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令和３年度 一般社団法人福岡成年後見センター事業報告   

 

１、定時理事会 

  日  時 令和４年３月２５日（金）１８時３０分から 

  場  所 一般社団法人福岡成年後見センター事務局 

   

 

２、理事会 

 （１）開催実績 

    令和４年３月２５日（金） 福岡成年後見センター事務局 

                   

 （２）役員名簿 

   代表理事 宇治野 みさゑ （弁護士） 

理事 内田 博文   （法学修士） 

理事 佐藤 眞弓   （精神科医） 

理事 下野 正健   （精神科医） 

理事 森川 友子   （臨床心理士） 

監事 秀島 正博   （公認会計士） 

 

 

３、実務体制（令和４年３月現在） 

（１）非常勤専門職 ３２名（資格重複者あり） 

    法  律  職 ： 弁護士（１２名） 

             法学修士（１名） 

             社会福祉士(１名) 

 

    福  祉  職 ： 臨床心理士（２名） 

精神保健福祉士（７名）  

社会福祉士（１１名） 

作業療法士（１名） 

言語聴覚士（１名） 

手話通訳士（１名） 

介護福祉士（８名） 

介護支援専門員（７名） 

福祉住環境コーディネーター（２名） 

介護ヘルパー（１名） 

 

（２）事務局職員 

常勤 ： 事務職員３名 

パート： 事務職員２名 

 

 



                                          

2 

 

４、委員会 

（１） 業務監理委員会 

１）開催実績 

令和３年      ５月２８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 

             

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・社会福祉士） 

稲谷 陽一郎  （弁護士） 

内田 博文   （法学修士） 

緒方 枝里   （弁護士） 

小宮 通充   （弁護士） 

世良 洋子   （弁護士） 

髙木 士郎   （弁護士） 

野林 信行   （弁護士） 

疋田 陽太郎  （弁護士） 

三浦 徳子   （弁護士） 

山口 明日香  （弁護士） 

吉原 育子   （弁護士） 

安部 美智子 （精神保健福祉士・社会福祉士・介護支援専門員） 

飯尾 千華   （市民後見人養成研修 修了） 

片本 彰雄   （精神保健福祉士） 

嘉村 幸江 （社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士・手話通訳士） 

吉良 聡    （精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士） 

隈部 和典   （社会福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター） 

古賀 美保   （臨床心理士） 

小山 智子   （言語聴覚士・介護福祉士） 

白濱 里子   （精神保健福祉士） 

陣内 佳代子  （臨床心理士・精神保健福祉士） 

田邊 ゆかり  （作業療法士・介護支援専門員） 

田野實 陽子 （社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員） 

永松 美菜子  （社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員） 

廣田 悦子   （社会福祉士・精神保健福祉士） 

廣田 文子   （社会福祉士・介護福祉士） 

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   （社会福祉士・福祉住環境コーディネーター） 

吉田 淳子 （社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士） 

渡辺 恭子   （介護ヘルパー・ＣＭＣＡキャリアコンサルタント） 
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５、公開講座・相談会 

 令和３年１１月１９日 １３時～１６時 

 法人設立１２周年記念 無料電話相談会 

 担当：安孫子弁護士、宇治野弁護士、吉原弁護士 

 

 

６、那珂川市 令和３年度成年後見制度講演会 

 令和４年２月１８日 １３時３０分～１５時 

 演題 ：「成年後見制度ってどんな制度？」 

 講師 ：吉原育子弁護士 

 オンライン（Zoom）での開催   

 

 

７、広報活動 

（１）法人インターネットウェブサイト運営 

 

（２）法人チラシ作成、配布 

   ・令和３年９月 

  

     

８、受任実績 

（１）受任件数（令和３年度）                 ※令和４年３月３日現在 

総数  ５件 

過去実績：令和２年度 ６件、平成３１年度 １４件、平成３０年度 １７件、 

平成２９年度 １７件、平成２８年度 ２１件、 

    

類型別 後見 保佐 補助 

件 数 ３件 ２件 ０件 

 

 

年 齢 65才以上 65才以下 

件 数 １件 ４件 

 

 

申立人 本人・親族 市長 その他 

件 数 ５件 ０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歳以上） 

在宅 

（65歳未満） 

件 数 ０件 ２件 ０件 ３件 ０件 ０件 
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（２）受任件数（総数）                    ※令和４年３月３日現在 

累計   ２１２件 

 

類型別 後見 保佐 補助 

件 数 １３９件 ６０件 １３件 

 

 

年 齢 65才以上 65歳未満 

件 数 １５６件 ５６件 

 

 

申立人 本人・親族 市長 

件 数 ２０５件 ７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歳以上） 

在宅 

（65歳未満） 

件 数 ８６件   ２７件 ２５件 ３４件 ２４件 １６件 

 

（３）継続件数 

     ９１件 

 

（４）終了件数 

     １２１件（死亡 １１５件・その他 ６件） 

   令和３年度死亡件数： １１件 

   （令和２年度：１０件、平成３１年度：１１件、平成３０年度：１３件、 

    平成２９年度：１３件、平成２８年度：１４件） 

 

（５）市長申立て案件  

  高齢者 ２件   精神障害者 ５件  

 

９、新型コロナの感染拡大による影響について 

令和２年３月ころからのコロナ感染者の拡大による医療・福祉関係者の混乱を受けて、令和 

２年度に続き、本年度も、死亡件数が受任件数を上回る状態が続いている。 

周年記念行事である公開講座・相談会を２年連続で中止することとなり、急遽電話相談会を

実施することとした。 

業務監理委員会も５月、１０月の２回の開催にとどまったが、日常業務において、事務局が 

担当福祉職・法律職への情報提供を積極的かつ迅速に行い、連携を密にして、業務内容への意 

見を求めるなどして、充実した後見業務に務めた。 


