
平成２４年度 一般社団法人福岡成年後見センター事業報告    資料① 

１、定時社員総会 

  日  時 平成２４年８月２５日  

  場  所 福岡市心身障がい福祉センター７階中研修室 

   

２、理事会 

 （１）開催実績 

    平成２４年 ４月２７日（金） 福岡市市民福祉プラザ６階６０１研修室 

          ８月２５日（土） 福岡市心身障がい福祉センター７階中研修室 

            

 （２）役員名簿 

   代表理事 宇治野 みさゑ （弁護士） 

理事 今村 浩司   （社会福祉士・精神保健福祉士） 

理事 内田 博文   （法学修士） 

理事 野林 信行   （弁護士） 

理事 廣津留 珙子  （医師） 

監事 秀島 正博   （公認会計士） 

 

３、実務体制（平成２５年５月現在） 

（１）非常勤専門職 ３９名（資格重複者あり） 

    法律（等）職 ： 弁護士（１０名） 

             法学修士（１名）・宅地建物取引主任者（１名） 

             一級建築士（１名）・公認会計士（２名）・税理士（１名） 

 

    福  祉  職 ： 精神科医（２名）・医師（１名） 

臨床心理士（３名） 

精神保健福祉士（１１名）  

社会福祉士（８名） 

作業療法士（２名） 

介護福祉士（２名） 

介護支援専門員（３名） 

（２）事務局職員 

常勤： 事務職員２名 

 

 



４、委員会 

（１） 業務監理委員会 

１）開催実績 

    平成２４年     ５月２１日   福岡成年後見センター事務局 

              ６月１８日   福岡成年後見センター事務局 

              ７月１８日   福岡成年後見センター事務局 

              ９月２４日   福岡成年後見センター事務局 

             １０月２２日   福岡成年後見センター事務局 

             １１月１９日   福岡成年後見センター事務局 

    

２）委員名簿 

    委員長 宇治野 みさゑ  （弁護士） 

安孫子 健輔   （弁護士） 

緒方 枝里    （弁護士） 

小宮 通充    （弁護士） 

世良 洋子    （弁護士） 

野林 信行    （弁護士） 

石井 秀子    （社会福祉士・精神保健福祉士） 

片本 彰雄    （精神保健福祉士） 

白濱 里子    （精神保健福祉士） 

田邊 ゆかり   （作業療法士） 

豊島 宇茂    （作業療法士・介護支援専門員） 

廣田 悦子    （社会福祉士・精神保健福祉士） 

古野 みはる   （社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士） 

三島 正枝    （福祉住環境コーディネーター） 

 

５、専門職勉強会 

 【第１回】 

平成２４年４月２７日  福岡市市民福祉プラザ６階 

【第２回】 

平成２４年８月２５日  福岡市立心身障がい福祉センター研修室 

  

６、公開講座・相談会 

【第１回】 

平成２４年４月２７日  福岡市市民福祉プラザ６階６０１号室 

講演：「後見支援信託制度―親族後見を考える」 

 講師：日本弁護士連合会高齢者障害者の権利に関する委員会委員 



    弁護士 川原一雅 様 

 

【第２回】 

 平成２４年８月２５日  福岡市立心身障がい福祉センター研修室 

 講演：「市民後見人養成の実践」 

 講師：大牟田市 保健福祉部 長寿社会推進課 梅本政隆 様 

 

７、広報活動 

（１）法人インターネットウェブサイト立ち上げ ※平成２５年１月 完成  

                        http://koken-asahi.com/ 

 

（２）法人チラシ・パンフレット作成 

   ・平成２４年４月 

   ・平成２４年８月 

   ・平成２５年１月 

 

８、受任実績 

（１）受任件数（平成２４年度） 

総数 ２５件 

 

類型別 後見 保佐 補助 

件 数 １９件 ２件 ４件 

 

年 齢 65才以上 65才以下 

件 数 ２０件 ５件 

 

申立人 本人・親族 市長 

件 数 ２５件 ０件 

 

類型別 
高齢者 

入所施設 

障害者 

入所施設 

一般病院 

入院 

精神科病院 

入院 

在宅 

（65才以上） 

在宅 

（65才以下） 

件 数 ８件 ２件 ４件 ３件 ６件 ２件 

 

 

 

 



（２）受任件数（総数）※平成２５年５月３１日現在 

累計 ６９件 

 

類型別 後見 保佐 補助 

件 数 ４９件 １５件 ５件 

 

年 齢 65才以上 65才以下 

件 数 ５３件 １６件 

 

申立人 本人・親族 市長 

件 数 ６６件 ３件 

 

類型別 
高齢者 

入所施設 

障害者 

入所施設 

一般病院 

入院 

精神科病院 

入院 

在宅 

（65才以上） 

在宅 

（65才以下） 

件 数 ２６件 ７件 ９件 １０件 １０件 ７件 

 

（３）継続件数 

   ５６件 

（４）終了件数 

   １３件（死亡１２件・取り下げ１件） 

（５）市長申立て案件  

  高齢者 ２件   精神障害者 １件  

＊ 相談者類型表・申立受任状況のとおり    平成 25年 5月 31日現在 

 

９、講師派遣実績 

   

日にち 派遣先 派遣者 

平成 24年 5月 24日 福岡市南保健所 世良洋子 

平成 24年 9月 24日 工芸会ワークセンター 宇治野みさゑ 

平成 24年 10月 13日 ＮＰＯ法人わたぼうし 宇治野みさゑ 

平成 24年 11月 6日 福岡市博多区保健福祉センター 安孫子健輔 

平成 24年 11月 28日 福岡市西区保健福祉センター 緒方枝里 

平成 24年 12月 12日 福岡市中央区保健福祉センター 安孫子健輔 

平成 25年 3月 3日 日本ダウン症協会福岡支部 緒方枝里 

平成 25年 3月 10日 地域活動支援センターあすなろ 髙木士郎 

 


