおり支部長会を開催した。 

    平成２７年１０月２３日 虎ノ門タワーズオフィス８階「ROOM７」 

３．財務関係 

（１）各委員会の費用削減努力等による改善を行った。 

（２）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２７年１１月１２日 ／ 第２回 平成２８年２月２６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 

（１）入会前研修テキストの改訂について検討し、改訂のための準備を進めた。 

（２）入会前研修の実施に伴い、入会前研修ＤＶＤについて、必要箇所の訂正、編集を行

った。 

３．更新研修の講師選定及びＤＶＤ作成 

（１）更新研修の実施方法について検討し、一部カリキュラムの実施方法について変更し

た。 

（２）そのため、今年度は担当講師によるレジュメ作成及びＤＶＤ作成のための撮影を行

わなかった。 

４．研修カリキュラムの検証 

（１）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行った。 

（２）更新研修については、支部独自のカリキュラムによる実施についても認められるこ

とになり、本年度については一部の支部において実際に実施された。 

５．支部主催研修への支援 

（１）研修カリキュラム等についての相談に対応した。 

（２）今年度は、支部主催研修への講師派遣、支部研修開催費用の補助については行って

いない。次年度においては制度として確立し、周知方法等を検討していきたい。 

６．研修実施体制の構築 

  入会前研修及び更新研修について、研修実施体制について検討を行った。 



７．相談体制の構築 

（１）神奈川県支部との覚書に沿った相談窓口運営を行った。 

（２）今後の相談体制について検討を行った。 

８．特別研修の開催 

（１）全国の会員を対象に「講師養成研修」を全国６会場で開催した。また研修会終了後、

参加者の情報交換を目的に懇親会を実施した。 

（２）各会場の実施状況は以下の通りである。 

・東京会場 

   〈日 時〉 平成 28年 5月 9日（月）～10日（火） 〈参加者〉 ４２人 

・高松会場 

〈日 時〉 平成 28年 5月 30日（月）～31日（火） 〈参加者〉 １０人 

・名古屋会場 

〈日 時〉 平成 28年 6月 16日（木）～17日（金） 〈参加者〉 ２９人 

・盛岡会場 

〈日 時〉 平成 28年 6月 28日（火）～29日（水） 〈参加者〉 １２人 

・福岡会場 

〈日 時〉 平成 28年 7月 8日（金）～ 9日（土）  〈参加者〉 ２２人 

・大阪会場 

〈日 時〉 平成 28年 7月 22日（月）～23日（火） 〈参加者〉 ２６人 

９．新保険商品のための準備 

（１）保険会社との打合わせを行った。 

（２）日行連第二業務部を中心に引き続き協議を継続していくこととなった。 

１０．成年後見制度の調査・研究 

日行連第二業務部との共催により、成年後見制度シンポジウム「介護の実態と成年後

見制度における行政書士の役割」を開催し、会員が事例発表を行った。 

 

［広報委員会］ 

１．委員会の開催 

 第１回 平成２７年１１月１３日 ／ 第２回 平成２８年２月２６日 

 第３回 平成２８年 ７月 １日 

２．会報誌の発行 

 会報『コスモス通信』を 11月に第 14号、3月に第 15号、7月に第 16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、支部毎の住所・名称を印刷して、A４（６ページ）パン

フレットを１９，４００部、A４三つ折リーフレットを３８，０００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に支部毎の住所・名称



を印刷して A２サイズ３，８５０枚を作製し、各支部に配布した。 

６．広報月間の開催 

 今期も広報月間を平成２８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 

 

［業務管理委員会］ 

１．業務管理の実施  

２０人体制で管理作業にあたった。 

２．業務管理の内容 

（１）第６期より神奈川県支部をはじめ支部の増加のため、報告数が大幅に増加した。こ

れに対応するため今期より委員数を２０人に増やし、管理作業にあたった。 

（２）任意後見契約の事前承認確認作業については、報告数の増加に対応できるように、

業務管理委員数名ずつの班を組み、当番制にしてあたった。 

（３）埼玉、宮城、富山の３支部については、引き続き業務管理の支部移行を試行的に実

施した。 

（４）特別研修において業務管理に関する研修を担当した。 

３．不備のある報告案件、未提出案件への対応 

（１）当法人のホームページ内の会員ページを、会員がその業務管理の状況がよりわかり

やすくなるよう改善の提案を行った。 

（２）報告書長期未提出者に対して提出を促し、支部との連携を強化した。 

 

［綱紀委員会］ 

１．委員会の開催 

 第１回 平成２７年１２月１５日 

委員会を開催し、委員の互選により、委員長及び副委員長１名を選任した。 

第２回 平成２８年３月１６日 ／ 第３回 平成２８年  ５月 ６日 

綱紀事案について協議のうえ、理事長に報告した。 

 

［任意後見調査委員会］ 

１．委員会の開催 

第１回 平成２７年１２月９日 

委員会を開催し、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 ２７名（平成２８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２３件） 

任意後見１５件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１８日 

 出席者：１５名 

 講演会：「成年後見人が行う財産管理事務」 

 講 師：秋田家庭裁判所 訟廷管理官 

役員会 ●役員会（２回開催） 

開催日：平成２７年９月１０日・平成２７年１２月２５日 

関係団体会議等 ●「認知症と成年後見制度の活用」 会員対象 

主 催：能代市ボランティア団体「傾聴の会・ひとやすみ」 

開催日：平成２７年８月８日 

講 師：鎌田 耕次 会員（支部長） 

●「知っておきたい成年後見制度」 職員対象 

主 催：社会福祉法人能代ふくし会 

開催日：平成２７年１１月１２・１３日 

 講 師：鎌田 耕次 会員（支部長） 

●「家庭裁判所と家事関係団体との連絡協議会」 専門職団体対象 

主 催：秋田家庭裁判所 

開催日：平成２７年１２月１８日 

出席者：鎌田 耕次 会員（支部長） 

●「成年後見制度について」 幹部職員対象 

主 催：社会福祉法人秋田中央福祉会 

開催日：平成２８年７月１日 

講 師：岡部 享 会員（副支部長） 

研修事業 ●入会前研修（５回開催） 

 受講者：１４名（修了者 １４名） 

● 支部研修（２回開催） 

①スキルアップ研修（１回目） 

開催日：平成２７年９月１８日 

  テーマ：「会員による法定・任意後見の事例研修」 

  講 師：三木 茂、佐々木 浩、佐藤 直樹、成田 知弘 各会員 

  受講者：１２名 

 



②スキルアップ研修（２回目） 

開催日：平成２８年３月２８日 

テーマ：「会員による法定・任意後見の事例研修」 

講 師：岡部 享、佐藤 弘、三木 茂 各会員 

受講者：２０名 

●更新研修 

開催日：平成２８年６月１８日 

受講者：１０名 秋田市 「ユースパル」 

広報活動 ●広報活動（３回開催） 

①「男鹿健康フェスタ」  男鹿市文化会館 

開催日：平成２７年８月２２日、１１月１８日 

主 催：男鹿市 

内 容：相談ブースの設置、リーフレットの配布 

 ②「大館ボランティアフェステバル」 北部老人福祉総合エリア 

開催日：平成２７年９月１３日 

主 催：大館市社会福祉協議会 

内 容：相談ブースの設置、リーフレットの配布 

③「大仙市ボランティアまつり」 神岡福祉センター 

開催日：平成２７年１０月２０日 

主 催：大仙市ボランティア連絡協議会 

内 容：相談ブースの設置、リーフレットの配布 

●市民公開セミナー（２回開催） 

①開催日:平成２８年４月９日 

場 所：大仙市 「大曲交流センター」 

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：三木 茂 会員、佐藤 直樹 各会員 

来場者：８名  相談者：１名 

②開催日：平成２８年４月１６日 

場 所：能代市 「能代市中央公民館」 

テーマ：「成年後見制度の基礎知識と相続・遺言」 

講 師：佐藤 弘 会員、成田 知弘 各会員 

来場者：１２名 相談者：１名 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（３回） 後見人候補者名簿、講師依頼など 

●各市町村訪問（２回） 

●各包括支援センター訪問（３回） 

●各社会福祉協議会訪問（３回）等 

その他  

 



岩手県支部 活動報告 

支部長：野尻 佳宏 

設立 平成２４年９月１日 

支部会員数 １８名（平成２８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１件、市町村から０件） 

任意後見２件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１１日 

 出席者１６名（委任状３名含む） 

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：５名（修了者５名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：１１名（修了者１１名） 

広報活動 ●公開講座（２回開催） 

テーマ：「事例でみる成年後見・相続・遺言」 

講 師：岩手県支部会員 

受講者：１１名 

●無料相談会（２回開催） 

相談員：岩手県支部会員 

相談者：５名 

関係機関訪問 

 

●岩手県、盛岡市、奥州市訪問（各１回） 

●岩手県・盛岡市・奥州市社会福祉協議会訪問（各１回）等 

その他  

 



青森県支部 活動報告 

支部長：磯谷 成二 

設立 平成２６年３月７日 

支部会員数 １４名（平成２８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２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年８月３１日 

 出席者 １１名 

役員会 ●幹事会（１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） 

 テーマ：青森県内における成年後見制度利用の現況と後見人等の

実務上の課題について 

 講 師：青森家庭裁判所 訟廷管理官  小園 博美 様 

        〃    訟廷庶務係長 工藤 章 様 

 受講者：１２名 

広報活動 会員各自による 

関係機関訪問 会員各自による 

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 ４４名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見５３件（そのうち、家裁から１３件、市町村から３８件） 

法定後見監督人２件 保佐 １１件 

任意後見１件 任意後見監督人１件  

事務委任２件 任意後見契約４件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１１日 

 出席者３７名（内委任状１３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①：ストレスケア～カウンセリングマインドを身につける 

 講  師：大森 洋亮 様（精神衛生福祉士） 

 テーマ②：成年後見事例検討 菅野 真紀子 会員 

根本 秀直 会員 

高畑 幸夫 会員 

 受 講 者：３２名 

●事例検討会（総会開催時） 

  佐藤 正貴 会員、羽染 幸弘 会員、佐藤 泰一 会員 

広報活動 達南地区（本宮市・大玉村）地域包括ケア研修会 

「成年後見制度の現状と課題」支部長が講師を務めた。 

（達南地区の介護保険関係者約８０名が出席） 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁(支部)訪問（４回） 

●市区町村訪問（８回） 

●社会福祉協議会訪問（４回） 

●福島県社協主催 成年後見関係懇談会に長沢幹事出席 

●福島家裁郡山支部主催 成年後見関係機関懇談会に武良幹事出席 

その他 郡山管轄区、福島管轄区において会員交流会開催 

 



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 ４３名（平成２８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１５件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１６日 

 出席者３４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：８名（修了者８名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：３２名 

広報活動 ●演劇とパネルディスカッション（１回開催） 

テーマ：成年後見の集い 

講 師：仙台家裁訟廷管理官他 

受講者：８０名 

●柴田町「成年後見制度研修会」講師派遣 

 受講者：４０名 

 同町「成年後見相談会」 

 相談者：２名 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（４回） 

●市区町村訪問（延べ８回） 

●包括支援センター訪問（延べ８１回） 

●社会福祉協議会訪問（２回）等 

その他  

 



山形県支部 活動報告 

支部長：吾妻 利一 

設立 平成２３年５月２８日 

支部会員数 ３４名（平成２８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１件、市町村から４件） 

（平成２８年７月３１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１１日（金） 

 会場 山形県産業創造支援センター  出席者１９名 

役員会 ●役員会（３回開催） 

・平成２７年 ８月２２日 １０：００～１２：００ 

・平成２７年１０月 ７日 １３：３０～１５：３０ 

・平成２８年  ３月２９日 １３：００～１５：００ 

研修事業 

 

 

 

●入会前研修 

開 催 日：平２８年１１月２１日、２２日、２３日、２８日、 

２９日 ９：２０～１６：２０ 

 受 講 者：１０名（修了者８名） 

●支部研修（県会との合同研修会） 

 開 催 日：平成２７年１１月２５日 １３：００～１６：４０ 

 会    場：山形県産業創造支援センター 多目的ホール 

 研修内容：「介護支援に関する重要事項説明書」の読み方 

      「現場から見た成年後見サポートの必要性」 

 受 講 者：３１名（内コスモス会員１４名） 

●更新研修会（DVD） 

開 催 日：平成２８年６月７日、８日 

受 講 者：１１名 

広報活動 ●公開講座 （１回開催） 

 開 催 日：平成２７年１０月３１日 

 会    場：山形ビッグウイング 交流サロン 

 テ ー マ：『相続・遺言・成年後見について』 

 講  師：山形公証役場 公証人 佐藤 信昭 様 

      「遺言よもやま話」 

●無料相談会 

開催日：平成２７年１０月１０日 １０：００～１７：００ 

会 場：「もがみ大産業まつり」新庄市 ゆめりあ北口駐車場 



関係機関訪問 ●地域包括センター訪問 （１０か所） 

●山形市福祉推進部 

●山形市社会福祉協議会 

●山形県介護支援専門員協会 

●山形市老人クラブ連合会 

●大江町健康福祉課 

●朝日町健康福祉課 

●西川町生涯学習課 

●西川町保健センター 

●河北町健康福祉課 

●寒河江市高齢者支援課 

●山形家庭裁判所 

●介護施設 （１９か所） 

その他  

 



神奈川県支部 活動報告 

支部長：田後 隆二 

設立 平成２４年１０月１日 

支部会員数 ４８５名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１，３２０件（市町村から５１１件） 

任意後見  ３７１件（任意後見受任者のみ） 

 （平成２８年４月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２８日 

 出席者３６４名 

役員会 ●役員会 

 幹事会（６回開催） 

研修事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入会前研修（２０回開催） 

 受講者 延べ５２５名（修了者５０名） 

●支部研修 

１  実務研修（５回開催） 

①テーマ：後見人として知っておきたい認知症ケア 

講 師：田島 利子 様(医療法人社団優和会介護事業部統括 

マネージャ) 

受講者：２４７名 

②テーマ：知的／精神的障がい者の後見人等の実務 

講 師：川越 勝 会員 

受講者：２５７名 

③テーマ：行政における成年後見制度への取組みの現状 

講 師：横浜市健康福祉局及び神奈川県社会福祉協議会職員 

受講者：２５４名 

④、⑤テーマ：成年後見の倫理・業務管理 

講 師：山﨑 富雄 会員、平野 公平 会員 

   受講者：３１４名 

⑤実務研修：効果測定 受験者２０８名 

２ 認定講師養成講座（５回開催） 

   講 師：粂 智仁 会員（コスモス本部理事） 

   受講者：延べ４７名   

●地区研修 

 支部内の各地区（１０地区）での研修会（勉強会等含む） 

 開催数：   ５６回 

 受講者：１,２３９名 

  講 師：（支部内）認定講師の会員 

（支部外）行政職員、福祉の専門職及び等他士業 



相談事業及び 

広報活動 

●事務局における電話又は面談相談等 

 １ 神奈川県支部への相談件数：３０２件 

 ２ コスモス本部受託相談件数：１７４件 

 参考 相談員研修（２回） 受講者数：４８名 

●無料相談会（定例相談会を含む） 

 年間を通じ各地区で２０５回開催 

 テ ー マ：成年後見及び関連事項についての相談 

 相談件数：７６４件 

 相 談 員：各地区相談員 

  （上記件数は、一斉無料相談会（広報月間を含め２月～５月の

間）における２７会場、相談件数２４０件を含む） 

●公開講座（約６０回開催：セミナー等を含む） 

テーマ：成年後見及び関連事項について 

講 師：認定講師の会員 

受講者：約１,６５０名 

●広報月間、公開講座・無料相談会、その他イベント等についてホ

ームページへの事前告知・報告等の掲載及び広報ツール（かなさ

ぽ案内、広報用チラシ等）の企画・制作 

●各地区が行政機関等と連携して地域に根差した成年後見制度普及

の広報活動支援（パンフレット・リーフレット、ポケットティッ

シュ等広報ツールの発注・配布の在庫管理等） 

●「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 

 

 

 

●横浜家庭裁判所訪問 

１ 本庁（４回） 正副支部長による総務課長・首席書記官への年

始挨拶、後見人等候補者名簿提出及び挨拶 

２ 各支部（２回） 副支部長及び担当地区長による庶務課長・主

任書記官への後見人等候補者名簿提出及び挨拶  

●神奈川県及び横浜市訪問（２回）  

正副支部長による年末年始等の定例の挨拶等 

●市区町村、包括支援センター、市区町村社会福祉協議会訪問 

 担当地区長及び各市区町村担当会員が必要に応じ日常的に訪問 

その他連絡会等 ●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を派遣 

●横浜市主催の「成年後見サポートネット」に会員を派遣 

●成年後見関係機関連絡会等を主催する市町村に会員を派遣 

●市民後見を推進する市町村等に委員として会員を派遣 

 



千葉県支部 活動報告 

支部長：原田 裕仁 

設立 平成２５年１０月２５日 

支部会員数 ８１名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見８４件（そのうち、家裁から１４件、市町村から４０件 

        その他施設等６０件） 

任意後見３０件 

定時総会 平成２７年９月２８日に実施、出席者５５名（委任状２６名含む） 

役員会 ●役員会（２回開催） 

第１回 平成２７年１１月３０日、第２回 平成２８年６月２８日 

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：１４名（修了者１４名） 

●実務研修（更新研修への振り替え含む）（計３日間（９時間）） 

・第１回 平成２８年２月８日(出席者４４名) 

＜前半＞『障害福祉サービスについて』 

＜後半＞コスモス更新研修『業務管理報告書の作成について』 

・第２回 平成２８年４月４日(出席者４５名) 

＜前半＞①「相談を受ける際の心構え」②「事例紹介」 

③「会員間の情報交換」 

＜後半＞④「空き家」対策に関する柏市の現状 

⑤千葉家庭裁判所連絡協議会及び千葉県後見支援セ 

ンター関係連絡協議会から 

「成年後見制度の利用の促進に関する法案」の概要 

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家

事事件手続法の一部を改正する法律案」の概要 

・第３回 平成２８年６月２８日(出席者４３名) 

＜前半＞「お薬を正しく知りましょう～お薬手帳は、あなたを

守るため」 

＜後半＞コスモス更新研修「任意後見事例紹介」 

「コスモス本部業務管理委員会からの連絡事項等」 

広報活動 ●公開講座（６回開催） 

・平成２７年１０月２６日 流山市 受講者 ２６名 

・平成２７年１１月２８日 流山市 受講者 １８名 

・平成２８年 １月２８日 柏市  受講者 ５４名 

・平成２８年 ２月２７日 流山市 受講者  ６名 

・平成２８年 ３月２２日 市川市 受講者 １９名 

・平成２８年 ６月 ２日 柏市  受講者 １８名 

●無料相談会（１９回開催） 



 ・船橋市、市川市、松戸市、成田市 他 

●消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業 

（千葉県から助成金を受けて千葉県との共催で行う事業） 

・事業の種類：地域見守り支援事業（県内１２ヶ所で開催） 

・提案テーマ：「訪問販売や電話 de詐欺から認知症の高齢者の方

や障がい者の方を守るための成年後見制度の学

習・相談」 

 ・開催地：千葉市、船橋市、成田市、流山市２回、市川市、館山

市、南房総市、佐倉市、松戸市、茂原市、柏市 

 ・受講者：合計２６８名 

・助成金の額：３５５，４９６円 

●イベント 

 ・船橋福祉まつり（平成２７年１０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２８年５月２日） 

 ・千葉家庭裁判所内９本支部等へ会員名簿の提出（各管轄長） 

●各市区町村訪問 

 ・千葉市 高齢者福祉課、高齢障害支援課等 

 ・船橋市役所 包括支援課、各地域包括支援センター等  

 ・市川市役所 地域福祉支援課、各地域包括支援センター等 

 ・浦安市 高齢者支援課、各地域包括支援センター等 

 ・柏市 福祉活動推進課、各地域包括支援センター等 

 ・松戸市 松戸市高齢者支援課、各地域包括支援センター等 

 ・流山市 介護支援課、各地域包括支援センター等 

 ・我孫子市 高齢者支援課、各地域包括支援センター等 

 ・成田市 高齢者福祉課等 ・野田市 高齢者支援課等  

 ・佐倉市 高齢者福祉課等 ・茂原市 高齢者支援課等  

・館山市 高齢者福祉課等 ・南房総市 高齢者支援課等 

●各地区社会福祉協議会訪問 ６ヶ所実施 

その他 ●千葉家庭裁判所家事関係機関連絡会議 出席 

 家庭裁判所各支部書記官、各専門職後見人団体、自治体及び社会

福祉協議会が参加し、千葉県内における状況報告及び今後の方向

性を検討 

●千葉県社会福祉協議会主催 成年後見関係機関連絡協議会へ参加  

●市川市の審判請求対象者検討会議の委員に就任 

 市長申立を行う個別事案の後見人等候補者を検討する会議に参加 

●地域ケア会議への参加 船橋市 

 



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 ２５名（平成２８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２８年７月１日現在） 

広報活動 ●無料相談会（県内各地１０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、茅根 悟 会員ほか５名 

来場者：１５名 

関係機関訪問 

 

 

 

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 

●金融機関・医療機関および老人福祉施設への訪問 等 

その他  

 



栃木県支部 活動報告 

支部長：福田 勝守 

設立 平成２５年１１月 1日 

支部会員数 １６名（平成２８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０件、市町村から０件） 

任意後見１件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２４日 

 出席者１６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：９名（修了者９名） 

広報活動 ●公開講座（４回開催） 

テーマ：成年後見・相続・遺言・認知症 

講 師：当支部会員・会員の奥様 

受講者：９０名 

●無料相談会（３回開催） 

テーマ：成年後見・相続・行政手続 

講 師：当会員 

受講者：３０名 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（１回） 

●市区町村訪問（２回） 

●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 関係機関訪問は栃木県内を裁判所管轄で４地区に分けて各地区で独

自に活動をしている。 

 



コスモス埼玉県支部 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 １４３名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１３５件（そのうち、市区町村から３８件） 

任意後見 ５８件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２９日 

 出席者１０９名 

役員会 ●役員会（幹事会）（３回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者：２７名（修了者２７名） 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ：１．認知症の中核症状と周辺症状システム 

     ２．終末期医療と尊厳死について 

 講 師：１．波多野 良二 様（医師） 

２．日本尊厳死協会担当者 

 受講者：６４名 

広報活動 ●公開講座（１９回開催） 

テーマ：成年後見制度の概要・相続・遺言等 

講 師：コスモス埼玉会員 

受講者：計２６２名（１３．８名/回） 

●無料相談会（３２回開催） 

テーマ：成年後見制度・相続・遺言等 

相談員：コスモス埼玉会員 

相談者：計１７５（５．５名/回） 

●講師派遣（９回派遣） 

テーマ：成年後見制度の解説等 

講 師：コスモス埼玉会員 

派遣先：社会福祉協議会、地域包括センター等 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（３０回） 

●市区町村訪問（４０回） 

●地域包括支援センター訪問（５０回以上） 

●社会福祉協議会訪問（５０回以上） 

その他 ●関係団体協議会等参加（１２回参加） 

●コスモス関東地域情報交換会（１回開催） 

●管轄区会議・勉強会（１３回開催） 

●業務管理部会（３回開催） 

 



群馬県支部 活動報告 

支部長：中島 肇 

設立 平成２６年４月２２日 

支部会員数 ３２名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見２５件 

任意後見１０件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２４日 

 出席者１５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） 

●更新支部研修（１回開催） 

 テーマ：更新研修 

 講 師：中島 肇 会員（支部長） 

 受講者：４名 

広報活動 ●無料相談会（１２回開催） 

開催地：高崎市福祉会館 

相談者：２０名 

●セミナー（１回開催） 

テーマ：事例研究 

講 師：群馬県社会福祉協議会 

受講者：８名 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（５回） 

●県内市町村訪問（１回） 

●群馬県社会福祉協議会弁護士・司法書士・社会福祉士（１回） 

●県内社会福祉協議会３６ケ所訪問（１回）等広報活動 

その他  

 



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 ３１名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見 ３件（そのうち、家裁から０件、市町村から０件） 

任意後見５７件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月８日 

 出席者２１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（修了者６名） 

広報活動 ●無料相談会（１回開催） 

テーマ：成年後見無料相談会 

開催地：長野県下全５会場（長野県成年後見連絡協議会主催） 

●セミナー（１回開催） 

テーマ：成年後見制度概論 

講 師：山本 金一 会員（支部長） 

受講者：５名 

●春のコスモス祭り 

テーマ：「知ってみよう老後の安心のために～成年後見制度～」 

関係機関訪問 ●家裁訪問（１回） 

●市区町村訪問（８箇所） 

その他 長野市民新聞広告掲載   １回 

長野市民新聞取材記事掲載 １回 

 



山梨県支部 活動報告 

支部長：進藤 幸夫 

設立 平成２３年４月１日 

支部会員数 １５名（平成２８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０件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年８月２５日 

 出席者１７名 

役員会 ●役員会（４回開催） 

１１月１６日、１月１２日、４月４日、８月６日 

 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者：４名（修了者４名） 

●支部研修（２回開催） 

 ①テーマ：後見人の活動と任意後見の扱い 

  講 師：天野 文路 会員 

  受講者：２０名 

②テーマ：後見人のケース活動と任意後見ケースについて 

  講 師：後見人会員 

  受講者：２２名 

 ●無料相談会（１２回開催） 

①オギノリバーシティ 

 ９月２０日、１１月１５日、１月１７日、３月２０日、 

５月１５日、７月１７日 

②福祉の日記念まつり 

１０月１７日 

 ③南アルプス市 JA農協祭り 

１０月１７日 

 ④福祉大会 

１０月１７日 

 ⑤県民の日 

１０月３日、１１月１４日、１１月１５日 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（２回）１２月１５日、７月１１日 

●市区町村訪問（２７回） 

●包括支援センター訪問（２７回） 

●社会福祉協議会訪問（２７回）等 

その他  

 



静岡県支部 活動報告 

支部長：神木 俊典 

設立 平成２５年３月１日 

支部会員数 ４６名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見４件 

任意後見７件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１７日 

 出席者３２名(うち、委任状１５名) 

役員会 ●正副支部長会（１０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(２回開催) 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 受講者：１５名（修了者１４名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：７名 

●静岡県行政書士会 支部における講習会(志太・裾野・御殿場) 

広報活動 ●市民向けセミナー「認知症と云われる前に!」&無料相談会 

（沼津市６回 浜松市２回開催） 

●静岡県行政書士会広報誌「ビサイド」への連載記事(４回／年) 

●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（２回）沼津及び浜松 

●浜松市訪問（１回） 

●県内包括支援センター訪問（ブロック毎、会員毎に随時訪問） 

●県内１７市町の成年後見担当窓口へ実態調査訪問 

その他 ●コスモス静岡全体会議(１回開催) 

●静岡県行政書士会(以下、「本会」という。)とコスモス静岡との 

 意見交換会(１回開催) 

●本会の理事会開催時等におけるコスモス静岡の活動報告 

●本会に設置されている「成年後見サポートセンター静岡県支部支

援グループ」の支援により金銭的・人的支援を頂いております。 

 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」「賀詞交換会の共催」等々 

 本活動報告により本会に厚く御礼申し上げます。 

 



新潟県支部 活動報告 

支部長：竹田 多津子 

設立 平成２４年８月９日 

支部会員数 ２６名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１４件（そのうち、家裁から０件、市町村から１４件） 

任意後見 ５件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１２日 

 出席者２２名 

役員会 ●役員会（６回開催） 

研修事業 ●入会前研修（２回開催、２会場各１回） 

 受講者：１０名（修了者１０名） 

●更新研修（本講１回、補講１回開催） 

 受講者：１０名（修了者９名） 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ：成年後見事例検討会 

 講 師：コスモス新潟会員 ３名 

 受講者：２１名 

広報活動 ●月例無料相談会（１０回開催） 

①場所：新潟市西区坂井輪地区公民館（５回） 

 相談数：５件 

②場所：新潟市北区豊栄地区公民館（５回） 

相談数：２件 

●広報月間無料相談会（１回開催） 

①場所：新潟市江南区亀田地区公民館（１回） 

 相談数：４件 

●福祉・介護・健康フェア（新潟日報・新潟県社会福祉士会・新潟

市社会福祉協議会主催）にコスモス新潟のブース出展（１回開催） 

 日時：平成２７年１１月１５日 

会場：新潟市中央区朱鷺メッセ 

入場者数：約１５，０００人 

来訪者にはアンケート調査に協力して頂き、リーフレット・相談会

チラシの配布をした。 

関係機関訪問 

 

 

 

●新潟家裁訪問（１回） 

●新潟県内市町村訪問（１４か所） 

①新潟市訪問（２回）、各区（全８区）訪問（９回） 

②長岡市訪問（２回） 

③新発田市訪問（１回） 



④阿賀野市訪問（１回） 

⑤燕市訪問（１回） 

⑥加茂市訪問（３回） 

●包括支援センター訪問 

・新発田市北・中央・南・西、阿賀野市阿賀野・笹神、新潟市石山・

木戸大形・山の下・姥ヶ山・宮浦東新潟・関屋白新・ふなえ・巻・

岩室・赤塚・西川・中之口潟東、燕市分水・弥彦・吉田、各１回 

・加茂市包セ３回 

●社会福祉協議会訪問 

・新発田市、阿賀野市、新潟市北区、同東区、同中央区、同江南区、

同西蒲区、燕市、弥彦村、各１回 

・加茂市３回） 

その他 ●成年後見関連専門職合同研修会に参加 

 日 時：平成２８年７月２３日 

主 催：新潟県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ新潟 

 内 容：１．各専門職団体からの活動報告 

     ２．講演「障害者差別解消法と専門職後見人」 

 受講者：コスモス新潟会員 ８名 

 



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 ９４名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見４５件（そのうち、家裁から１件、市町村から４件） 

任意後見１６件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１８日 

 出席者６９名 

役員会 ●役員会（８回開催） 

研修事業 ●入会前研修（２回開催） 

 受講者：２４名（修了者２４名） 

●更新研修（２回開催） 

 受講者：２３名 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ：マイナンバーの取り扱いについて 

 講 師：澤田 隼人 会員（研修部長） 

 受講者：７５名 

●相談員養成研修 

 テーマ：相談を受ける上での心構え、運営方法、ＧＷ 

 講 師：平松 里香 会員（副支部長）、 

岡田 英紀 会員（相談部長） 

 受講者：３２名 

広報活動 ●公開講座（４回開催） 

①テーマ：成年後見制度について 

講 師：堀 己喜男 会員 

参加者：６名 

②テーマ：成年後見制度・相続・遺言について 

講 師：平松 里香 会員（副支部長） 

参加者：１６名 

③テーマ：成年後見制度について 

講 師：木村 誠 会員 

参加者：３６名 

④テーマ：成年後見制度利用の仕方、法定後見・任意後見につい 

て、消費者被害からの救済について 

  講 師：岡田 英紀 会員（相談部長） 

  参加者：１５名 

●豊田市役所、社会福祉協議会との共催説明会、無料相談会（６回） 



参加者：８２名 

相談者：１７名 

●無料相談会 

①場 所：小牧市役所（５回） 

相談数：１５件 

②場 所：春日井市内（４回） 

相談数：９件 

③場 所：江南市地域情報センター（４回） 

相談数：１件 

④場 所：犬山市福祉会館（４回） 

相談数：１９件 

⑤場 所：大口町役場（３回） 

相談数：０件 

⑥場 所：扶桑町老人憩いの家（３回） 

相談数：５件 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（１回） 

●愛知県内市区町村訪問（１９回） 

●各地域包括支援センター訪問（２３回） 

●各社会福祉協議会訪問（２０回）等 

その他  

 



岐阜県支部 活動報告 

支部長：伊藤 寛純 

設立 平成２６年８月１日 

支部会員数 ２４名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見０件 

任意後見４件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１４日 

 出席者１５名（内委任状５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：５名（修了者５名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：２１名 

●支部研修（２回開催） 

①テーマ：地域包括支援センター及び社会福祉協議会等訪問につ 

     いて 

講 師：熊田 行雄 会員 

受講者：１２名 

②テーマ：地域包括支援センター及び社会福祉協議会等訪問活動 

結果について 

「成年後見制度シンポジウム２０１６」について 

講 師：熊田 行雄 会員、本間 大介 会員 

  受講者：１７名 

広報活動 ●無料相談会（１回開催） 

テーマ：ショッピングセンターマーサ岐阜、無料相談会（岐阜県  

行政書士会合同） 

講 師：４名 

相談者：０名 

●養老郡養老町長 表敬訪問 

 訪問者：２名 

●コスモスぎふ オリジナルチラシ１０，０００枚作製 

関係機関訪問 

 

●岐阜県内２６包括支援センター訪問（１回～２回） 

●岐阜県内１５社会福祉協議会訪問（１回～２回）等 

その他  

 



三重県支部 活動報告 

支部長：仲西 秀子 

設立 平成２３年９月２８日 

支部会員数 ４４名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見４３件（後見３６件 保佐４件 補助３件） 

任意後見 ４件 

（平成２８年７月３１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１９日 

 出席者２９名（委任状１４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：１３名（修了者１２名） 

●更新研修（２回開催） 

 受講者：１４名 

●支部研修（３回開催） 

①テーマ：演劇による成年後見制度の紹介「田んぼの神様」上演 

  講 師：コスモスみえ会員 

  受講者：３１名 

②テーマ：「日常生活自立支援事業」と「生活困窮者自立支援事  

業」について 

  講 師：津市社会福祉協議会 地域福祉課担当者 

  受講者：２３名 

③テーマ：社会福祉士からみた成年後見制度 

   講 師：市川 知律 様（社会福祉士） 

   受講者：１５名 

広報活動 ●公開講座（２回開催） 

テーマ：演劇による成年後見制度の紹介 

講 師：劇団員 

受講者：４６名 

●無料相談会 各地域にて開催 開催回数２３回開催 

●パネル展 （Ｈ２７年１１月～Ｈ２７年２月）来場者３５０名 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（４回）・・・後見人名簿持参 

●各地域市役所訪問（１８回）三重県訪問（２回） 

●各地域包括支援センター訪問（１５回） 

●各地域社会福祉協議会訪問（１４回） 

●三重県社会福祉協議会訪問（２回） 

●各地域施設訪問（２０施設） 

その他 ●いしさぽの成年後見セミナーに演劇による参加 Ｈ２８年３月 



●劇団交流会に参加（コスモス大阪、コスモス兵庫）Ｈ２８年７月 

●他団体及び支部研修への講師派遣 

 



石川県支部 活動報告 

支部長：藤井 國穂 

設立 平成２７年３月２１日 

支部会員数 ３０名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見６９件（そのうち、家裁から６０件、市町村から９件） 

任意後見１４件（※平成２８年７月３１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２５日 金沢市ものづくり会館 

 出席者２５名（来賓３名含む） 

役員会等 ●役員会等（７回開催）正副役員会３回、部長会２回、幹事会２回 

研修事業 ●支部研修（３回開催） 

第１回：開催日：平成２７年９月２５日（金） 

     テーマ：「被後見人等の財産管理について」 

     講 師：山本 敦子 会員（コスモス業務管理委員長） 

     受講者：２１名 

第２回：開催日：平成２７年１２月１１日（金） 

     テーマ：「家庭裁判所への定期報告書類等の提出について」 

     講 師：金沢家庭裁判所 平塚 正樹 様（主任書記官） 

山岸 絵美 様（書記官） 

     受講者：１７名 

第３回：開催日：平成２８年６月２３日（木） 

     テーマ：「会員による事例発表」 

     講 師：石川県支部会員３名 

     受講者：１６名 

●講師派遣（１回開催） 

  派遣日：平成２７年９月１６日（水） 

派遣先：明和特別支援学校 保護者研修会 

内 容：「成年後見制度について」 

  講 師：石川県支部会員 

広報事業 ●平成２８年２月１日  北國新聞朝刊の本会広告に掲載 

●平成２８年３月１４日 

 北國新聞・北陸中日新聞・建設工業新聞へＰＲ訪問 

 ※訪問翌日およびセミナー翌日各紙に掲載 

 ※県内主要報道機関へプレスリリースをＦＡＸ送信 

●平成２８年２月下旬から３月上旬 

 県内地域包括支援センター（４３ケ所）、特別支援学校（９ケ所）へ 

チラシ５千枚を配布・北陸中日新聞朝刊に新聞折り込みチラシ 

●告知番組として石川テレビ「エキナカ伝言板」出演 

●ＮＨＫ朝のニュース番組でセミナー告知 

●県内福祉施設８６１箇所へセミナー案内を送付 



相談事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●無料相談会 

県内４地区（野々市地区・能登地区・白山地区・金沢地区）にて 

無料相談会開催 

●電話相談 ５件 

●講演会（講師派遣）・相談会 

①開催日：平成２８年５月１５日（日） 

テーマ：「成年後見制度」 

講  師：石川県支部会員 

  受講者：１６名 

 ②開催日：平成２８年７月１６日（土） 

テーマ：「支援が必要な子の将来と成年後見制度」 

講  師：石川県支部会員 

  受講者：１３名 

業務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●業務管理報告書チェック作業 

  第１回（４月～６月分） 平成２７年８月６日（木） 

第２回（７月～９月分） 平成２７年１１月１１日（水） 

第３回（１０月～１２月）平成２８年２月９日（火） 

第４回（１月～３月）  平成２８年５月１０日（火） 

●「石川県支部業務管理研修会 」 

開催日：平成２８年４月１２日（火） 

テーマ：「金沢家庭裁判所における後見等事務における運用の一部変更

について」 

講 師：石川県支部会員 

  受講者：１９名 

特別事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

●いしさぽ成年後見公開セミナー 

 開催日：平成２８年３月２１日（月・振休） 

テーマ：「成年後見制度の存在と活用法」 

参加者：１０８名 

第１部：演劇「田んぼの神様（劇団コスモスみえ）」 

第２部：リレートーク「知的障がいの子の未来に」 

    石川県支部会員３名によるリレートーク 

第３部：無料相談会 

相談件数１３件 

その他 

 

 

 

●成年後見制度連絡協議会 開催（６回開催） 

 【参加団体】  

（一社）コスモス成年後見サポートセンター石川県支部・（公社） 

成年後見センター・リーガルサポート石川県支部・成年後見セン 

ターぱあとなあ・北陸税理士会金沢支部・（一社）社労士成年後見 

センター石川・金沢権利擁護センター・金沢家庭裁判所・高齢者障 

害者支援センター（弁護士会） 

 



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 １４名（平成２８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１件、市町村から３件） 

任意後見 ５件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１５日 

 出席者１４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：３名（修了者３名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：８名 

●支部研修（１０回開催） 

 テーマ：「身上監護における成年後見人等の義務と責任」 他 

 講 師：勝山 憲明 会員（研修部長） 他 

 受講者：延べ８７名 

広報活動 ●無料相談会（１８回開催） 

テーマ：「成年後見、遺言、相続」 他 

相談員：中村 好孝 会員（相談部長） 他 

●セミナー（２回開催） 

テーマ：「成年後見制度の概要・手続きの流れ」 他 

講 師：富山家庭裁判所 主任書記官 他 

受講者：延べ７０名 

関係機関訪問 

 

 

 

●市町村訪問（１１回） 

●地域包括支援センター訪問（６０回） 

●社会福祉協議会訪問（１９回） 

●福祉施設訪問（１０回） 等 

その他 ●とやま福祉後見サポートセンター運営委員会へ委員を派遣 

●富山市社協心配ごと相談所相談員研修会へ講師を派遣 

●富山市社協市民後見人養成基礎講座へ講師を派遣 

●朝日町成年後見セミナーへ講師を派遣 

●富山県行政書士会新入会員研修会へ講師を派遣 

●富山県行政書士会富山支部研修会へ講師を派遣 

●富山県行政書士会砺波支部研修会へ講師を派遣 等 

 



滋賀県支部 活動報告 

支部長：鹿内 美恵子 

設立 平成２３年６月１９日 

支部会員数 ５０名（平成２８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 ３件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月５日 

 出席者４４名（内委任状参加者２１名） 

役員会 ●役員会（８回開催） 

研修事業 ●入会前研修（６回開催） 

 受講者：１０名（修了者１０名） 

●支部研修（３回開催：公開講座含む） 

 ①テーマ：成年後見人のためのマイナンバーセミナー 

 講 師：武田 美都子 様（税理士） 

  受講者：３３名 

 ②テーマ：相談のためのロールプレイング 

成年後見制度概論 

  講 師：コスモスひょうご 亘 賢子 会員 

コスモスしが 中辻 摩耶 会員 

 受講者：２７名 

●公開講座（内部研修も兼ねる） 

  テーマ：後見制度支援信託の実情と課題 

  講 師：佐藤 克則 様（大津家庭裁判所裁判官） 

  受講者：８０名 

広報活動 ●無料相談会 

・広報月間において４カ所で開催 

・各管轄において計１２回 

●出前講座 

・２回開催（管轄活動） 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問 

複数回 支部長交代ご挨拶、後見人名簿提出、セミナー打合せ等 

●市区町村訪問 

 ３１か所訪問（市町村各福祉課等、包括、社協その他支援団体） 

●各会員が支部通信を持参して、定期的に包括を訪問している。 

その他 ●任意勉強会を随時開催 

●コスモスしが通信発刊 

●コスモスしがノベルティ製作（マグネット） 



大阪府支部 活動報告 

支部長：木原 早智子 

設立 平成２３年８月１日 

支部会員数 ８４名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見４９件 

任意後見３８件 

（平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２８日 

 出席者６３名 

役員会 ●幹事会（５回開催） 

●部長会（２回開催）、ブロック長会（２回開催） 

研修事業 ●入会前研修（２回開催） 

 受講者：補充受講含む２８名（修了者１１名） 

 受講者：補充受講含む２５名（修了者１６名） 

●支部主催研修（３回開催） 

①テーマ：地域における権利擁護の推進と市民後見人の役割 

―成年後見制度の積極的活用に向けて－ 

  講 師：大阪市立大学教授 岩間 伸之 様 

  受講者：４３名 

 ②テーマ：後見開始後の各種申立てと家庭裁判所の監督 

  講 師：大阪家庭裁判所書記官 篠原 忍 様、角 洋子 様 

  受講者：５９名 

 ③テーマ：大阪後見支援センターの事業について 

―日常生活自立支援事業と成年後見制度― 

  講 師：大阪府社会福祉協議会大阪後見支援センター 

所長 坪田 真起子 様 

  受講者：４９名 

●支部会員対象研修 

 ①更新研修（２回開催）  受講者：２２名 

 ②相談員基礎研修     受講者： ６名 

 ③勉強会（５回開催） 

   第１回「任意後見の裏話」    受講者：１８名 

第２回「法定後見事例研究」   受講者：１６名 

第３回「任意後見事例研究」   受講者：１８名 

第４回「複数後見について」   受講者：１３名 

第５回「後見業務をするうえで知っておきたい社会保険の 

基礎知識」       受講者：２２名  



●登録講師の養成 

・面接及び模擬講義         応募者：１３名 

・登録講師研修（模擬講義含む）   受講者： ９名 

●セミナー講師の外部派遣（全１２か所）  受講者：計３１９名 

 主なテーマ：成年後見制度について、後見人制度のいろは 

任意後見制度と遺言について 

       エンディングノートと成年後見制度の活用について 

       知っ得！防犯対策『大阪は全国ワースト１位！』 

広報活動 ●無料相談会等の開催［計６６回］ 

①市・区民まつり等への参加（９回） 

 ②市区町村またはその関連施設における定期的相談会（３０回） 

 ③地域公共施設における市民向けミニセミナー（１５回） 

  テーマ：防犯教室、詰将棋セミナー、エンディングノート 

 ④大阪府行政書士会・各支部主催の相談会への参加応援（８回） 

 ⑤障がい者施設での相談会（２回） 

 ⑥その他（２回） 

●障がい者施設主催イベントへのボランティア協力（２回） 

●コスモスおおさか一座による寸劇の上演（８回） 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（４回） 

●市区町村訪問（４９回） 

●地域包括支援センター訪問（３４５回） 

●社会福祉協議会訪問（５２回） 

●その他事業所訪問（９１回） 

その他 ●「終活フェスタ」の開催（大阪府行政書士会との共催事業） 

 平成２８年３月１３日  参加者：１０１名 

 第１部 パネルディスカッション 

第２部 寸劇上演 

第３部 無料相談会 

●「寸劇の集い」の開催 

平成２８年７月１３日   

参加者：５５名（全国のコスモス会員、大阪府行政書士会役員） 

●新入会員説明会の開催（４回開催） 

●第２回コスモスきんきの開催 

  平成２８年２月２３日  出席者：１８名 

●支部経由による受託件数 

法定後見２９件、任意後見 ９件、（平成２８年７月１日現在） 

 



京都府支部 活動報告 

支部長：新宮 郁久美 

設立 平成２５年１２月１４日 

支部会員数 ２６名（平成２８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０件、市町村から３件） 

任意後見 ５件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１１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（１回開催） 

 受講者：１２名（修了者１２名） 

●支部研修（２回開催） 

①開催日：平成２７年１０月１４日 

  テーマ：相談員マニュアルからの具体的事例Ｑ＆Ａ 

  講 師：粂 智仁 会員（本部理事） 

  受講者：１３名 

②開催日：平成２８年４月１６日 

テーマ：実務経験者による事例検討 

講 師：京都府支部会員２名 

受講者：２３名 

広報活動 ●公開講座（開催なし） 

●無料相談会（２回開催） 

①平成２８年２月２２日 

  行政書士制度記念日事業（京都府行政書士会無料相談会）に参

加 相談会１ブース 

②平成２８年２月～７月まで 

第２金曜日１３：００～１６：００ 

  京都市内にて１ヶ所相談会実施 

●セミナー（１回開催） 

テーマ：成年後見制度の首長申立てに係る親族調査業務研修会 

    ※京都府行政書士会業務受託推進部事業に講師を派遣 

講 師：藤田 昌輝 会員 

受講者：７８名 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（１回） 

●京都府内市区町村訪問（７回） 

●京都府内包括支援センター訪問（４６回） 

●京都府内在宅介護支援センター訪問（１回） 



●京都府内社会福祉協議会訪問（５回） 

●その他（介護福祉施設、病院、など）訪問（７回） 

その他  

 



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 １４名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見０件 

任意後見２件 

 （平成２８年７月３１日現在） 

定時総会 平成２７年９月３０日 

 出席者９名（うち書面出席１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：１２名（修了者１０名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：５名 

広報活動 ●広報部活動 

①広報誌を作成・配布 

 時 期：平成２７年１１月・平成２８年６月 

②コスモス奈良普及活動（広報月間） 

日 時：平成２８年４月２日 

 場 所：近鉄大和郡山駅周辺 

内 容：リーフレット・ポケットティッシュ配布 

③奈良県行政書士会イベント「三条通クリーンアップ」に参加 

 日 時：平成２８年２月１９日 

 場 所：三条通（奈良市内） 

 内 容：三条通のクリーンアップ（清掃活動） 

●相談部活動 

無料相談会の開催（２回開催） 

①日 時：平成２７年１０月１０日１１日 １０時～１６時 

会 場：橿原神宮森林遊苑（橿原夢の森フェスティバル 2015） 

テーマ：成年後見・遺言・相続 

相談者：３名 

②日 時：平成２７年１０月２５日 １０時～１６時 

会 場：奈良県立図書情報館 

テーマ：成年後見・遺言・相続 

相談者：１名 

関係機関訪問 

 

 

●家裁訪問（３回） 

●各市区町村役場・地域包括支援センター等関係施設（６４件） 

 今期は未訪問だった関係機関、施設等への訪問を実施 



 ●関係機関、施設へのリーフレット･ポケットティッシュ郵送（１１

件） 

その他 ●法テラス奈良地方協議会に出席 

●奈良県地域貢献サポート基金の事業報告 

 



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 ２３名（平成２７年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見２３件（そのうち、家裁から１８件、市町村から１件） 

任意後見 ２件 

 （平成２７年７月３１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２４日 

 出席者１９名 

役員会 ●役員会（２回開催）９月２４日、３月７日 

研修事業 ●入会前研修７回開催 

開催日：５月７日、５月２０日、６月 ４日、６月１８日、 

７月３日、７月１７日、７月３０日 

  受講者：１０名（修了者９名） 

●更新研修２回開催 

開催日：７月５日、７月１９日 

  受講者：１３名（修了者 １３名） 

●支部研修（３回開催） 

  テーマ：事例研修会 

  講 師：支部会員 

  受講者：１４名 

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（４月２０日） 

 ②タウン誌等への広告 

 ③相談会開催案内チラシを活用しての広報活動 

④無料相談会の開催（４月６日、４月１１日、４月３０日） 

⑤和歌山家庭裁判所（４月２０日）訪問 

●定例無料相談会（毎月第２水・第３月に実施 ２４回開催） 

●街頭無料相談会（わかちか広場 １０月１０日、２月２２日）    

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（２回） 

●和歌山市他各市町村訪問（各２回） 

●和歌山市他各市町村包括支援センター訪問（各２回） 

●和歌山市他各市町村社会福祉協議会等訪問（各２回） 

その他  ●成年後見関係機関連絡会議（１１月１２日）和歌山県社会福祉協

議会 

●法テラス和歌山連絡会議 

●近畿連絡会議（コスモスきんき）（２月２３日） 



●一般社団法人社労士成年後見センターわかやま設立記念式典 

（１月９日） 

 



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 ５３名（平成２８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０件） 

任意後見１９件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月７日 

 出席者４２名（出席２４名、委任状１８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：８名（修了者８名 復活者１名含む） 

●支部研修（７回開催） 

 ・テーマ：相談員研修・業務管理報告書の作成について（DVD） 

  受講者：２８名 

 ・テーマ：法定後見事例研究・任意後見事例研究（DVD） 

  受講者：８名 

 ・テーマ：サービス付き高齢者向け住宅について 

  講 師：冨岡 朝子 様（消費生活アドバイザー） 

  受講者：１６名 

 ・テーマ：事例研修と業務に関する疑問 

  受講者：７名 

 ・テーマ：相談員研修・業務管理報告書の作成について（DVD） 

  受講者：１６名 

 ・テーマ：法定後見の申立支援と後見信託について（DVD） 

地域での活動について（DVD） 

  受講者：１９名 

 ・テーマ：業務管理報告書の作成について（DVD） 

      法定後見事例研究・任意後見事例研究（DVD） 

  受講者：１２名 

広報活動 ●公開講座（１回開催）広報月間 市民講座 

 ・テーマ：“今を”より良く生きるためのエトセトラ 

      「高齢者の消費者被害」 

  講 師：平賀 真理 様（消費生活相談員） 

  受講者：２１名 

●無料相談会（１回開催） 

 ・テーマ：広報月間 市民講座 個別相談 

  相談者：１名 



・テーマ：猪名川町健康福祉まつり 

相談者：１０名 

●セミナー（２回開催） 

・テーマ：成年後見制度・事例研究（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑつつじの丘） 

講 師：亘 賢子 会員（支部長） 

受講者：２０名 

 ・テーマ：成年後見について知る（神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院） 

  講 師：亘 賢子 会員（支部長） 

  受講者：１３名 

●寸劇上演（４回開催） 

 ・テーマ：成年後見制度について（サンタウン集会所） 

 ・テーマ：広報月間 市民講座 寸劇「成年後見制度って何？」 

 ・テーマ：成年後見について知る（神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院） 

 ・テーマ：寸劇の集い（大阪府行政書士会館） 

●コスモス便り発行（２回） 

関係機関訪問 

 

 

 

●神戸市家庭裁判所本庁、伊丹支部、尼崎支部訪問（各１回） 

●神戸市各区・尼崎市・伊丹市・西宮市・明石市訪問 

●神戸市包括支援センター訪問（１０回） 

●兵庫県・神戸市・西宮市社会福祉協議会訪問等 

  

 



鳥取県支部 活動報告 

支部長：今田 重治 

設立 平成２７年７月１０日 

支部会員数 １５名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見３７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２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２８年２月１日（設立総会 同日付１５名入会） 

 出席者１５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：１７名（修了者１７名） 

●支部研修（５回開催 ３～７月各１回） 

 テーマ：成年後見経験事例研究 

 講 師：会員持ち回り 

 受講者：延べ ５１名 

広報活動 ●無料相談会（１回開催）【東部・中部・西部 各１会場】 

テーマ：成年後見、相続・遺言 

相談員：東部３名・中部２名・西部３名 

相談者：計１３件（内 任意後見１件、相続・遺言８件） 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（３庁舎×１回） 

●アドサポセンターとっとり訪問（１回） 

●（公社）リーガルサポート鳥取県支部訪問（１回） 

●特定非営利活動法人地域活動支援センターおおぞら（２回） 

●鳥取市社会福祉協議会訪問（１回）等 

その他  

 



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 ２６名（平成２８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 ３件、市町村から ４件） 

任意後見 ３件 

（平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年８月２６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 ６名（修了者６名） 

●更新前研修（１回開催） 

 受講者 １５名 

●研修（３回開催） 

 ①テーマ：「成年後見事例研究」 

  講 師：中浜 晃子 会員（支部長） 

  受講者：９名 

 ②テーマ：広島県行政書士会成年後見協議会との合同研修会「成

年後見協議会とコスモスひろしまの活動状況、今後の

連携した活動等について」 

  受講者：７名（広島県支部会員） 

③テーマ：広島県行政書士会成年後見協議会との合同研修会「成

年後見制度の新時代と行政書士業務～意思決定支援に

向けて」 

  講 師：佐藤 力 様（弁護士・行政書士） 

  受講者：６名（広島県支部会員） 

広報活動 ●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：『「終活」は、楽しみながら！！ ～相続・遺言・成年後

見～』 

講 師：沢谷 京子 会員 

受講者：１５名 

相談者：８名 

●講師等派遣 

①テーマ：相続、遺言、成年後見等、老後の生活におけるよもや  

ま話 

講 師：岡 清二 会員（相談役） 

  受講者：約２０名 



②テーマ：教養講座 老後を安心して暮らすために（相続・遺言・

成年後見） 

  講 師：岡 清二 会員（相談役） 

  受講者：約５０名 

関係機関訪問 

 

 

●家裁訪問 

●広島市高齢福祉部高齢福祉課等訪問 

●呉市社会福祉協議会訪問 

●江田島市社会福祉協議会訪問 

●福山市保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課訪問 

その他 ●成年後見制度講座・無料相談会相談員派遣 

●成年後見制度推進団体連絡会議参加（１回） 

●成年後見制度推進団体ネットワーク（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）会議参加（２回） 

●ぱあとなあひろしま定例勉強会へのオブザーバー参加、事例提供

（１１回） 

●広島市長による成年後見人等選任の申立てに係る戸籍調査等受託

業務対応 

●広島家裁推薦依頼に対する候補者選定 

 



山口県支部 活動報告 

支部長：中村 正輝 

設立 平成２３年３月３日 

支部会員数 ２６名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１１件 

任意後見２１件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１９日 

 出席者２５名（うち委任状出席者１０名） 

役員会 ●幹事会（３回開催） 

研修事業 ●入会前研修（７回開催） 

 受講者：３名（修了者３名） 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ：ゼミ 

 発表者：会員有志２名 

 受講者：発表者を含め６名 

広報活動 ●地域包括職員対象研修（１回開催） 

テーマ：成年後見制度の概要 

講 師：下関地区会員 

受講者：２０名程度 

●無料相談会（３回開催） 

 宇部地区で１回（福祉まつりで） 

 周南地区で２回（県会支部と共催） 

●セミナー（１回開催） 

テーマ：成年後見制度の概要 

講 師：支部長 

受講者：１０名程度 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（１回） 

●市役所訪問（機会を見つけて） 

●包括支援センター訪問（機会を見つけて） 

●社会福祉協議会訪問（行事やプロジェクトに参加して） 

その他  

 



香川県支部 活動報告 

支部長：松本 健士 

設立 平成２４年４月１日 

支部会員数 １４名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見３件 

任意後見２件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月３日 

 出席者１３名（委任状７名含む） 

役員会 ●役員会（２回開催） 

研修事業 ●更新研修研修（１回開催） 

 受講者：４名 

●支部研修（２回開催） 

 テーマ：事例検討会 

     第１回 法定後見事例を中心に 

     第２回 任意後見事例を中心に 

 参加者：第１回 ７名 

     第２回  ６名 

広報活動 ●婦人会総会にて公開講座（１回開催） 

テーマ：成年後見制度の概要について 

講 師：松本 健士 会員（支部長） 

参加者：約１００名 

●ショッピングモールでの無料相談会（４回開催） 

テーマ：遺言・相続・成年後見 

相談員：各回会員２名で対応 

関係機関訪問 

 

 

 

以下の成年後見が必要となる現場を中心に、各会員が随時訪問を行

った。 

●各種医療機関（急性期病院、在宅医療を行う個人医院等） 

●特別養護老人ホーム 

●各種福祉団体（在宅療養ネットワーク、高齢者生活共同組合等） 

●居宅介護支援事業所 

その他  

 



徳島県支部 活動報告 

支部長：杉本  宏  

設立 平成２３年３月１日 

支部会員数 ２１名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見２件（そのうち、市町村から２件） 

任意後見７件 

 （平成２８年７月 3１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１６日 

 出席者１６名 

役員会 ●役員会（開催なし） 

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：「認知症サポーター養成講座」受講 

 講 師：徳島市地域包括支援センター担当講師 

 受講者：１５名 

広報活動 ●無料相談会（県内１２箇所の会場にて１１５回程度開催） 

テーマ：成年後見・相続・遺言 

相談員：各区域支部会員が担当 

受講者：毎回２名程度 

●定期無料相談所（行政書士会館会議室にて１１回開催） 

テーマ：行政書士業務と成年後見制度全般 

相談員：行政書士会会員と支部会員が担当 

相談者：毎回３名程度 

●セミナー・講師派遣（２回開催） 

テーマ：「成年後見制度と不動産取引」(徳島県宅建協会) 

講 師：支部会員２名派遣 

受講者：４０名程度 

テーマ：｢成年後見制度｣（精神障がいをもつ家族会） 

講 師：支部会員２名派遣 

受講者：１５名 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（２回）平成２８年５月１８日/７月１４日 

●徳島市区町村訪問（１回） 

●徳島市地域包括支援センター訪問（３回） 

●徳島県社会福祉協議会訪問（１回）等 

その他 ●徳島家裁へ講師派遣要請し、８月２４日に研修会開催決定する 

●支部規則の改正（旅費規程の制定等） 

 



高知県支部 活動報告 

支部長：田中 俊次 

設立 平成２３年１２月１０日 

支部会員数 ２９名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見３１件（そのうち、家裁から２件、市町村から４件） 

任意後見 １件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年８月２９日 

 出席者２６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：３名（修了者３名） 

●更新研修（２回開催） 

 受講者：４名（修了者４名） 

●支部研修（３回開催） 

 テーマ：事例検討会 

 講 師：コスモス高知県支部会員 

 受講者：３５名 

広報活動 ●無料相談会（４回開催） 

●講師派遣活動（５回開催） 

関係機関訪問 

 

 

 

●高知県・高知市他町村訪問（２回） 

●包括支援センター訪問（２回） 

●高知県・各市社会福祉協議会訪問（５回） 

●病院・地域連携室訪問（２回） 等 

その他 ●県下成年後見・日常生活自立支援事業調査研究会参加（１５回） 

●無料相談会への相談員派遣（１９回） 

●その他無料個別相談 

 



愛媛県支部 活動報告 

支部長：幸後 洋子 

設立 平成２３年５月２０日 

支部会員数 ２３名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１０件 

任意後見 ０件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月２６日 

 出席者２３名（内委任状出席４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：３名（修了者３名） 

●支部研修（１回開催） 

 テーマ：業務報告について 

 講 師：山本 敦子 会員（コスモス業務管理委員会副委員長） 

 受講者：７名 

広報活動 ●無料相談会（３回開催） 

・平成２８年６月２５日 西条市総合文化会館 

 相談件数０件 

・平成２８年７月２３日 大洲市総合福祉センター 

 相談件数０件 

・平成２８年７月３０日・３１日 松山市総合福祉センター 

            相談件数１５件（内成年後見関連２件） 

●平成２７年１０月１７日、１８日 松山市「みんなの生活展」に

おいてンフレット等配布 

●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 

 

 

 

●家裁訪問（１回） 

●松山市障害福祉課訪問（１回） 

●包括支援センター訪問（１回） 

●松山市社会福祉協議会訪問（１回） 

その他  

 



福岡県支部 活動報告 

支部長：吉田 順子 

設立 平成２７年１月１４日 

支部会員数 ２１名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見１件 

任意後見６件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１７日 

 出席者２３名（委任状出席者含む） 

役員会 ●役員会（６回開催） 

研修事業 ●入会前研修（１回開催） 

 開催日：平成２８年４月５日～４月１４日 

 受講者：２４名（修了者２４名） 

●更新研修（１回開催） 

 開催日：平成２８年６月９日・１０日 

 受講者：１７名 

●支部研修（６回開催） 

 ①「本部特別研修伝達研修」上津原 雄一 会員 

開催日：平成２７年９月１８日 

受講者：１３名 

②「業務管理研修」山本 敦子 会員（本部業務管理委員長） 

越牟田 洋司 会員（本部業務管理副委員長） 

開催日：平成２７年１０月１５日 

受講者：９名 

③「あれから１５年」山本 統温 様（行政書士） 

開催日：平成２７年１１月２８日 

受講者：９名 

 ④「高齢者・障がい者の火災現場の実情」山本 泰史 様 

（大牟田市消防局事務局長） 

開催日：平成２８年１月３０日 

受講者：８名 

⑤「高次脳機能障害について」中村 まり 様（行政書士） 

  開催日：平成２８年２月１７日 

受講者：９名 

⑥「各種年金制度について」鶴田 喜代子 様（社会保険労務士） 

  開催日：平成２８年３月１７日 

受講者：９名 

広報活動 ●リビング福岡掲載・チラシ配布により無料相談会のお知らせ 



 平成２８年７月２３日 

 福岡地区・筑後地区にて成年後見無料相談会開催 ３組来場 

関係機関訪問 

 

 

 

●家裁訪問（１回） 

●市区町村訪問（福岡県内１８か所の各市町村訪問） 

●地域包括支援センター訪問（県南地区を中心に８か所訪問） 

●大牟田社会福祉協議会訪問（１回）等 

その他  

 



長崎県支部 活動報告 

支部長：梅枝 眞一郎 

設立 平成２３年７月１日 

支部会員数 １１名（平成２８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４件） 

任意後見４件 

(平成２８年７月３１日現在） 

定時総会 平成２８年９月２日 

出席者１１名 

役員会 ●役員会（１回開催）平成２７年１１月６日 

研修事業 ●更新研修（平成２８年６月７日～８日） 

受講者：１名(修了者１名) 

●成年後見研修会 

（長崎県行政書士会と共催（平成２８年３月１２日） 

広報活動 ●長崎家裁訪問(担当者へ挨拶、パンフレット・会員名簿渡し) 

●地域包括支援センター（戸町、矢上、日見・橘地区）訪問 

関係機関訪問 

 

 

●長崎家裁訪問（１回）平成２８年５月１０日 

●長崎市高齢者すこやか支援課訪問（１回）平成２８年４月２４日 

●矢上（平成２８年３月１０日） 

日見・橘（平成２８年５月１１日） 

戸町（平成２８年５月１３日） 

その他 ●個人相談（４件） 

任意後見相談（１件）平成２８年 ６月２２日（長崎市内） 

法定後見相談（３件）平成２７年 ８月１２日（長崎市内） 

           平成２７年１０月２８日（長崎市内） 

           平成２８年 ５月 ２日（大村市内） 

 



大分県支部 活動報告 

支部長：阿部 秀幸 

設立 平成２３年８月１日 

支部会員数 ２９名（平成２８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２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年９月１８日 

 出席者１８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：１２名（修了者１２名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：８名 

広報活動 ●無料相談会大分市（３２回開催） 

関係機関訪問 

 

 

●家裁訪問（１回） 

●大分市長寿福祉課訪問（２回） 

●大分市、由布市包括支援センター訪問（１３回）等 

その他 大分県成年後見推進連絡会議（大分県主催）２回 

大分県権利擁護・成年後見推進会議（大分県社会福祉協議会主催） 

 



宮崎県支部 活動報告 

支部長：渡邊 修 

設立 平成２６年４月１日 

支部会員数 ２３名（平成２８年７月３１日現在） 

受託件数 法定後見３５件（そのうち、家裁から０件、市町村から 不明件） 

任意後見１４件 

 （平成２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年８月２７日 

 出席者１４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：５名（修了者５名） 

●更新研修（１回開催） 

 受講者：１８名 

広報活動 ●無料相談会（１回開催） 

テーマ：相続・成年後見 

相談員：７名配置 

相談者：１名 

関係機関訪問 ●宮崎市内包括支援センター訪問（１９回） 

その他 ●宮崎県成年後見制度推進ネットワーク会議 

①構成団体 リーガルサポート、社会福祉協議会、宮崎市各担当課、

税理士会、コスモスなど 

②会議参加３回 

③ネットワーク主催無料相談会１回開催（相談員１名を派遣） 

●こうけんネットのべおか 

①構成団体 リーガルサポート、社会福祉協議会、延岡市各担当課、

法テラス、コスモスなど 

②会議参加３回 

 



鹿児島県支部 活動報告 

支部長：越牟田 洋司 

設立 平成２４年２月１日 

支部会員数 ２７名（平成２８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２８年７月１日現在） 

定時総会 平成２７年１１月１０日 

 出席者２５名（委任状出席含む） 

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

の打合せを随時行っている。必要事項はメール等で役員に通知。 

研修事業 ●入会前研修…平成２８年２月実施 

（受講者５名、全員修了、登録３名） 

●更新研修…平成２８年６月、７月実施（２０名受講）   

●任意後見契約と公正証書（県行政書士会と共同開催） 

 講 師：大島 明 様（公証人） 

 日 時：平成２７年１１月１０日 

 受講者：５２名（県会会員含む、コスモス会員１６名） 

広報活動 ●無料相談会（１回開催） 

日 時：平成２７年４月１６日 

相談者：１組 

（時期的に厳しかった。その後問合せが事務局に数件あり） 

●鹿児島県社協老人福祉施設協議会軽費・ケアハウス部会研修会に

て講師  

日 時：平成２７年１２月１６日 

参加者：１０名 

●鹿児島市成年後見制度パンフレットにコスモスが相談機関として

記載 

●指宿寿大学聴講生にパンフレット配布 平成２８年７月  

関係機関訪問 

 

 

●鹿児島家庭裁判所訪問 

●鹿児島県社会福祉協議会訪問 

●鹿児島県庁保健福祉部社会福祉課訪問 

●上記軽費・ケアハウス部会加入施設訪問 

●鹿児島市役所 長寿支援課 訪問 

●鹿児島市成年後見制度協議会に参加。 

 参加団体：弁護士会、司法書士会（リーガルサポート）、税理士会 

      社会福祉士会、コスモス、鹿児島市社会福祉協議会、 

      家裁、地域包括支援センター、鹿児島市障害福祉課、 



      鹿児島市保健所保健予防課、鹿児島市長寿支援課 

実施日：平成２８年５月２６日  

その他 ●無料相談会、チラシを４００部印刷。市電に吊り下げを行った。 

●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) 

 


