
平成３０年度事業報告書 

 

         平成 30 年 4月 1日から平成 31 年 3 月 31日まで 

 

特定非営利活動法人甲賀・湖南成年後見センターぱんじー 

 

１ 事業の成果 

   法人設立から６年目を迎えた平成３０年度の取り組みとしては前年度の事業の継続を中心にし、

今までの事業をより充実させることができた１年になりました。 

   設立当初から重点的に行っている相談事業としては、前年より少し件数は減となったものの、 

２，０００件を超える相談に対応することで、地域のニーズに応える活動を行うことが出来ました。

また、普及・啓発・研修事業では、パンフレットの発行やホームページの更新、出前講座への講師

の派遣などを行い、成年後見制度の普及・啓発に努めました。申立支援については、１件の申立支

援を行い、成年後見制度の利用の促進を行うことができました。 

   市民向けには、両市社会福祉協議会との共催で権利擁護セミナーを開催し、地域における権利擁

護の必要性などについて講演するとともに、より身近に成年後見制度を理解していただくため、今

年度の新たな取り組みとして、成年後見を題材とした劇を地域の障がい者の団体に協力していただ

き、実施することができました。また、事例研修会などを開催することで、福祉関係者の情報交換

やスキルアップをめざす取り組みができました。 

   平成３０年度の法人後見受任業務については、新たに 1件の受任を開始し、計２件の受任をして

おり、必要に応じて、圏域内における成年後見の受任に対応していきたいと考えています。 

   さらに、成年後見制度利用促進法の施行に伴い、両市における基本計画策定支援や中核機関設置

などにむけた検討などに取り組むため、両市との運営協議会や事務担当者会議を定期的に開催しま

した。あわせて県外の先進地から情報や資料の提供をうけ、また、他機関との意見や情報交換など

を実施し、甲賀圏域における成年後見制度の利用促進がはかれるよう、地域の皆様の願いに基づく

活動を展開することができました。 

 

２ 事業に実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

事業名 具体的な事業内容 

（A）当該事業の実施日時 

（B）当該事業の実施場所 

（C）従事者の人数 

（D）受益対

象者の範囲 

（E）人数 

権利擁護、成年

後見に関する

相談事業 

 

成年後見制度に関する

社会福祉士、弁護士、司

法書士による相談を行

った 

 

社会福祉士による相談（相談員 3 名） 

(H30 年 4 月～H31 月年 3 月) 

訪問相談 655 件、電話相談 1,140 件 

来所相談 169 件、その他   224 件 

  計 2,188 件(延べ)（ぱんじー事務所等） 

専門職相談（ぱんじー事務所、湖南市役所） 

弁護士相談  21 人 （弁護士 3 名） 

司法書士相談 8 人 （司法書士 6 名） 

なんでも相談会 38 件（相談件数） 

  H30.7.21 甲賀市で開催（相談員 49 名）   

H31.1.26 湖南市で開催（相談員 37 名） 

 

（D）甲賀

市、湖南市の

住民 

 

（E） 

803 人 

 

 

 

 

 



権利擁護、成年

後見に関する

普及・啓発・研

修事業 

 

 

 

パンフレットの作成や

ホームページの開設、広

報誌の発行、研修会の開

催等を通じて成年後見

制の普及・啓発に努めた 

 

 

ホームページ更新 (法人開設時から) （D）甲賀市、

湖南市の住民 

（E）不特定多数 

「ぱんじー通信」の発行（4 回） 

年間で 4 回発行   

H30.4、H30.7、H30.10、H31.1 の月 

（D）ぱんじー会

員及び関係機関 

（E）400人 

出前講座の開催 

 社会福祉法人甲南会 新人研修会 講師 

参加者 5 人   （H30.4.9） 

 社会福祉法人グロー 新人研修 講師 

   参加者 18 人   （H30.4.13）  

 介護労働安定センター ケアサポート研修

講師 

 参加者 25 人   （H30.4.25） 

 さわらび作業所保護者研修会 講師 

   参加者 20 人   （H30.4.29） 

 地域福祉権利擁護事業 生活支援員 

 新任職員研修         講師  

   参加者 22 人    （H30.6.13） 

介護労働安定センター 出前講座 講師 

  参加者 25 人   （H30.7.11） 

 水口地区ケアマネジャー連絡会 

   民生委員交流会    講師 

   参加者 50 人  （H30.7.13） 

 湖南市居宅介護支援事業者連絡調整会議 

研修会 講師  

   参加者 30 人  （H30.7.19） 

 守山市地域密着サービス事業者集団指導 

              講師 

   参加者 30 人  （H30.8.28） 

 滋賀県障害者虐待防止・権利擁護研究会者 

              講師         

   参加者 30 人  （H30.8.31） 

成年後見申し立てに関する研修会 講師  

   参加者 40 人  （H30.10.4） 

 甲賀地域ご近所福祉推進協議会  

生活支援ボランティア養成講座 講師 

   参加者 20 人 （H30.10.16） 

野洲市高齢者虐待事例勉強会 講師 

  参加者 42 人 （H30.10.19） 

 介護労働安定センターケアサポート講習 

講師 

   参加者 20 人 （H30.10.22） 

 

（D）研修受

講者 

(E)727 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護労働安定センターケアサポート講習 

講師 

    参加者 15 人 （H31.2.8） 

 高島市 第２回成年後見サポートセンター 

     運営委員会 講師  

参加者 18 人（H31.3.11） 

 高島市 第２回相談窓口職員連絡会  

事例検討会 助言者 

     参加者 25 人（H31.3.11） 

 

 

成年後見に関

する事務の提

供 

  

成年後見の申立て支援

を通じて成年後見制度

の利用の利用促進を図

った 

成年後見制度の申立て支援 28 件 

   

（D）申立て

関係者 

（E）70 人 

  

市民後見人の

養成及び支援 

市民後見人の在り方や

それを支える地域の支

援体制等の検討を行い

市民後見人の養成に向

けての基盤づくりに努

めた 

甲賀市及び湖南市社協共催  

市民向け権利擁護セミナー 

参加者 41 名   （H31.2.2） 

支援者支援事業 

① 権利擁護支援事例検討会  

2 回開催 （H30.7.21 参加者 34 名） 

（H31.1.26）参加者 29 名）  

② 親族後見人懇談会 

１回開催 （H30.11.24 参加者 5 名） 

（D）甲賀市、

湖南市の福祉

関係者、住民 

（E）41 人 

 

支援者支援事

業に関しては、

（E）は 63 人 

その他これら

に付随する事

業 

ぱんじーの活動につい

て地域の理解を深める

ための関係機関とのネ

ットワークの構築をめ

ざす取り組みを行った 

支援困難ケースの解決を考える研修会の開催 

参加者 27 名   （H30.9.15） 

ファシリテーター養成講座 

 支援困難ケースのアセスメントとチーム連

携を考える研修会 

 参加者 6 名   （H30.9.15） 

その他圏域の諸会議に参加 

  甲賀地域障害児・者ｻｰﾋﾞｽ調整会議 

  甲賀市、湖南市高齢者・障かい者虐待検

討会  

  滋賀県福祉士会 ぱあとなあ 

   甲賀ブロック 定例会 

  県内なんでも相談会 

  県内の権利擁護センター、成年後見セン

ター連絡会議 

 

（D）社会福

祉関係者等 

（E）関係者 

92 人 

 

 

 

 

 



（２）その他の事業 

     

事業名 具体的な事業内容 

（A）当該事業の実施日時 

（B）当該事業の実施場所 

（C）従事者の人数 

（D）受益対

象者の範囲 

（E）人数 

社会福祉士実

習生受け入れ 

社会福祉士課程におけ

る実習生の受け入れ 

甲南会および甲賀市社会福祉協議会での社会

福祉士課程履修実習生 

（Ａ）3 日(延べ) 

（Ｂ）ぱんじー事務所等 

（Ｃ）4 人(延べ) 

（D）社会福祉関

係者 

（E）2名 

  

３ 実施体制等に関する事項 

（１）総会の開催状況 

総会区分 

（A）開催日時 

（B）開催場所 

（C）出席者等 

 

議事内容 

 

通常総会 （A）6 月 16 日  13 時 30 分～14 時 50 分 

（B）湖南市共同福祉施設 大会議室 

（C）正会員 135 名中 69 名 

    （うち表決委任者 57 名） 

・H29 年度事業報告及び決算案の承認 

・定款の変更案の承認 

・役員の追加選任案の承認  

・H30 年度事業計画および活動予算の

報告 

 

  

（２）理事会の開催状況 

理事会区分 

（A）開催日 

（B）開催場所 

（C）出席者等 

議事内容 

定例理事会 

（A）平成 30年 5月 19 日 

16 時 00 分～18時 00 分 

（B）水口社会福祉センター 

（C）理事総数 9人中 7人出席 

H29 事業報告 

H29 決算報告 

役員追加選任案 

第 6 回通常総会議案 

定例理事会 

（A）平成 30年 9月 22 日 

16 時 00 分～17時 15 分 

（B）水口社会福祉センター 

（C）理事総数 10人中 8人出席 

経理規程の制定案の承認 

パートタイマー就業規則の改正案承認 

職員期末手当、勤勉手当の支給割合案の承認 

定例理事会 

（A）平成 30年 12月 1 日 

16 時 00 分～17時 50 分 

（B）水口社会福祉センター 

（C）理事総数 10人中 8人出席 

H30 補正予算案の承認 

就業規則の一部改正案承認 

給与規程の一部改正案承認 

定例理事会 

（A）平成 31年 3月 23 日 

16 時 00 分～18時 00 分 

（B）水口社会福祉センター 

（C）理事総数 10人中８人出席 

 

H31 事業計画案の承認 

H31 活動予算案の承認  

給与規程の一部改正案承認 

 



（３）事務局職員の状況 

勤務区分 主たる事務所 

常勤職員 3 人 

非常勤職員 2 人 

 

 

（４）社員、支援者等に関する事項                  平成３１年３月３１日現在 

会員区分 会員数 新規入会者数 退会者数 

正会員（社員） 152 人 

 うち 

 ・個人会員 134人 

 ・団体会員 18団体 

 11 人 

 うち 

 ・個人会員  8 人 

 ・団体会員  3 団体 

 17 人 

うち 

・個人会員 17 人 

・団体会員 0 団体 

賛助会員 30 人 

 うち 

 ・個人会員  29 人 

 ・団体会員 3団体 

  6 人  

 うち 

 ・個人会員  3 人 

 ・団体会員  3 団体 

 8 人  

 うち 

 ・個人会員  8 人 

 ・団体会員 0 団体 

 

 








