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ぱあとなあ山口任意後見契約の締結に伴う任意代理契約の締結前報告実施ガイド

ライン
2015/2/8



 

 

一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

組織及び運営に関する規程 
規程第 16号 

2012年 02月 12日制定 

2013年 05月 12日改正 

2017年 02月 11日改正 

2019年 02月 09日改正 

第 1章 総 則 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下、「本会」という。）定款第 

４条第５号に規定する事業について、権利擁護並びに成年後見制度等に関する事業を運営

する組織及び体制に関する基本的事項を定めることを目的とする。 

 

（名称）  

第２条 この事業の名称を、権利擁護センターぱあとなあ山口(以下、「ぱあとなあ山口」 

という。)とする。 

 

（定義） 

第３条 本会のぱあとなあ山口に関する規程において「成年後見人等」とは、成年後見人受

任者、保佐人受任者、補助人受任者をいう。 

２ 本会のぱあとなあ山口に関する規程において「成年後見監督人等」とは、成年後見監督

人、保佐監督人、補助監督人及び任意後見監督人をいう。 

３ 本会のぱあとなあ山口に関する規程において「任意後見人等」とは任意後見人受任者及

び任意後見受任者をいう。 

４ 本会のぱあとなあ山口に関する規程において「未成年後見人」とは、未成年後見人受任

者をいう。 

５ 本会のぱあとなあ山口に関する規程において「未成年後見監督人」とは、未成年後見監

督人をいう。 

６ 本会のぱあとなあ山口に関する規程において、「法人後見等」とは、本会が法人として

実施する法人後見、法人後見監督をいう。 

 

（事業）  

第４条 ぱあとなあ山口は、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）社会福祉の援助を必要とする方の生活と権利の擁護に関すること 

（２）山口家庭裁判所及び支部に対する成年後見人等、成年後見監督人等候補者の名簿登録

及び未成年後見人、未成年後見監督人候補者の名簿追記登録に関すること 

（３）未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見監督人等及び成年後見人等の候補者の推薦に

関すること 

（４）成年後見監督人等及び成年後見人等候補者の名簿登録及び未成年後見人、未成年後見監督

人名簿追記登録に関すること 

（５）未成年後見人及び成年後見人等候補者の養成研修に関すること 

（６）法人後見等に関すること 

（７）会員の支援、会員への苦情等に関すること 

（８）成年後見制度に関する相談事業に関すること 

（９）成年後見制度に関する啓発事業に関すること 

（10）成年後見制度に関する専門職団体、関係機関との連絡･調整に関すること 

（11）公益社団法人日本社会福祉士会「権利擁護センターぱあとなあ」との連携した取り組

みに関すること 



 

 

（12）その他、関連する事業に関すること 

 

第２章 組 織 

第５条 ぱあとなあ山口の運営に関しては、本会定款第 58条第１項及び本会委員会の設置及

び運営に関する規程（以下、「設置運営規程」という。）第３条第 1 項第２号の規定に基

づき、「権利擁護センターぱあとなあ山口運営委員会」（以下、「運営委員会」という。）

を設置する。また、本事業実施のため必要に応じて部会等を置くことができる。 

 

（事務局） 

第６条 ぱあとなあ山口の事務局を、本会事務局内に置く。 

 

（業務監査） 

第７条 本会は、第４条に定める事業を適正に遂行するため、業務監査委員会を設置する。 

２ 業務監査委員会には、２名以上の第三者委員を置く。 

３ 業務監査委員会の構成員の２分の１以上は、弁護士等法律関係者、医療関係者、保健・

福祉関係者、当事者団体等の第三者委員とする。 
４ 第三者委員は、権利擁護センターぱあとなあ山口運営委員長が選任し、理事会の承認を
経て、会長が委嘱する。 

５ 第三者委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合

の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 業務監査委員会は、定期監査の他、会長の求めに応じまたは委員会の判断で随時の監査

を実施する。 

 

（賠償保険） 

第８条 本会は、本事業実施のため、社会福祉士賠償責任保険（Ｂプラン・法人プラン）に

加入するものとする。 

２ 第４条第１項第 6号の事業を実施するときは、同（Ｂプラン・法人プラン）と（Ｃ 

プラン・成年後見業務）に必ず加入するものとする。 

 

第３章 ぱあとなあ山口会員 

（種別） 

第９条 ぱあとなあ山口の会員は、次の構成とする。 

（１）名簿登録会員 
本会が、本会会員で次の各号に掲げる者を、その申請に基づき、審査を経て、成年後見人等

候補者名簿（以下「ぱあとなあ名簿」という。）に登録するものとする。 
ア．成年後見人養成研修（委託集合研修）の修了者 

イ．成年後見人養成研修（通信研修）の修了者 

ウ．成年後見人養成研修（都道府県社会福祉士会研修）の修了者 

エ．成年後見人材育成研修並びに名簿登録研修の修了者 

（２）一般会員 

ア．本条第 1項第 1号における成年後見人養成研修を受講中の者 

イ．本会会員で権利擁護及び成年後見制度に関して相当の関心と活動への意欲があ 

る者 

 

（入会） 

第 10条 名簿登録会員は、別に定めるぱあとなあ名簿登録規程に基づき、名簿登録を行 

い、かつ別に定める入会申込書を提出しなければならない。 

２ 一般会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、委 

員会の承認を受けなければならない。 



 

 

 

（会費） 

第 11条 名簿登録会員は、別に定めるぱあとなあ名簿登録規程に基づき、名簿登録料等 

を納付しなければならない。 

２ 一般会員は、別に定めるぱあとなあ山口の会費に関する規程に基づき、会費を納付 

しなければならない。 

 

（退会） 

第 12条 名簿登録会員は、別に定めるぱあとなあ名簿登録規程に基づき、名簿登録の抹 

消・削除を行うとともに退会届を提出すること。 

２ 一般会員は、運営委員会に別に定める退会届を提出することによりいつでも退会するこ

とができる。 

 

第４章 運営委員会及び全体会議 

（運営） 

第 13条 運営委員会では、同規程第３条の規定に掲げた事業の運営に関する検討及び管理を

行なう。 

 

（委員長） 

第 14条 委員長は、本会理事の職にある者とし、「ぱあとなあ山口」を統括する。 

２ 委員長は、本会規程第２号第 10条に基づき、運営委員会を開催する。 

３ 委員長は、ぱあとなあ山口会員を招集し、原則として年３回以上ぱあとなあ山口全体会

議（以下、「全体会議」という。）を開催する。運営については別に定める。 

 

（副委員長） 

第 15条 運営委員会に副委員長１名以上を置く。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故が生じた場合は、その職務を代理する。副

委員長にも事故が生じた場合には、運営委員の中から職務の代理者を互選する。 

 

（運営委員） 

第 16条 運営委員は、ぱあとなあ山口の会員から委員長が選任し、理事会の承認を得て、 

会長が委嘱する。  

２ 運営委員は各圏域を担当し、「ぱあとなあ山口」会員の支援を担う。支援体制について

は別に定める。 

 

(運営委員の任期) 

第 17条 運営委員の任期は、２年間とし、再任は妨げない。 

２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（運営委員の解任・補充） 

第 18条 運営委員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、ぱあとなあ山口会員の３分の

２以上の議決に基づき、解任を理事会に求めることができる。この場合、その運営委員に

対し、書面又は口頭で議決前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）心身の故障のため職務の遂行に耐えきれないと認められるとき 

（２）職務上の義務違反又は運営委員としてふさわしくない行為があると認められるとき 

２ 運営委員の補充に関しては、委員長が選任し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

 

第５章 服務規律 

(基本原則) 



 

 

第 19条 ぱあとなあ山口会員は、別に定める服務規律を厳守しなければならない。 

 

第６章 苦情解決取扱 

（苦情解決） 

第 20条 ぱあとなあ山口は、本規定第４条に規定する事業に関するものに対し、本会の 

会員もしくは会員以外からの苦情を、適切に解決を図るために、別に必要事項を定め 

ることとする。 

 

（改廃） 

第 21条 この規程を改廃する時には、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１ この規程は、2012年 2月 12日から施行する。 

２ 2013年 5月 12日改正。 

３ 2017年 2月 11日改正。 

４ 2019年 2月 9日改正。 

ただし、未成年後見に関する事業については、2019年 2月 1日より適用する。 



 

一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

会費に関する規程 
規程第17号 

2012年02月12日制定 

2012年08月19日改正 

2013年05月12日改正 

2017年02月11日改正 

2019年02月09日改正 

2020年02月08日改正 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山口

（以下、『ぱあとなあ山口』という。）運営に関する規程第10条の規定に基づき、ぱあ

となあ山口の会費の取扱いについて基本的事項を定めることを目的とする。 

 

（年会費） 

第２条 名簿登録会員の年会費は、別に定めるぱあとなあ名簿登録規程に基づくものとする。 

２ 一般会員の年会費は、3,000円とする。 

３ 一旦納入された年会費は、理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。 

４ 年会費は年度途中の入会でも全額納入するものとする。 

 

（納入方法） 

第３条 一般会員の会費は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下、「本会」という）会

費の引落し口座より自動的に引き落とすこととする。引落の時期については、本会会費の

引落し時期に準ずる。 

２ ぱあとなあ名簿登録者の会費は、本会会費の引落し口座より自動的に引き落とすことと

する。引落は、8月 12日（12日が土・日・祝日の場合は金融機関の翌営業日に引落）とす

る。引落ができなかった方は、振込による納入とする。 
３ 口座引落手数料（110円+消費税額分）は、個人負担とする。 

４ 本会事務局は、会費の徴収に関し、原則個別に請求書の発行等特別な事務処理は行わ

ないものとする。なお、納入が確認できない場合は、本会事務局は督促するものとする。 

 

（会費支出対象） 

第４条 会費を支出する事業の対象とは、次の各号に掲げるものとする。 

（１）未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人等及び成年後見監督人等の候補者調整

に関すること 

（２）ぱあとなあ山口が主催する研修・会議等に関すること 

（３）ぱあとなあ山口運営に関する規程第５条の「権利擁護センターぱあとなあ山口運営委

員会」（以下、「運営委員会」という。）による会員への支援等に関すること 

（４）成年後見制度に関する専門職団体、関係機関との連絡･調整・会議等出席に関すること 

（５）ぱあとなあ名簿登録審査に関すること 

（６）業務監査委員会に関すること 

（７）ぱあとなあ活動報告に関すること 

（８）本会事務局の運営に関すること 

（９）その他、運営委員会が必要と認める事業に関すること 

 

（範囲） 

第５条 この規程によって受けることができる費用は、予算の範囲内において、次の各号に

定めるものに限る。 



 

（１）同規程第４条（１）に従事する場合 

①候補者調整１件につき、通信運搬費として５００円。ただし、すでに候補者が決まってい

る場合は除く。 

②旅費交通費。 

（２）同規程第４条（２）に従事する場合 

①運営委員会開催に係る運営委員の旅費交通費。 

②会場費等の賃借料。 

③講師等への謝金・旅費交通費。 

④資料等の印刷製本費。 

（３）同規程第４条（３）に従事する場合 

①会員への支援１件につき、５００円。 

②旅費交通費。 

（４）同規程第４条（４）に従事する場合 

①旅費交通費。 

（５）同規程第４条（５）に従事する場合 

①審査会開催に係る運営委員の旅費交通費。 

②会場費等の賃借料。 

（６）同規程第４条（６）に従事する場合 

①業務監査委員１回 5,000円 

②会場費等の賃借料。 

（７）同規程第４条（７）に従事する場合 

①活動報告書における受任件数１件につき 200円をチェックに加わった担当者で案分する。 

（８）同規程第４条（５）に従事する場合 

①本会事務局の運営に関する経費全般。 

（９）その他の経費で、運営委員会が特に必要と認めたもの。 

 

（講師等への諸謝金） 

第６条 講師等への謝金支払いは、一般社団法人山口県社会福祉士会講師等謝金払規程に基

づき行う。 

 

（交通費） 

第７条 交通費は、会務に参加するために順路によって要する船賃、鉄道運賃、バス運賃、

航空運賃の実費を支給する。なお車の場合は、自宅から開催地までの往復距離を１ｋｍ20

円として計算する。ただし、片道 10㎞未満の場合は、交通費を支給しないものとする。 

２ 車の場合の距離については、Webで検索した距離とする。なお、小数点以下は四捨五入

とする。 

３ 車の場合については、片道75㎞以上の場合は、高速道路・有料道路利用料金の実費を

加算するものとする。 

４ 前項の鉄道運賃は、普通料金に特別料金（座席指定料金、急行料金、特急料金等）を加

えた額とする。 

５ やむを得ない事情によりタクシーを利用した場合は、タクシー利用料金を加算する。 

 

（費用の請求） 

第８条 同規程第５条（２）の①及び（３）費用を受けようとする者は、別に定める「報告

書」を、本会事務局に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。 

 

（費用の支払） 

第９条 同規程第５条に関する費用の支払いの内、同規程第５条（６）の①以外については、

年度末に一括して支払うものとする。 



 

 

（報告書） 

第10条 提出された報告書については、年度ごとに集計・整理して会員に報告しなければな

らない。 

 

（改正） 

第 11条 この規程を改正するときは、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１ この規程は、2012年4月1日から施行する。 
２ この規程は、2012年8月19日から施行する。ただし、第５条の範囲における費用弁償に

ついては、2012年4月1日から適用する。 

３ 2013年5月12日改正。 

４ 2017年2月11日改正。 

５ 2019年 2月 9日改正。 

ただし、未成年後見に関する事業については、2019年2月1日より適用する。 

６ 2020年2月8日改正。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

事務局の組織及び運営に関する規程 

規程第18号 

2012年02月12日制定 

2017年02月11日改正 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下「本会」という。）「権 

利擁護センターぱあとなあ山口」（以下、「ぱあとなあ山口」という。）の組織及び運営

に関する規程第５条の規定に関する基本的事項を定めることを目的とする。 

 

（設置場所） 

第２条 事務局は、本会事務所内に置く。 

２ 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、理事会の決定により、他の場所に臨時

の事務局を置くことができる。 

 

（事務） 

第３条 事務局は、次の各号に定める事務を処理する。 

（１）ぱあとなあ山口会員の情報の管理に関すること 

（２）公益社団法人日本社会福祉士会及びその他の内部組織との連絡調整に関するこ 

   と 

（３）ぱあとなあ山口の文書の管理に関すること 

（４）ぱあとなあ山口の会費の管理に関すること 

（５）事務所の維持管理に関すること 

（６）その他の庶務 

２ 事務局は、前項各号に定める事務のほか、資料の作成その他必要な事業を行う。 

 

（改正） 

第４条 この規程を改正するときは、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１ この規程は、2012年 2月 12日から施行する。 

２ 2017年 2月 11日改正。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

運営委員会の組織及び運営に関する規程 
規程第19号 

2012年02月12日制定 

2013年05月12日改正 

2019年02月09日改正 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下「本会」という。）「権利擁護

センターぱあとなあ山口」（以下「ぱあとなあ山口」という。）の組織及び運営に関する規

程第５条の規定に基づき、ぱあとなあ山口の事業を円滑に実施するための運営委員会の設

置及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。 

 

（運営委員会の組織）  

第２条 運営委員会は、運営委員長１名、副委員長１名以上、運営委員５名以上をもって組 

織する。 

２ 運営委員は、委員長が権利擁護センターぱあとなあ山口の組織及び運営に関する規程第

16号第９条の名簿登録会員の中から選任し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

３ 運営委員会は、「ぱあとなあ山口」の事業遂行のため、必要な部会又はチーム等を設置

することができる。 

４ 運営委員会は、メーリングリストを活用して情報共有や未成年後見人、未成年後見監督

人、成年後見監督人等及び成年後見人等推薦の調整をおこなう。なお、本会の役員がぱあ

となあ山口の運営を把握する目的で、メーリングリストに本会の会長・副会長・事務局長

を加えることとする。 

 

（会議）  

第３条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。  

２ やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項

について書面又は電磁的方法をもって表決することが出来る。 

３ 運営委員会の決議は、決議に加わることが出来る運営委員の３分の２以上に当たる多数

をもって決する。 

４ 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事に加わるこ

とができない。 

５ 運営委員が、運営委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その

提案について、決議に加わることが出来る運営委員の全員が書面又は電磁的方法により同

意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の運営委員会の決議があったものとす

る。 

６ 委員長は運営委員会終了後、その内容を全体会議に報告するものとする。 

 

（改正） 

第４条 この規程を改正するときは、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附則  

１ この規程は、2012年2月12日から施行する。 

２ 2013年5月12日改正。 

３ 2019年 2月 9日改正。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

全体会議の組織及び運営に関する規程 

規程第 20号 

2012年 02月 12日制定 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下「本会」という。）「権利擁護

センターぱあとなあ山口」（以下「ぱあとなあ山口」という。）の組織及び運営に関する

規程第４条の規定に基づき、ぱあとなあ山口全体会議を円滑に実施するため基本的事項を

定めることを目的とする。 

 

（会議）  

第２条 ぱあとなあ山口全体会議は、名簿登録会員及び一般会員（以下「会員」という。） 

でもって構成する。 

２ 全体会議は、必要に応じ委員長が招集し、開催することができる。 

（２）会員の 10分の１以上を有する会員又は、２名以上の運営委員は、委員長に対し、招 

集の理由を示して、ぱあとなあ山口全体会議招集の請求をすることができる。 

３ 議長は、委員長が務める。 

４ 全体会議の定足数は、会員の総数の２分の１以上とする。 

５ やむを得ない理由のため全体会議に出席できない者は、あらかじめ通知された事項につ 

いて書面又は電磁的方法をもって表決し、または委員長への委任状をもって出席にかえる

ことができる。 

６ 全体会議の議決は、決議に加わることが出来る会員の過半数をもって決する。なお、可

否同数の場合は議長の決するところによる。 

７ 全体会議の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事に加わることがで

きない。 

８ 委員長は、全体会議後、その内容を必要に応じ本会理事会に報告するもののとする。 

 
（会員の権限） 

第３条 全体会議は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）ぱあとなあ山口に関する各規定の改廃 

（２）入会の基準及び会費の額 

（３）運営委員の選任及び解任 

（４）各事業年度の事業計画及び予算 

（５）各事業年度の事業報告及び収支報告 

（６）運営委員会において全体会議に付議した事項 

 

（改正） 

第４条 この規程を改正するときは、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１ この規程は、２０１２年２月１２日から施行する。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 

権利擁護センターぱあとなあ山口 

ぱあとなあ山口に所属する正会員に対する倫理綱領に関する規程 
規程第 21号 

2012年 02月 12日制定 

2013年 05月 12日改正 

2017年 12月 09日改正 

2019年 02月 09日改正 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下、「本会」という。）の権利

擁護センターぱあとなあ山口（以下、「ぱあとなあ山口」という。）に所属する正会員（以

下、「会員」という。）に対する相談・苦情などの連絡を受けたときに対応する手続きを

規定し、もって会員の社会福祉士の倫理の維持・向上を図ることを目的とする。 

 

（対象とする相談・苦情） 

第２条 この規程で対象とする相談・苦情などは、「権利擁護センターぱあとなあ山口」の

組織及び運営に関する規程第４条に基づき実施する事業に関するものとする。 

 

（相談・苦情対応責任者） 

第３条 相談・苦情対応の責任を明確にするため、ぱあとなあ山口に相談・苦情責任者を置

く。 

２ 相談・苦情責任者は、委員長及び副委員長がその任に当たる。 

 

（相談・苦情対応委員会） 

第４条 相談・苦情などへの適切な対応を図るため、ぱあとなあ山口に相談・苦情対応委員

会を置く。 

２ 相談・苦情対応委員は、相談・苦情対応責任者と相談・苦情を受けた会員が所属する圏域の

運営委員がその任に当たる。 

 

（相談・苦情受付窓口、相談・苦情受付担当者） 

第５条 ぱあとなあ山口に相談・苦情受付窓口を設置し、相談・苦情受付担当者を配置する。 

２ 相談・苦情受付窓口は、本会事務局とする。 

３ 相談・苦情受付担当者は、ぱあとなあ山口の運営委員と本会事務局職員がその任に当た

る。 

 

（受付） 

第６条 相談・苦情受付担当者は、相談・苦情などを受けたときは、様式１「相談・苦情受付

票」に記録する。 

２ 様式１「相談・苦情受付票」は、速やかに相談・苦情窓口に提出する。 

３ 相談・苦情窓口は、様式 2「相談・苦情対応記録」に対応の経過を記録する。 

 

（伝達） 

第７条 相談・苦情受付担当者は、受け付けた相談・苦情などはすべて相談・苦情対応責任

者に報告する。 

 

（対応） 

第８条 相談・苦情対応責任者は、速やかに相談・苦情対応委員会を開催し、相談・苦情など

への対応を協議する。 



２ 相談・苦情対応委員会は、原則として１か月以内に、相談・苦情の審査を開始または開始

しない決定を行い、相談・苦情申出者へ文書又は口頭にて通知する。 

３ ただし、回答が１か月を超える見込みのある場合は、予め相談・苦情申立者に遅廷の理

由と回答時期について説明し、了解を求めるものとする。 

４ 本会規程第 12号に基づいた対応が必要と判断した場合は、速やかに本会の苦情解決責任

者に報告する。 

５ 未成年被後見人及び成年被後見人等の権利擁護のために緊急を要する場合には、本会規

程第 12 号に定める苦情対応責任者は、本会規程第 12 号に定める苦情対応委員会の決議の

下、別に定める支援、指導、措置基準に基づき、未成年被後見人及び成年被後見人等の権

利擁護に努めなければならない。 

 

（事実確認） 

第９条 相談・苦情対応委員会は、相談・苦情申立者及び相談・苦情申立を受けた会員から 

事情聴取する。 

２ 相談・苦情対応責任者は、事情を聴取する際に、第三者の専門家等を同席させることが

できる。 

 

（審査） 

第10条 相談・苦情対応委員会は、事実確認した内容をもとに、別に定める支援、指導、措

置基準に基づき、会員への支援、指導、措置する内容を検討する。 

 

（審査結果の通知） 

第11条 会員への支援、指導、措置する内容を決定した場合、原則として１か月以内に、相

談・苦情申立者及び相談・苦情申立を受けた会員に審議結果を文書又は口頭にて通知する。 

２ ただし、通知が１か月を超える見込みのある場合は、予め申立者に遅廷の理由と回答時

期について説明し、了解を求めるものとする。 

 

（再審査請求及び不服申立） 

第12条 相談・苦情申立者は、処分の決定報告を受けた後30日以内に再審査請求をすること

ができ、相談・苦情責任者に請求をするものとする。 

２ 相談・苦情申立を受けた会員は、処分の決定通知を受けた後30日以内に不服申立をする

ことができ、相談・苦情責任者に不服申立するものとする。 

３ 第 1項第 2項に定められた期間内に再審査請求及び不服申立がなされなかったときには、

決定は確定する。 

 

（報告） 

第 13条 相談・苦情対応責任者は、受付けた相談・苦情及び対応の結果について、ぱあとな

あ山口の運営委員及び直近の理事会に報告するものとする。 

２ 相談・苦情対応責任者は、個人情報に関するものは除き、ぱあとなあ山口会員の資質向

上を図る目的として、受付けた相談・苦情及び対応の結果について、直近のぱあとなあ山

口全体会議に報告するものとする。 

 

（改廃） 

第 14条 この規程を改廃するときは、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附 則 

１．この規程は、2012年 2月 12日から施行する。 

２．2013 年 5 月 12 日改正。 



３．2017年 12月 9日改正。 

４．2019年2月9日改正。 



 

 

一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

ぱあとなあ名簿登録規程 
規程第 36号 

2013年 05月 12日制定 

2017年 02月 11日改正 

2019年 02月 09日改正 

2019年 08月 24日改正 

（目的） 

第１条 本規程は一般社団法人山口県社会福祉士会（以下、「本会という」）「権利擁護セン

ターぱあとなあ山口」（以下、「ぱあとなあ山口」という。）の組織及び運営に関する規程

に基づき、所属する会員の適切な成年後見業務の執行を確保することを目的として、ぱあ

となあ山口の組織及び運営に関する規程第 16 号第４条第１項第２号から同第５号の事業

の実施について必要な事項を定める。 

 

（名簿登録） 

第２条 本会は、次の各号に掲げる者を、その申請に基づき、審査を経て、成年後見人等候

補者名簿に登録するものとする。（以下「ぱあとなあ名簿登録」という。） 

（１）所属する会員で、成年後見人養成研修（委託集合研修）の修了者 

（２）所属する会員で、成年後見人養成研修（通信研修）の修了者 

（３）所属する会員で、成年後見人養成研修（都道府県社会福祉士会研修）の修了者 

（４）所属する会員で、成年後見人材育成研修並びに名簿登録研修の修了者 

２ 同条第１項（１）から（４）までの会員で未成年後見人候補者の養成研修修了者は、未成

年後見人、未成年後見監督人候補者としてぱあとなあ名簿登録に追記登録することができ

る。（以下「ぱあとなあ名簿追記登録」という。） 

３ 本会が、ぱあとなあ山口の組織及び運営に関する規定第４条第１項第 6 号の事業の事務

執行者として任命する者は、ぱあとなあ名簿登録している者とする。 

 

（名簿登録事項） 

第３条 本会は、ぱあとなあ名簿登録及びぱあとなあ名簿追記登録の登録を次の各号の内容

をもって行うものとする。 

（１）申請者の氏名、生年月日、住所 

（２）申請者の会員番号 

（３）成年後見人等候補者養成研修受講者番号、未成年後見人候補者養成研修受講者番号 

２ 本会は、必要に応じて前項に規定する以外の項目を名簿登録及び名簿追記登録事項とす

ることができる。この場合は、名簿登録申請者にあらかじめ告知し、同意を得るものとす

る。 

３ 名簿登録及び名簿追記登録申請書及び名簿登録及び名簿追記登録内容変更に関する様式

は、所定の様式で提出しなければならない。 

 

（抹消） 

第４条 本会は、成年後見監督人及び成年後見人等であるときを除き、ぱあとなあ名簿登

録者から抹消の申請があった場合はぱあとなあ名簿から登録を抹消するものとする。 

２ 本会は、未成年後見人、未成年後見監督人であるときを除き、ぱあとなあ名簿追記登

録者から抹消の申請があった場合は、ぱあとなあ名簿から追記登録を抹消するものとする。 

３ 名簿登録及び追記登録抹消に関する届出は、所定の様式で提出しなければならない。 

４ 抹消申請者が、次条第１項第３号又は第４号に該当するときは登録抹消に応じず、同条

同項に基づき登録名簿から削除することができる。 

５ 前項にかかわらず、次の場合は名簿登録並びに名簿追記登録抹消及び退会することができな



 

 

い。 

（１）苦情を申立てられ、または苦情対応委員会、理事会等で会員としての身分について審議中の

者 

（２）その他運営委員会が名簿登録抹消及び退会を認めることが不当と判断する者 

 

（削除） 

第５条 本会は、ぱあとなあ名簿登録のうち次の各号に該当する者は、ぱあとなあ名簿登録

から削除するものとする。 

（１）本会の会員資格を喪失したとき。 

（２）本会の懲戒基準規則により戒告以上の懲戒処分を受けたとき。 

（３）民法８４６条の解任及び民法８４７条の欠格事由に相当するとき。 

（４）同規程第１０条の名簿登録者の義務を守らないとき。 

２ 本会は、前項の規定によりぱあとなあ名簿から削除した者について、その事実を家庭裁

判所に報告することができる。 

３ 第１項第４号に該当する者の削除に当たって、未成年後見人、未成年後見監督人、成年

後見監督人及び成年後見人等であるときは、該当する者が家庭裁判所に辞任の許可の審

判の申立てを行い、後任者が確定していなければならない。 

 

（再登録） 

第６条 本会は、第４条に基づき登録を抹消した者から再登録の申請があったときは、審査

を経て、ぱあとなあ名簿に再登録及び再追記登録することができる。 

２ 再登録及び再追記登録に関する様式は、所定の様式で提出しなければならない。 

 

（ぱあとなあ名簿の登録期間及び名簿登録更新） 

第７条 ぱあとなあ名簿登録有効期間は、各年度の４月１日から翌年３月３１日までの１年

間とする。登録初年度については、登録日からその直近の３月３１日までとする。 

２ ぱあとなあ名簿登録者の次年度の更新申請は、各年度の２月１日から同月末日までの期

間に行うものとする。 

３ 本会は、ぱあとなあ名簿登録の更新にあたって『ぱあとなあ山口名簿登録者更新研修』

の受講を義務とする。 

４ 同規程第２条第２項の追記登録の更新にあたって『ぱあとなあ山口名簿追記登録者更新

研修』の受講を義務とすることができる。 

 

（審査） 

第８条 ぱあとなあ山口の組織及び運営に関する規程第 16 号第５条の運営委員会は、

名簿登録、更新、再登録申請に基づき、当該年度の登録を認めるか否かを審査する。 

２ 審査は、原則として４月に行い、登録日は各年度の４月１日とする。年度途中の審査に

ついては、別に定める。 

３ 審査は、次に掲げる項目について行うものとする。 

（１）同規程第 10条の名簿登録者の義務の厳守状況 

（２）苦情申立てまたは裁判などの有無及びその状況 

（３）過去の名簿登録の削除の有無及びその事情  

４ 審査にあたっては、前項の審査項目を総合的に評価し、名簿登録及び名簿追記登録の可

否を決定するものとする。 

５ 審査により名簿登録、名簿追記登録及び更新を認められないとされた者については、家

庭裁判所にその事実を報告することができる。 

６ 登録を認められない者に対しては、理由を付して通知する。 

 

（活動状況の把握・活動報告） 



 

 

第９条 本会は、ぱあとなあ名簿登録及びぱあとなあ名簿追記登録している者の活動状況を

把握するため、ぱあとなあ名簿登録及びぱあとなあ名簿追記登録している者に対して年２

回の活動報告（以下、「定期報告」という。）を提出させるものとする。そのうち１回は、

各年度の２月１日から同月末日までの間に行うものとする。ただし、未成年後見人、未成

年後見監督人、成年後見監督人等、成年後見人等及び任意後見人等活動を開始したときは、

審判確定後速やかに初回報告を提出することとする。 

２ 活動報告に関する様式は、所定の様式で提出しなければならない。 

３ 本会は、次の各号に該当するときは、前項の提出期間に関わらず活動報告書の提出を求

めることができる。この場合は、あらかじめ名簿登録者に告知するものとする。 

（１）定期報告以外の報告書の提出が必要と認めたとき 

（２）未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見監督人等、成年後見人等及び任意後見人

等活動を終了したとき。 

（３）引き継ぎ事務が完了したとき。 

（４）任意後見契約を締結したとき。 

（５）任意後見契約を締結しようとするとき（任意後見契約の締結に伴う任意代理の委任契

約の締結を含む。） 

４ 本会は、第１項の定期報告以外に、適宜、面談（グループ面談含む）による活動状況の把

握ができるものとする。 

５ 本会は、第１項の活動報告について必要な事項を日本社会福祉士会に報告するものとす

る。 

６ 本会は、第１項及び第４項の活動状況について、ぱあとなあ名簿登録及びぱあとなあ名

簿追記登録している者の氏名も含め、山口家庭裁判所及び支部に情報提供するものとする。 

 

（名簿登録者の義務） 

第１０条 名簿登録者は、名簿登録者にふさわしい人格、識見及び倫理観をもって、真摯かつ誠

実に後見活動に従事しなければならい。 

２ 名簿登録会員は、未成年被後見人、成年被後見人等の状態を常に把握し、適切な身上監 

護業務を行なうために、原則月 1回の面会を行わなければならない。 

３ 同規程第 12条に定める名簿登録料等を納めること。 

４ 日本社会福祉士会社会福祉士賠償責任保険（Ｃプラン：成年後見業務、Eプラン：未成年

後見業務）（以下、「ぱあとなあ保険」という。）に加入し、保険料を支払うこと。 

５ 同規程第９条に定める活動報告を行うこと。 

６ ぱあとなあ名簿登録を希望する者は、本会が行う『ぱあとなあ山口名簿登録更新研修』

を受講すること。 

７ ぱあとなあ名簿追記登録を希望する者は、本会が『ぱあとなあ山口名簿追記登録更新研

修』を開催した場合は、受講すること。 

８ ぱあとなあ名簿登録及びぱあとなあ名簿追記登録内容を、ぱあとなあ山口運営委員会、

日本社会福祉士会、家庭裁判所及び未成年後見人、成年後見人等の候補者情報を必要と

する個人もしくは団体に提供することを承認すること。 

９ ぱあとなあ山口会員の服務規律に関する細則に定めている事項を厳守しなければならな

い。 

 

（名簿登録者及び名簿追記登録者に対する支援） 

第１１条 本会は、ぱあとなあ名簿登録及びぱあとなあ名簿追記登録している者が質の高い適正

な未成年後見事務、成年後見事務を遂行できるよう必要な支援を提供するものとする。 

２ 本会は、第９条に定める活動報告を点検し、活動実態の把握と必要な指導助言を行うも

のとする。 

３ 本会は、日本社会福祉士会と前２項における支援又は指導助言等に関して、連携、協力

することができるものとする。 



 

 

４ 本会は、山口家庭裁判所及び支部と第１項における支援に関して、連携、協力すること

ができるものとする。 

 

（名簿登録料等） 

第１２条 名簿登録者は、下記の名簿登録料等を納付しなければならない。納付方法につい

て別に定める。 

（１）名簿登録料    １０，０００円 

（２）ぱあとなあ山口会費 ３，０００円 

（３）本会規程第 37号に定める事業運営負担金 

２ 本会は、前項の名簿登録料等を下記の費用に充てる。 

（１）ぱあとなあ山口の運営費 

（２）日本社会福祉士会の「都道府県社会福祉士会負担金」及び「名簿登録徴収事務委託

費」 

（３）ぱあとなあ保険の基礎保険料及び被害者救済基金拠出金 

 

（名簿の管理と活用） 

第１３条 ぱあとなあ名簿は、本会の管理のもとにおくものとする。 

２ 本事業の目的遂行のため、次の各号に掲げるぱあとなあ名簿の提出を行うものとする。 

（１）管轄する家庭裁判所への提出 

（２）日本社会福祉士会への提出 

 

（改廃） 

第１４条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を経なければならない。 

 

附則 

（施行期日） 

１．２０１３年５月１２日から施行する。 

（研修実施の留保） 

２． 第２条第１項第３号の研修（成年後見人養成研修・都道府県研修）については、２０１３年

度は実施しないものとする。 

３．第７条第３項の研修（更新研修）については、２０１３年度は実施しないものとする。 

４．2017年 2月 11日改正。 

５．2019年 2月 9日改正。 

ただし、未成年後見に関する事業については、2019年 2月 1日より適用する。 

６．2019年 8月 24日改正。 



一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山口 

事業運営受任負担金に関する規程 

規程第37号 

2015年02月08日制定 

2017年02月11日改正 

2019年02月09日改正 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山口（以

下、「ぱあとなあ山口」という）が行う事業の財源を確保し、もってぱあとなあ山口の成年

後見人等候補者名簿に登録した者及び未成年後見人候補者としてぱあとなあ名簿登録に追

記登録した者（以下、「名簿登録者」という）に対する支援の充実を図るため、成年後見人

等、成年後見監督人等、任意後見人等、未成年後見人及び未成年後見監督人を受任してい

る名簿登録者は事業運営負担金（以下、「受任負担金」という）を当会に納めることに関す

る基本的事項を定めることを目的とする。 

２ 名簿登録者から納められた受任負担金は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下、「本

会」という）が雇用するぱあとなあ山口 専属事務員（以下、「事務員」という。）の賃金に

充てるものとする。 

 

（受任負担金の対象） 

第２条 名簿登録者は、社会福祉士の資格をもって、社会福祉士賠償責任保険（Ｃプラン：

成年後見業務、Eプラン：未成年後見業務）の適用となる、次に掲げる立場で活動している

場合に、前条の規定に基づき受任負担金を納めることとする。 

（１）未成年後見人、成年後見人，保佐人，補助人 

（２）未成年後見監督人、成年後見監督人，保佐監督人，補助監督人，任意後見監督人 

（３）任意後見人（任意後見受任者を含む） 

（４）任意後見契約に伴う委任契約に基づいた任意代理人 

 

（算定基準） 

第３条 納入額の算定方法は，事務員の実人件費分を２月活動報告時の受任件数で割り，１

件あたりの受任負担金額を算定する。 

 

（納入方法） 

第４条 名簿登録者は，前条に基づき算定された受任負担金の額を、本会の会費の引落し口

座より自動的に引き落とすこととする。引落の時期については、本会会費の引落し時期に

準ずる。 
２ 口座引落手数料（１１０円+消費税額分）は、個人負担とする。 

３ 本会事務局は、受任負担金の徴収に関し、原則個別に請求書の発行等特別な事務処理は

行わないものとする。なお、納入が確認できない場合は、本会事務局は督促するものとす

る。 

４ 名簿登録規程第４条に基づき名簿登録を抹消する場合は，受任負担金を納めていない期

間にかかる受任負担金を速やかに申告し納めなければ，名簿登録を抹消することができな

い。 

５ 納入する受任負担金があるにもかかわらず納入しない者については、ぱあとなあ山口全

体会議において名簿を公表するとともに，新規受任は出来ないこととする。 

 

（改廃） 

第５条 この規程を改廃するときは，理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 



１．この規程は，2015年 4月 1日から施行する。 

２．2017年 2月 11日改正。 

３．2019年 2月 9日改正。ただし、未成年後見に関する事業については、2019年 2月 1日よ

り適用する。 



 

 

一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

尾崎邦子氏の寄付金の活用に関する規程 
規程38号 

2015年02月08日制定 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山口 

（以下、『ぱあとなあ山口』という。）が、故尾崎邦子氏から寄せられた寄付金を適切 

に活用することを目的に制定する。 

 

（寄付の活用対象） 

第２条 この寄付金を活用する事業の対象とは、次の号に掲げるものとする。 

（１）一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山口の広報に関するこ 

   と 

（２）成年後見制度無料相談会開催に伴う経費 

   ①会場賃借料 

   ②人件費 

▽相談会１回あたり謝金 5,000円 

▽交通費（本会規程に準ずる） 

   ③資料等作成費 

（３）成年後見制度に関する研修会・セミナーの開催に伴う経費（会員向け研修も含む） 

（４）成年後見等受任者養成に関する経費 

（５）その他運営委員会が必要と認めた事業 

 

（活用申請） 

第３条 この寄付金を活用し、同規程第２条の事業を実施するには、別に定める「申請書を、 

本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。 

 

（報告書） 

第４条 寄付金を活用し事業を実施した後は、別に定める「報告書」を、本会事務局に提出 

し、理事会で報告しなければならない。 

 

（改正） 

第５条 この規程を改正するときは、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１．この規程は、２０１５年２月８日から施行する。 
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一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

成年後見受任に関する規程 
規程第 39号 

2016年 02月 13日制定 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山口（以 

下、「ぱあとなあ山口」という。）が行う成年後見人等推薦に関する事項及び成年後見人 

等受任に関する事項を定め、成年後見人等候補者推薦が速やか、且つ公平に行われるよう 

に定めるものとする。 

 

（候補者選考上の注意事項） 

第２条 成年後見人等の推薦を行うにあたり、ぱあとなあ山口運営委員（以下、「運営委員」 

という。）は次の事項に注意し、候補者を選考する。 

（１）「社会福祉士の倫理綱領」及びこれに基づく「社会福祉士の行動規範」を遵守し、諸 

規程、運営委員会の指示命令を誠実に守っていること。 

（２）経験者が適任である困難ケースなどは除き、原則として未受任者を優先し、活動地域・ 

ぱあとなあ山口の全体会議・弁護士との連絡協議会・各圏域で行われる勉強会・名簿 

登録者継続研修等の参加履歴を考慮し選考する。 

（３）審判待ちや家庭裁判所への初回報告書提出前の状態の名簿登録者には、原則として推

薦を避ける。特に初任者については確定後３か月程度経過し、活動が安定するまで、

次の推薦は控える。 

（４）急激に受任件数が増えている名簿登録者，受任件数が非常に多い名簿登録者について

は、受任が可能かどうかを相談し、状況を確認した上で選考する。 

（５）受任ケースを自己都合で辞任した名簿登録者には、一定期間推薦を見合わせることが 

   できる。 

２ 成年後見人等の推薦を行うにあたり、次の事項に該当する者は原則推薦しないこととす 

る。 

（１）「社会福祉士の倫理綱領」及びこれに基づく「社会福祉士の行動規範」を遵守できて

いない恐れがあると推測される場合。 

（２）報告書、伝聞、風評を含むあらゆる情報・状況から適正な支援活動ができていない恐

れがあると推測される場合。 

（３）受任後に、本人と利益相反の起こりうる可能性及び利益誘導が疑われる可能性がある 

場合。 

３ 成年後見人等の推薦を行うにあたり、次の事項に該当する者は推薦しないこととする。 

（１）懲戒処分を受けた会員で改善指導等に応じない場合。 

（２）ぱあとなあ名簿登録規程第 36号第 9条に定める活動報告の提出状況や活動内容が不適 

切な場合。 

 

（成年後見人等の推薦） 

第３条 成年後見人等の推薦を行う場合、運営委員は次の点に注意すること。 

（１）該当する圏域の運営委員は、圏域内の権利擁護センターぱあとなあ山口後見人候補者名

簿に登録した者（以下、「名簿登録者」という）に成年後見人等候補者紹介を行い、受任

の意向を確認すること。 

（２）各圏域の運営委員は、圏域内の名簿登録者の状況（受任数、受任可能な件数など）の 

把握に努め、候補者選考時の参考にすること。 

 

（推薦後の注意事項） 

第４条 名簿登録者は、成年後見人等に推薦された場合には次の点に注意する。 
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（１）ぱあとなあ山口から家庭裁判所に推薦された後に受任を辞退することは、ぱあとなあ 

山口の信用を失墜させることに繋がるため、推薦された後の受任辞退は原則禁止とす 

る。 

（２）受任後、家庭裁判所からの連絡があった場合、その場で対応できない時は必ず折り返 

し連絡を入れること。 

（３）受任後、判断に迷う事項が発生した場合には、圏域の運営委員または家庭裁判所書記 

官に相談すること。 

（４）ぱあとなあ山口の全体会議、弁護士との連絡協議会、その他各圏域で行われる勉強会

等には積極的に出席し、自己研鑽に励むこと。 

 
（改廃） 

第５条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１．この規程は，2016年 2月 13日から施行する。 

 

 



細則 02号 

一般社団法人山口県社会福祉士会 

苦情解決委員会の運営等に関する細則 
 

細則第 2 号 

2011 年 02 月 19 日制定 

2012 年 05 月 13 日改正 

 

（目的） 

第１条 この細則は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下「本会」という。）苦情

解決に関する規程第５条４項の規定に基づき、苦情解決委員会（以下「委員会」とい

う。）の運営等に関する必要な細目事項を定めることを目的とする。 

 

（職務） 

第２条 委員会は、苦情解決責任者の報告を基に、事実関係の確認及び具体的対応策を

審議する。 

 

（第三者委員） 

第３条 委員会に、公正中立の立場から助言する２名以上の第三者委員を置く。 

２．第三者委員は、弁護士、学識経験者等の中から選任し、理事会の承認を経て、会長

が委嘱する。ただし、本会会員及び役職員は選任しないものとする。 

３．第三者委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた

場合の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（費用弁償） 

第４条 本会苦情解決委員が事実関係の確認及び具体的対応策を審議に出席した場合は、 

旅費交通費として一般社団法人山口県社会福祉士会費用弁償に関する規則第４条に基 

づき支給するものとする。 

２．第三者委員が事実関係の確認及び具体的対応策の審議に出席した場合は、１回 

につき 5,000 円を支給するものとする。 

 

（会議） 

第５条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２．委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席委員には第三 

者委員が１名以上含まれていなければならない。 

 

（守秘義務） 

第６条 委員会の委員は、その職に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を 

退いた後も同様とする。 

 

（その他） 

第７条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は理事会において別に定める。 

 

（改廃） 

第８条 この細則を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 



細則 02号 

附則 

１．この細則は、２０１１年２月１９日から施行する。 

２．この細則は、２０１２年５月１２日から施行する。ただし、第４条費用弁償につい 

て、２０１１年２月１９日から適用する。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

会員の服務規律に関する細則 

細則第06号 

2012年02月12日制定 

2013年05月12日改正 

2017年02月11日改正 

2019年02月09日改正 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下「本会」という。）「権利擁護

センターぱあとなあ山口」（以下、「ぱあとなあ山口」という。）の組織及び運営に関す

る規程第５章の規定に基づき、ぱあとなあ山口の会員の服務規律に関する必要な細目事項

を定めることを目的とする。 

 

(基本原則) 

第２条 ぱあとなあ山口会員は、「社会福祉士の倫理綱領」及びこれに基づく「社会福祉

士の行動規範」を遵守し、ぱあとなあ山口諸規定、運営委員会からの助言・指導事項を

誠実に守り、ぱあとなあ山口の事業運営に積極的に協力するとともに、社会福祉士が取

り組むべき権利擁護並びに成年後見活動について、自らの資質向上に努めなければなら

ない。 

 

（服務の遵守事項）  

第３条 ぱあとなあ山口会員の一般会員並びに名簿登録会員は、次の各号に掲げる事項を守

らなければならない。 

（１）「社会福祉士の倫理綱領」に基づく「社会福祉士の行動規範」を遵守すること。 

（２）本会、ぱあとなあ山口及び社会福祉士の名誉・信用を傷つけないこと。 

（３）業務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。なお、会員資格喪失後も同

様とする。 

（４）利用者及びその関係者に対し不適切な言動をしないこと又は強要しないこと。 

（５）利用者との専門的援助関係を最も大切にし、業務の遂行に際して、利用者の利益を最

優先に考えること。 

（６）専門知識を深めるため、研修・情報交換・自主勉強会等の機会を活かして、常に自己

研鑽に努め、資質の維持向上に努めること。 

（７）運営委員会からの業務上の助言・指導事項について、誠実に遂行し、その結果を報告

すること。 

（８）本会理事会の議決、指導、措置等について従うこと。 

（９）ぱあとなあ山口会員は、年会費を納入すること。 

２ ぱあとなあ山口会員の名簿登録会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）ぱあとなあ山口の全体会議、弁護士会との連絡協議会、その他各圏域で行われる勉強

会等には積極的に出席すること。 

（２）名簿登録及び名簿追記登録するものは、別に定めるぱあとなあ名簿登録規程に基づき

申請すること。 

（３）名簿登録を更新するものは、本会主催の『ぱあとなあ山口名簿登録更新研修』を受講

すること。 

（４）ぱあとなあ名簿追記登録を希望する者は、本会が『ぱあとなあ山口名簿追記登録更新

研修』を開催した場合は、受講すること。 

（５）別に定めるぱあとなあ山口名簿登録規程に基づき、名簿登録料及び事業運営負担金を

納入すること。 

（６）日本社会福祉士会社会福祉士賠償責任保険（Ｃプラン：成年後見業務、E プラン：未



成年後見業務）に加入し、保険料を支払うこと。 

（７）別に定めるぱあとなあ名簿登録規程に基づき、活動報告を行うこと。 

（８）ぱあとなあ名簿登録内容及び名簿追記登録内容を、ぱあとなあ山口運営委員会、日本

社会福祉士会、家庭裁判所及び未成年後見人、成年後見人等の候補者情報を必要とする

個人もしくは団体に提供することを承認すること。 

（９）ぱあとなあ山口から家庭裁判所に推薦された後に、原則受任を辞退しないこと。 

（10）家庭裁判所からの電話連絡には、適切かつ迅速に対応すること。 

（11）受任後、判断に迷う事項が発生した場合には、圏域の運営委員または家庭裁判所書記

官に相談すること。 

（12）ぱあとなあ名簿登録及びぱあとなあ名簿追記登録している者は、未成年被後見人、成 

年被後見人等の状態を常に把握し、適切な身上監護業務を行なうために、原則月 1回の 

面会を行なうこと。 

（13）成年後見人等、成年後見監督人等、未成年後見人及び未成年後見監督人を受任してい

る名簿登録会員は、未成年後見活動及び成年後見活動等において、未成年被後見人及び

成年被後見人等や関係機関等との初回面談の際に「別紙 2：関係者の皆様へ」のプリン

トを提示し、苦情受付窓口等について説明すること。 

（14）名簿登録者にふさわしい人格、識見及び倫理観をもって、真摯かつ誠実に後見活動に従事

すること。 

 

（禁止事項） 

第４条 ぱあとなあ山口会員の名簿登録会員は、成年後見人等、成年後見監督人等、未成年

後見人及び未成年後見監督人を受任中であるときは、別に定めるぱあとなあ名簿登録規程

に定める名簿簿登録の抹消並びに削除はできない。 

 

（懲戒の事由） 

第５条 

ぱあとなあ山口会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本会の懲戒基準規則に基づ

き処することがある。 

（１）「社会福祉士の倫理綱領」並びに「社会福祉士の行動規範」を守らず、従わないとき。 

（２）ぱあとなあ山口に関連する本会の諸規程に定める事項を理解せず、守らず、従わな

いとき。 

 

（誓約書の提出） 

第６条 名簿登録会員になろうとする者及び登録を更新しようとする者は、別に定める誓約

書を提出しなければならない。 

２ 誓約書を提出することを拒んだ場合は、「ぱあとなあ山口会員」と認めることはできな

い。 

 

（改廃） 

第７条 この規程を改廃する時には、本会理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１．この規程は、2012年 2月 12日から施行する。 

２．2013年5月12日改正。 

３．2017年2月11日改正。 

４．2019年2月9日改正。ただし、未成年後見に関する事業については、2019年2月1日より 

適用する。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 

権利擁護センターぱあとなあ山口会員の服務規律に関する細則取扱基準 

ガイドライン第 1号 

2012年 02月 12日制定 

（目的） 

第 1条 この取扱基準は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下、「本会」という。） 

「権利擁護センターぱあとなあ山口」（以下、「ぱあとなあ山口」という。）の会員の服

務規律に関する細則の取扱基準を定めることを目的とする。 

 

（関連条項） 

第２条 標記規定の関連条項については、下記のとおりとする 

 

１．第４条第５項の不適切な成年後見活動をすること 

（１）報告書、伝聞、風評を含むあらゆる情報・状況から後見活動等が２カ月以上滞ってい 

ると推測される時、面会が３カ月以上ないと推測される時、または適正な活動ができて 

いない恐れがあると推測される時 

（２）委員長及び運営委員会から被後見人等の後見活動について説明を求めても、１週間以 

内に合理的な回答ができなかった場合 

 

２．第４条第６項の成年後見等活動報告書を提出しないこと 

（１）成年後見等活動報告書が、あらかじめ定められた提出期日から１0日を過ぎても提出 

されない時 

（２）成年後見等活動報告書の記載事項に不明・不自然・問題点等がある場合 

 

（改廃） 

第３条 このガイドラインを改廃する時には、ぱあとなあ山口全体会議の承認を得なければ 

ならない。 

 

附則 

１．このガイドラインは、2012年 2月 12日から施行する。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 

相談・苦情を受けた会員への支援、指導、措置基準 
ガイドライン第 2号 

2012年 02月 12日制定 

2016年 02月 13日改正 

2017年 12月 09日改正 

（目的） 

第１条 この取扱基準は、一般社団法人山口県社会福祉士会（以下、「本会」という。）権利 

擁護センターぱあとなあ山口（以下、「ぱあとなあ山口」という。）ぱあとなあ山口に所 

属する正会員に対する倫理綱領に関する規程第 21号の相談・苦情を受けた会員（以下、「当 

該会員」という。）への支援、指導、措置の基準を定めることを目的とする。 

 

（関連条項） 

第２条 標記規定の関連条項については、下記のとおりとする。ただし、関連事項の具体的 

な支援、指導、措置方法について別に定める。 

１ 当該会員への継続的な活動支援を実施すること 

２ 当該会員への改善指導と、その結果の定期報告を求めること 

３ 当該会員へスーパーバイザーを付け、以後はスーパービジョンを受けながら活動 

することを義務付けること 

４ 後見人等の候補者として、相談・苦情申立を受けた会員を一定期間、紹介・推薦 

しないとすること。 

５ 当該会員自らが受任している案件の一部若しくは全ての後見人等の辞任を家庭裁 

判所へ申し立てること 

（２）当該会員への措置決定後、２週間以内に、当該会員が後見人等の辞任するこ 

とについて、家庭裁判所へ申し立てる。 

（３）当該会員は、後任者へ適正に事務を引き継ぐ。 

６ 当該会員が、名簿抹消申請をすること。なお、当該会員が後見等を受任している 

場合には、前項を実施した後とする。 

（２）当該会員への措置決定後、２週間以内に、当該会員は、本会の「権利擁護 

センターぱあとなあ名簿登録規程」に基づき、名簿抹消申請をする。 

７ 家庭裁判所へ当該会員の解任を文書で要望すること。 

８ その他、成年被後見人等の権利擁護と、社会福祉士の信用を保持・回復するため 

に必要な措置をとること。 

 

（改廃） 

第３条 このガイドラインを改廃する時には、本会理事会の承認を得なければならない。 

  

附則 

１ このガイドラインは、2012年 2月 12日から施行する。 

２ 2016年 2月 13日改正。 

３ 2017年 12月 9日改正。 



 

一般社団法人山口県社会福祉士会 

権利擁護センターぱあとなあ山口信頼回復と復権のための支援体制 

ガイドライン第 5号 

2012年 02月 12日制定 

 

一般社団法人山口県社会福祉士会（権利擁護センターぱあとなあ山口）は、不適切な後見活動

を行った会員（以下「会員」と表記します。）に対し、会員の信頼回復と復権のため、以下の手順

により活動の支援を行います。 

ただし、支援者への次の経費については、会員の負担とします。 

（１）時給：4,000円（実働時間）移動時間は含めない。（１時間未満は１時間とする。） 

（２）日当（3時間を超えた場合）：16,000円 

（３）交通費：自家用車 1キロ 20円、公共交通機関：実費経費 

 

手順１【関係機関との関係修復】 

1. 被後見人や関係者、関係機関等へ謝罪に行き、関係修復を行っていただきます。 

これには本会の会長、ぱあとなあ山口委員長及び会長の指定する理事１名の同行支援

を受けていただきます。 

2. 本会理事会及びぱあとなあ山口運営委員会（以下「運営委員会」と表記します。）に出席

し、これまでの経緯の説明と今後の取り組みの姿勢について説明を行い、活動再開につ

いての理解を得ていただきます。 

3. 2、3について、運営委員会及び理事会により、活動再開についての理解と承認を得た後、

次の研修を行っていただきます。 

 

手順２【適正な後見活動の習得】 

1. 成年後見人養成支部委託研修（中国地区の指定された会場）の全カリキュラムを聴講し

ていただきます。ただし、聴講料は自己負担とします。 

 聴講に際しては、正規の研修生に課せられているのと同じ課題やレポート等を、委員

会に提出していただきます。 

また、カリキュラムの演習については参加できないため、ぱあとなあ山口運営委員会

が設定する演習プログラムを受けていただきます。 

 

2. １について、運営委員会及び理事会により、適切に後見活動の習得が達成されたとの評

価が得られた後、試行的に次の後見活動を行うことが出来ることとします。 

 

手順３【試行的後見活動】 

1. 試行的後見活動については、受任は 1 件とし、毎月の活動報告を翌月１５日までに運営

委員会に提出していただきます。 

なお、２か月ごとに（年６回）、本会の指定するぱあとなあ山口運営委員の同行支援を

受けていただきます。 



 

報告書の様式は、別に本会が指定します。 

 

2. １について、運営委員会及び理事会が活動報告、被後見人、関係者及び関係機関からの

聞き取りにより、適切な後見活動がなされていると判断された場合、次の後見活動を行

うことが出来ることとします。 

 

手順４【後見活動】 

1. 理事会及び運営委員会の許可を得た後に 2件目以後の受任が出来るものとします。 

2. 後見活動については、前期手順と同様に、毎月の活動報告を翌月１５日までに運営委員

会に提出していただきます。 

3. 途中で不適切な後見活動があった場合や、本会の指導に従わなかった場合には、本会の

諸規定に拠り、再度の苦情申立を含めた厳しい対応を取る可能性があります。 

また、後見活動においては、懲戒となった事件の対象機関に関わる事案については、

受任はできません。 

 

【留意点】 

① 手順１～３の途中で中断、あるいは手順３の終了が認められなかった場合には、1 年間の

期間を空けた後に、再び手順１から支援の再開ができますが、再開は１回までとします。 

② 再開しても、手順 3 が終了できなかった時、または 1 年間の期間を空けた後に、本人から

再度の支援の申請がなかった場合には、本会の理事会の承認を得て、本部へ「権利擁護セ

ンターぱあとなあ成年後見人候補者名簿登録規程」第９条第２項第５号「支部からの意見」

に基づき、「本部が次年度の当該会員の登録更新をしないように求める」との支部意見を

提示いたします。 

 

附則 

１．このガイドラインは、2012年 2月 12日から施行する 



一般社団法人山口県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ山口 
成年後見等活動報告及び業務監査ガイドライン 

ガイドライン第 7号 

2013年 08月 18日制定 

2014年 05月 11日改正 

2020年 08月 29日改正 

第１章 総則        （第１条～第２条） 

第２章 活動報告書の受理  （第３条～第１１条） 

第３章 業務監査      （第１２条～第１７条） 

第１章 総則 

（目的） 

第 1 条 このガイドラインは、一般社団法人山口県社会福祉士会(以下、「本会」という。)

「権利擁護センターぱあとなあ山口名簿登録規程」（以下、「ぱあとなあ山口名簿登録規

程」という）第９条及び「権利擁護センターぱあとなあ山口の組織及び運営に関する規程」

(以下、「ぱあとなあ山口組織及び運営規程」という)第６条に基づき、本会が活動報告及

び業務監査の事務を遂行する上での考え方と手順を示すものである。 

 

（活動報告書の種類） 

第２条 活動報告に関する様式は、次のとおりとする。 

（１）成年後見（監督） 

 ①成年後見（監督）活動報告書 

②個別報告書 

③インシデントレポート 

（２）任意代理・任意後見 

 ①任意代理・任意後見契約事前協議報告書 

②任意代理・任意後見契約前報告書 

③任意後見活動報告書 

④個別報告書 

⑤インシデントレポート 

（３）未成年後見（監督） 

 ①未成年後見（監督）活動報告書 

②個別報告書 

③インシデントレポート 

 

第２章 活動報告書の受理 

（活動報告書等の送付） 

第３条 本会は次の方法にて、名簿登録者に活動報告書等の提出要請を行う。 

（１）メーリングリスト等によるデータ送付 

（２）本会ホームページへの掲載 

 

（活動報告書等の提出） 

第４条 名簿登録者が活動報告書等を本会に提出する方法は、個人情報等に配慮し、郵送、

または、データの場合はパスワードをかけて電磁的方法で提出する。 

 

（活動報告書等の受理及び記載内容の確認） 

第５条 本会は提出された活動報告書等を受理し、別に定める「活動報告書の提出及び記入

についての注意事項」を参照し記載内容を確認する。 

２ 活動報告書の記載において、固有名詞（本人の氏名、住所地、利用施設、関係機関、援



助者等の氏名、所属先名称等）は使用せず、無作為のアルファベットで表記し、個人、地

域、施設等が特定されることのないように注意する。 

３ 任意後見契約・任意代理契約書の添付はしないこととする。 

４ 本会は前項の記載内容確認において不備がある場合は名簿登録者に修正を依頼する。 

 

（未提出者への督促） 

第６条 本会は提出期限を過ぎても提出がない名簿登録者へ活動報告書等の提出を督促する。 

 

（活動報告の一覧表の作成） 

第７条 本会は提出された活動報告書等を取りまとめ、ぱあとなあ山口登録者名簿及び活動

報告の一覧表を作成する。 

 

 (インシデントレポートの活用) 

第８条 本会は、提出されたインシデントレポートを、同様の出来事が再発しないようなシ

ステムを構築するために活用するものとする(インシデントレポート分析：別に定める「活

動報告書の提出及び記入についての注意事項」参照)。 

 

（活動報告書等の保管） 

第９条 本会は活動報告書等について、次の点に留意して管理するものとする。 

（１）活動報告書の管理責任者を設置する。 

（２）活動報告書の保管場所は、本会内の取り決めに従う。 

（３）活動報告書の保管期間は、社会福祉士賠償責任保険の保険金請求権時効を鑑み、原則

として１０年間とする。 

（４）活動報告書の閲覧に関しては、本会内の取り決めに従う。 

（５）活動報告書の所定場所から持ち出す場合は、個人情報等に配慮する。 

 

第３章 業務監査 

（報告書チェック） 

第１０条 本会は、別に定める「活動報告書の提出及び記入についての注意事項」を参 

照して提出された活動報告書等をチェックし必要に応じて名簿登録者への助言・指導 

を行うものとする。 

 

（報告書チェック者） 

第１１条 報告書チェック者は、本会ぱあとなあ山口運営委員会委員とする。 

 

（ぱあとなあ山口運営委員会） 

第１２条 本会運営委員会は、活動報告書でチェックした内容を整理し、業務監査委員 

会に報告する。 

 

（業務監査委員会） 

第１３条 業務監査委員会は、運営委員会の報告を確認し、名簿登録者への助言・指導内容 

を検討する。 

 

（助言・指導） 

第１４条 運営委員会は、業務監査委員会で指摘された事項を該当する名簿登録者に通知し、 

 追加報告の聴取、助言・指導等を実施する。 

 

（本会への相談・報告） 

第１５条 業務監査で検討された項目のうち、本会で判断しがたい問題は公益社団法人日本



社会福祉士会に助言を求めることができる。また、全国的に注意を要する事項等は公益社

団法人日本社会福祉士会に報告するものとする。 

 

附則 

１．このガイドラインは、2013年 8月 18日から施行し、2013年 4月 1日から適用する。 

２．このガイドラインは、2014 年 5 月 11 日に改正。ただし、2014 年 2 月活動報告から適用

する。 

３．このガイドラインは、2020年 8月 29日に改正。 



一般社団法人山口県社会福祉士会 

権利擁護センターぱあとなあ山口の相談会に関するガイドライン 
ガイドライン第 8号 

2015年 02月 08日制定 

（目的） 

第１条 このガイドラインは，一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあと 

なあ山口後見人候補者名簿に登録した者（以下，「名簿登録者」という。）が、一般社団 

法人山口県社会福祉士会（以下、「本会」という。）権利擁護センターぱあとなあ山口（以 

下，「ぱあとなあ山口」という。）の名称を用いて，成年後見に関する相談会を開催する 

にあたっての取り決めについて定めることを目的とする。 

 

（開催時の注意事項） 

第２条 相談会を開催する場合は、下記の点を留意すること。 

①自己の利益の為に開催しない。 

②相談会は無料で行う。 

 

（開催者の要件について） 

第３条 相談会を開催する者は、下記の要件を満たしている者とする。 

①名簿登録者であること。 

②名簿登録者として，成年後見受任年数が３年以上ある者。 

③名簿登録者として，申立支援から受任までの一連の流れを経験している者。 

④権利擁護センターぱあとなあ山口運営委員（以下，「運営委員」という）が認める者。 

 

（申請～開催～報告までの流れについて） 

第４条 相談会を開催する者は、様式１にて、運営委員に申請書を提出すること。 

２ 運営委員は，同ガイドライン第２条並びに第３条と申請書を確認し，開催を承諾するか否か

を判断すること。 

３ 全運営委員の了承が得られたら、ぱあとなあ山口運営委員長が会長の決裁を仰ぐこと。 

４ 相談会開催後は、様式２にて、速やかに報告書を事務局に提出すること。 

 

（個人情報の保護・守秘義務） 

第５条 相談会に関する個人情報の保護について、本会第６号個人情報の保護ガイドライ 

ンに則り、細心の注意義務を負うものとする。 

 

（相談費用） 

第６条 相談会開催にあたり、下記の費用については、尾崎邦子氏の寄付金の活用に関す 

る規程に基づき、支給する。 

【尾崎邦子氏の寄付金の活用に関する規程より】 

第２条 この寄付金を活用する事業の対象とは、次の号に掲げるものとする。 

（２）成年後見制度無料相談会開催に伴う経費 

     ①会場賃借料 

     ②人件費▽相談会１回あたり謝金 5,000円 ▽交通費（本会規程に準ずる） 

     ③資料等作成費 

 

（改廃） 

第７条 この規程を改廃するときは，理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１．このガイドラインは，２０１５年４月１日から施行する。 



様式１ 

成年後見制度無料相談会申請書 

  年  月  日 

一般社団法人山口県社会福祉士会 

会 長             様 

（申請者） 

所在地（住所）          

会員番号             

氏  名            印 

連絡先              

 

相 談 会 名  

目的・趣旨  

内 容  

使 用 名 称  

期日・期間 
  年  月  日（ ）  ：  ～  ：   から 

  年  月  日（ ）  ：  ～  ：   まで 

場 所  

参加対象者  

添 付 資 料 

□開催要綱  

□活動状況を示す資料（チラシ、実績報告書、新聞報道等） 

□その他（           ） 

※開催要項・チラシ等相談会を示す資料がありましたら、添付してください



様式２ 

（決 裁 欄） 

会 長  副 会 長 事務局長 関係の長 関係者 

      

 

    年  月  日 

用 務 □ 

復 命 者 

 

（役職名）                

 

（氏 名）               ○印  

 

 

標記のことに付きまして、下記のとおり復命いたします。 

 

記 

 

1. 開催日時・場所 

 

 

2. 相談会内容 

 

 

3. 復命内容（相談者数，相談内容，助言内容等（相談受付票等あれば添付してください。）） 

 

 

 



一般社団法人山口県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山口 
任意後見契約の締結に伴う任意代理契約の締結前報告実施 

ガイドライン 
ガイドライン第 9号 

2015年 02月 08日制定 

 

１．趣旨 

任意代理契約は、公正証書で作成されなくても契約を締結することが可能なことや、任意後

見契約については公正証書で作成するものの、公証人が当事者の判断能力を必ずしも正しく判

断していない場合があり問題となっています。 

契約当事者とぱあとなあが、契約前に内容の情報を共有し、「ぱあとなあに事前報告をするこ

とによって、第三者から疑念を抱かれない公明正大な適切な契約」であることをぱあとなあが

担保しているということを第三者に対して示していくことは、契約についての疑念を抱かせな

いという点で効果的です。 

 任意後見契約に伴い任意代理契約を締結する場合は、本人の判断能力、契約内容等について、

事前に都道府県ぱあとなあに報告し、契約当事者と都道府県ぱあとなあとが情報を共有するこ

とで、任意代理契約に基づく活動上生ずる可能性のあるリスクをできるだけ減らし、事故等を

未然に防ぐことができます。 

 このようなことから、権利擁護センターぱあとなあ山口では、任意後見契約の締結に伴う任

意代理契約及び任意後見契約について、契約前の報告について実施します。 

 

２．報告の内容・書式 

（１）契約前の報告として、以下の報告を行ってください。 

  契約前の報告は以下の２回とする。 

①任意代理・任意後見契約事前協議報告書（様式１） 

任意代理・任意後見の相談または依頼が、受任候補者にあった時点で、報告を報告

書の提出をもって行う。 

    ②任意代理・任意後見契約前報告書（様式２） 

     契約書（公正証書）の下書きが完成した時点での報告を報告書の提出をもって行う。 

＜添付書類＞ 

・契約書 

※契約に「ぱあとなあ報告」の本人同意が盛り込まれていない場合は、同意

書を添付してください。（別添資料１参照） 

 ※契約書は可能な限り公正証書で作成する。 

※契約書例１（別添資料２） 

※契約書例２（別添資料３） 

・財産目録・収支報告書（様式３）（可能な限り添付とする。） 

（２）契約後の報告として、以下の報告を行ってください。 

    ①初回報告 

     ・ぱあとなあ活動報告書書式 

②定期報告 

報告内容 

・ぱあとなあ活動報告書書式 

＜添付＞ 



・財産目録・収支報告書（様式３） 

    提出時期 

       ・２月、８月報告書提出時 

 

３．報告先 

  一般社団法人山口県社会福祉士会事務局内、権利擁護センターぱあとなあ山口事務局 

 

４．対応 

（１）確認の流れ 

①受任者から提出された「任意代理・任意後見契約事前協議報告書（様式１）」および「任

意代理・任意後見契約前報告書（様式２）は、ぱあとなあ山口運営委員で確認し、助言・

支援を行う。 

②報告書受理後２週間以内に、報告者に確認結果を通知することする。 

（２）確認の着目点   

  「任意代理・任意後見契約事前協議報告書」および「任意代理・任意後見 

契約前報告書」から以下の内容を読み取り、受任者の支援・対応を行う。 

        ■任意代理・任意後見契約事前協議報告書（様式１） 

      ①「２．本人と受任者との関係性」 

       ・利益相反になっていないか。 

       ・本職との関係 

      ②「３．受任依頼内容」 

・契約書例（別添１または別添２）と比べて特異な内容はないか。 

       ・死後の事務については問題ないか。 

       ・遺言作成・遺産相続などの事項について問題がないか。 

      ③「５．受任依頼の経緯」 

       ・本業との関係で問題はないか。 

       ・利益誘導になっていないか。 

     ■任意代理・任意後見契約前報告書（様式２） 

      ①「２．本人の判断能力」 

・何をもって判断能力の有無を確認したのか。 

（診断書 第三者確認 要介護度 ほか） 

・客観的視点を持って判断しているか 

②「３．契約内容」 

   ・特約等の条文の内容（死後事務 ほか）が適正か 

   ・代理権の範囲 

③「４．報酬」 

・財産状況、死後事務について、適正な内容であるか。 

       ・報酬が法外な額ではないか。（ぱあとなあ参考報酬） 

       ・参考報酬より大きく逸脱していないか。 

     ※初回報告、定期報告における確認の着目点は、「ぱあとなあ活動報告書の内容チェッ

クのガイドライン」に基づいて行う。 

 

５．機関 



（１）任意代理・任意後見契約事前協議報告書および任意代理・任意後見契約 

前報告書の管理取扱い 

①事前協議報告書および任意代理・任意後見契約前報告書の管理責任者を 

本会事務局長とする。 

 ②事前協議報告書および任意代理・任意後見契約前報告書の本会提出以外 

の複写を厳禁とする。 

③事前協議報告書および任意代理・任意後見契約前報告書の保管場所は 

本会事務局の鍵のかかる棚等に保管する。 

④事前協議報告書および任意代理・任意後見契約前報告書の保管期間は継 

続的に保管する。 

⑤事前協議報告書および任意代理・任意後見契約前報告書の閲覧に関して 

は、権利擁護センターぱあとなあ山口の取り決めに従う。 

⑥事前協議報告書および任意代理・任意後見契約前報告書の所定場所から 

の持ち出しを不可とする。 

 

６．事業の実施について 

任意代理・任意後見契約前報告を以下のとおり実施する。 

実施日：平成２７年２月８日 



（様式１） 

年  月  日 

任意代理・任意後見契約事前協議報告書 

提出先：権利擁護センターぱあとなあ山口 

 

依 

頼 

者
に
つ
い
て 

（ふりがな） 

氏名 

 

 

男 ・ 女 

年 月 日生（   歳） 

住所  
電話   （  ） 

職業  

勤務先 住 所 

会社名 電話   （  ）    

ぱ
あ
と
な
あ
名
簿
登
録
者 

名簿登録番号  

（ふりがな） 

氏名 

 

 

男 ・ 女 

年 月 日生（   歳） 

住所   

電話   （  ）   

職業  

勤務先 住 所 

会社名 電話   （  ）    

１．依頼日および面接日 

  （１）任意代理・任意後見の依頼を受けた日      年  月  日 

  （２）依頼者と面接した日              年  月  日 

２．本人との関係性 

 

３．本人の判断能力 

①判断能力状

況  

 

 

②判断能力の

確認方法 

 

４．受任依頼内容 

（受任依頼内容） 

 

（死後事務の依頼がある場合の事務内容） 

 

（遺言作成などについて） 

 

５．受任依頼までの経緯 

 

 



（様式２） 

年  月  日 

任意代理・任意後見契約前報告書 

提出先：権利擁護センターぱあとなあ山口 

 

依 

頼 

者
に
つ
い
て 

（ふりがな） 

氏名 

 

 

男 ・ 女 

年 月 日生（   歳） 

住所   

電話   （  ）  

職業  

勤務先 住 所 

 

会社名 電話   （  ）    

任
意
代
理
人
・ 

任
意
後
見
人 

名簿登録番号  

 

（ふりがな） 

氏名 

 男 ・ 女 

年 月 日生（   歳） 

住所  
電話   （  ） 

職業  

勤務先 住 所 

 

会社名 
電話   （  ）    

１．任意代理・任意後見の受任 

  （１）任意代理・任意後見の依頼を受けた日      年  月  日 

  （２）依頼者と面接した日              年  月  日 

２．本人の判断能力 

①判断能力

の状況  

 

 

 

②判断能力

の確認方

法 

 

 

 

３．契約内容 

①契約内容 任意後見契約： □移行型 □将来型 

公証役場名： 

契約予定月日：   年  月  日 

ぱあとなあへの報告 

 □有り   □無し（※契約に含まれていない場合は、同意書を添付する） 



②財産状況

（契約内容

に財産管理

を含む場合

のみご記入

下さい） 

不動産（種別・概算評価額等） 

 

 

 

預貯金（概ねの金額） 

 

 

株式等（概算評価額等） 

 

 

③死後事務 □ 有り（報酬の定め □有り □無し）   □ 無し 

内容（有りの場合） 

 

 

 

４．報酬 

①調査費 □ 有り （      円）   

□ 無し 

②定額報酬 

        円 ／ 月 

 

報酬額決定の根拠 

 

③その他 

（相談料な

ど） 

内容 

 

額 

 

報酬額決定の根拠 

 

 

④報酬決定

手続き 

どのように報酬についての話し合いをしたか。（相手が理解できるような方法で説明がなされ

たか） 

 

 

 

 

＜添付書類＞ 

・契約書の下書きの写し（契約に「ぱあとなあ報告」の本人同意が盛り込まれていない場

合は、同意書を添付してください。） 

・財産目録・収支報告書（様式３）（可能な限り添付とする） 

 

 



（様式３） 

年  月  日現在 

財産目録・収支報告書 

財産目録（確認できている範囲で記入） 

１．不動産 

番号 区分 内容 金額（年額・月額の別） 現在の管理者 備考 

   

 

 

 

   

 

２．預貯金、株式、生命保険等 

番号 区分 内容 金額（年額・月額の別） 現在の管理者 備考 

   

 

 

 

   

 

３．負債 

番号 区分 内容 金額（年額・月額の別） 現在の管理者 備考 

   

 

 

   

 

収支報告 

１．収入 

番号 区分 内容 金額（年額・月額の別） 現在の管理者 備考 

   

 

 

 

   

 

２．支出 

番号 区分 内容 金額（年額・月額の別） 現在の管理者 備考 

   

 

 

 

   

 



（様式４） 

任意代理・任意後見契約前報告書確認シート 

※受任ケース毎に提出してください。 

１．受任者情報  

受講者番号  

ケース番号  

受任者氏名  

添付資料の有無 ・任意代理・任意後見契約前報告書  

・契約書  

・財産目録・収支報告書  

 

２．ぱあとなあ確認 

（確認担当者：      確認年月日：      ） 

ぱあとなあ 

確認結果 

１．確認の結果、契約内容について、特に問題はありません。 

２．確認の結果、下記の問題点が考えられます。 

契約上の課題・

問題点 

 

 

 

 

問題点に対する

受任者の認識・

意見 

 

 

運営委員の意見

と対応 

 

 

 

業務監査委員会

への要請・質問 

 

※業務監査委員会に要請・質問等がある場合のみ、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

３．業務監査委員会の意見・対応 （担当者：      ） 

委員会の意見 

ぱあとなあの 

対応 

 

 

 

 


