
項　　　目 適　　　　　　　　　　　　用
平成31（令和元）年

11 後見申立 （木更津家裁）
施設入所者（N.S氏）後見審判申立　受理面接
家裁職員　叔母　岡田代表　神谷事務局長　佐久間事務員

13 後見業務（グループホーム身上監護）

AM　勝手の家（3名）MOMO（2名）COCO（5名）
岡田代表　糟谷理事　M後見支援員　神谷事務局長
PM　あけぼの荘（3名）ほのか（2名）のどか（2名）
岡田代表　金箱理事　T後見支援員　神谷事務局長

15 平成30年度NPOひかり会計監査（決算） 込宮理事　小宮監事　佐久間事務員

19 被相続人弁護士（遺言執行者）来所
Ｓ法律事務所　Ｔ弁護士、Ｓ弁護士、Ｉ弁護士
岡田代表　神谷事務局長

22 第6回　後見支援会議 会議案　支援員より理事候補者選出（2名）、ケース検討

22 第54回　定例理事会（薄光会　会議室）

議案
第１号議案　平成30年度事業報告・決算報告について
第２号議案　平成31年度事業計画・予算承認について
第３号議案　理事・監事改選について
第４号議案　第14回通常総会について

24 後見開始の審判（木更津家裁） 障害支援施設入所者（N.S氏）の後見開始の審判が下りる。

26 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
岡田代表　小林理事　K後見支援員　M主任　K看護職員

29 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
岡田代表　T後見支援員　M主任　K看護職員

9 被後見人病状説明（亀田ＨＰ）
被後見人（S.M氏）ＩＣＵ緊急入院　病状説明、治療方針確認
内科医師　施設Ｍ主任　Ｋ看護職員　岡田代表

10
後見業務
（グループホーム　身上監護・財産管理）

入居者（被後見人18名）日中事業所訪問（太陽のしずく）
金箱理事　糟谷理事　高梨理事　M後見支援員　G主任　O主任

17 後見業務（三芳光陽園　身上監護・財産管理）
被後見人（1名）
岡田代表　込宮理事　神谷事務局長　Sケアマネージャー

21 被後見人（Ｎ．Ｓ氏）関係者会議

富津市役所　104会議室
成年後見制度を利用するにあったの家族状況について
保護者　叔母　身障施設職員2名　社会福祉協議会（後見支援セン
ター）2名　相談支援2名　市障害福祉担当者　入所施設職員2名　岡田
代表　神谷事務局長　佐久間事務員

24 第14回　通常総会（富津市民会館）

議案
第1号議案　平成30年度事業報告　承認の件
第2号議案　平成30年度決算報告　承認の件（監事監査報告）
第3号議案　平成31年度事業計画（案）　承認の件
第4号議案　平成31年度収支予算（案）　承認の件
第5号議案　役員選任の承認の件
第6号議案　その他

27 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　小林理事　S後見支援員　M主任　K看護職員

30 臨時理事会（薄光会　会議室）
議案
第1号議案　代表理事の選出
第２号議案　副代表の選出

31 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　小柴理事　山本理事　M主任　K看護職員

富津市障害者総合支援協議会権利擁護部会 令和２年度富津市障害者総合支援協議会　予定他　神谷事務局長出席

被後見人（Ｓ．Ｙ氏）ケースカンファレン
ス

福祉サービス・介護保険利用について
相談支援員　介護ケアマネージャー　グループホーム管理者
岡田代表　神谷事務局長

22 後見業務（グループホーム　身上監護）

AM　のどか（２名）ほのか（４名）あけぼの荘（２名）
岡田代表　糟谷理事　Ｍ後見支援員
PM　COCO（5名）MOMO（2名）勝手の家（３名）
岡田代表　金箱理事　高梨理事

24 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
岡田代表　K後見支援員　M主任　K看護職員

28 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
岡田代表　Ｔ後見支援員　M主任　K看護職員

平成31（令和元）年度　NPOひかり事業報告
年月日
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6 28
法人間協議会
（ＮＰＯひかり、薄光会、薄光会事業所）

グループホーム・施設における意思決定支援の強化他
工賃を支払い方法の件、利用者所有土地の固定資産税支払いの件等
T施設長　Ｍ主任　I管理者　Ｇ主任　岡田代表　金箱理事　糟谷理事
幾野理事　神谷事務局長　佐久間事務員

後見業務（グループホーム　財産管理）
入居者（被後見人18名）日中事業所訪問（太陽のしずく）
金箱理事　糟谷理事　高梨理事　M後見支援員　G主任　O主任

保護者・家族の会委託事業
（グループホーム年金管理）

利用者１5名の預り金他の監査を実施
神谷事務局長　佐久間事務員　小柴事務員

後見業務（三芳光陽園　身上監護・財産管理）
被後見人（1名）
岡田代表　込宮理事　Sケアマネ

保護者・家族の会委託事業
（三芳光陽園年金管理）

利用者50名の預り金他の監査実施
込宮理事　小柴事務員　神谷事務局長　佐久間事務員　E主任

第７回　後見支援会議
今年度後見支援業務について
ケース№２２～４３までの作成資料配布

後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　小林理事　T後見支援員　佐久間事務員　S主任　K看護職員

第55回　定例理事会（本部会議室）

議案
第1号議案　身上配慮義務について
第2号議案　被後見人相続状況ついて
第3号議案　委員会編成について
第4号議案　その他(ケースカンファレス、医療説明)

後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　小柴理事　山本理事　S主任　K看護職員

保護者・家族の会委託事業
（豊岡光生園年金管理）

利用者１5名の預り金他の監査実施する
小柴事務員　佐久間事務員　神谷事務局長

21 千葉家裁木更津支部
複数後見人であるＳ・Ｈ氏
高齢に伴う機能障害、体調不良の為、後見人退任申立について

後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
岡田代表　K後見支援員　佐久間事務員　S主任　K看護職員

法人間協議会
（ＮＰＯひかり、薄光会、薄光会事業所）

T.S氏に関する件、・保護者・家族の会との業務委託(年金管理)、プレミ
アム商品券、太陽のしずく　工賃支給について　他
T施設長　Ｍ主任　I管理者　Ｇ主任　岡田代表　金箱理事　糟谷理事
幾野理事　神谷事務局長　佐久間事務員

24 後見業務（グループホーム　身上監護）

AM　COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（３名）
岡田代表　糟谷理事　M後見支援員　佐久間事務員
PM　のどか(２名)ほのか(４名)あけぼの(２名）
岡田代表　金箱理事　高梨理事　佐久間事務員

26 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
岡田代表　K後見支援員　佐久間事務員　S主任　K看護職員

9 台風１５号により活動中止（待機） 施設・グループホーム居住家屋への被災はなかったとの報告あり

13
後見業務（三芳光陽園　身上監護・財産管
理）台風により中止

南房総地区の被害が甚大であり、道路通行上、安全の為に訪問日程を変
更

20 後見業務（グループホーム　財産管理）
被後見人（18名）日中事業所訪問（太陽のしずく）
金箱理事　糟谷理事　M後見支援員　佐久間事務員　G主任　O主任

27 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　S後見支援員　小柴理事　S主任

30 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　S後見支援員　Ｓ主任

2 K国保HP面会（入院２名）と病状説明
K国保HP面会訪問し状況把握
被後見人（Ｓ.Ｙ氏）の病状説明
岡田代表　Ｋ看護職員

4 後見業務（三芳光陽園　身上監護・財産管理）
被後見人（1名）
岡田代表　込宮理事　Sケアマネ

被後見人Y.A氏関係者会議

Y.A氏が重篤な状態にある事を医師から伝えられたことに対する今後の
医療・介護の方向性の確認
T相談支援員　M主任　Ｋ看護職員　A生活支援員　Ｔ後見支援員　神谷
事務局長　岡田代表　Y.A氏親族

令和元年度会計監査（中間決算） 込宮理事　小宮監事　佐久間事務員

第８回　後見支援会議 被後見人Ｙ.A氏のケース検討～本人に寄り添う後見支援を～

法人間協議会（ＮＰＯひかり、社福法人
薄光会各事業所）（ＰＭ）

年金管理契約の件について、後見事務状況について
岡田代表　金箱理事　糟谷理事　T施設長　Ｍ主任　I管理者　Ｇ主任
幾野理事　神谷事務局長　佐久間事務員
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19 後見業務（グループホーム　身上監護）

AM　のどか(２名)ほのか(４名)あけぼの(２名）
糟谷理事　M後見支援員　神谷事務局長
PM　COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（３名）
金箱理事　T後見支援員　神谷事務局長

後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
K後見支援員　岡田代表　佐久間事務員

第56回　定例理事会（本部会議室）

議案
第１号議案　Ｒ１年度中間決算について
第２号議案　旧優性保護法について
第３号議案　災害時の支援について
第４号議案　後見報酬受領額の見直しについて

28 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（4名）
T後見支援員　岡田代表　佐久間

8 北総（Ｙ市）高齢者施設訪問（調査官）
後見人Ｓ.Ｈ氏の退任申立による面接の為、木更津家裁調査官に同行
Ｙ家裁調査官　岡田代表　佐久間事務員　小柴事務員

15 S.K氏　介護保険サービス関係者会議
通所による利用状況、座位保持装置の利用、誤嚥防止食　等
Ｈケアマネージャー　介護デイサービス事業者　岡田代表
佐久間事務員

18 後見業務（三芳光陽園　身上監護・財産管理）
被後見人（1名）
込宮理事　神谷事務局長　Sケアマネージャー

20
後見業務
（グループホーム　身上監護・財産管理）

被後見人（18名）日中事業所訪問（太陽のしずく）
金箱理事　糟谷理事　M後見支援員　T後見支援員　神谷事務局長　佐
久間事務員　G主任　O主任

22 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（７名）
岡田代表　S後見支援員　小林理事　佐久間事務員

25 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（７名）
小柴理事　Y後見支援員　岡田代表　佐久間事務員

18 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（４名）
岡田代表　小林理事　K後見支援員　Ｓ主任　K看護職員

7 後見業務（グループホーム　身上監護）

AM　MOMO（２名）勝手の家（３名）COCO（５名）
岡田代表　糟谷理事　M後見支援員　神谷事務局長
PM　のどか（２名）あけぼの（２名）ほのか（４名）
岡田代表　金箱理事　高梨理事　佐久間事務員

18 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（４名）
岡田代表　K後見支援員　Ｓ主任　K看護職員

20
法人間協議会（ＮＰＯひかり、薄光会、薄
光会事業所）

施設入所時の個別ファイル（措置入所写し等）の重要性、利用者の相
続、延命治療家族同意について　他
Ｉ管理者　Ｔ施設長　神谷事務局長　Ｏ管理者　岡田代表　金箱理事
糟谷理事　幾野理事　佐久間事務員

23 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（４名）
岡田代表　T後見支援員　S主任　K看護職員

後見業務
（グループホーム　身上監護・財産管理）

被後見人（18名）
金箱理事　糟谷理事　M後見支援員　T後見支援員　佐久間事務員
G主任　O主任

保護者・家族の会委託事業
（グループホーム年金管理）

利用者15名の預かり金他の監査実施する
神谷事務局長　小柴事務員　佐久間事務員　G主任　O主任

15 成年後見利用相談（豊岡光生園）
入所施設利用者家族による法人後見支援の要望・説明・利用申請
家族（母、弟）　Ｔ施設長　Ｍ主任　岡田代表　神谷事務局長
佐久間事務員

17
被後見人の法定代理人として訴状が届く
（民事訴訟　被告）

千葉家裁、Ｍ支部民事部、木更津家裁、家族（兄）に連絡
家族（兄）　岡田代表　神谷事務局長　佐久間事務員

後見業務（三芳光陽園　身上監護・財産管理）
被後見者（１名）
岡田代表　込宮理事　Sケアマネージャー

年金管理（三芳光陽園訪問）
保護者会・家族の会委託事業

利用者50名の預かり金他の監査実施する
込宮理事　小柴事務員　神谷事務局長　E主任

24 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　S後見支援員　小林理事　Ｓ主任  K看護職員

後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　小柴理事　山本理事　Ｓ主任　K看護職員

年金管理(（豊岡光生園訪問）
保護者・家族の会委託事業

利用者１6名の預かり金他の監査実施
岡田代表　神谷事務局長　小柴事務員　佐久間事務員　Ｓ事務員
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28 S.M氏　病状説明(股関節OPE)
手術予後が良くない状態に対し、立位保持可能な最善の方法に対する家
族同意
家族（兄）　担当医師　K看護職員　岡田代表

29 千葉Ｓ法律事務所出向
被後見人（被告）応訴、反訴について
適正なる損害賠償を請求するアドバイスを受ける。
Ｔ弁護士　Ａ弁護士　岡田代表　神谷事務局長　佐久間事務員

3 M.H氏後見業務　（介護保険施設入所手続き）
福祉サービス施設から介護保険施設へ入所となるため、転出・転入届・
後期高齢者保険証変更、裁判所への住所地変更等

8 後見業務（グループホーム　身上監護）

AM　のどか（２名）あけぼの（２名）ほのか（４名）
岡田代表　糟谷理事　M後見支援員　佐久間事務員
PM　MOMO（２名）勝手の家（３名）COCO（５名）
岡田代表　金箱理事　高梨理事　佐久間事務員

14 千葉Ｓ法律事務所（出向）
被後見人（Ｋ.Ｈ氏）の法定代理人として、Ｔ弁護士等に代理人委任契約
締結
Ｔ弁護士　Ａ弁護士　家族（兄）　岡田代表　佐久間事務員

19 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（４名）
K後見支援員　Ｓ主任　K看護職員　岡田代表、佐久間事務員

21
法人間協議会（ＮＰＯひかり、薄光会、薄
光会事業所）

新型コロナウイルス対策、延命治療グループホームでの自室へのアクセ
ス改善（車椅子利用者）等
Ｉ管理者　Ｔ施設長　神谷事務局長　Ｏ管理者　岡田代表　金箱理事
糟谷理事　幾野理事　佐久間事務員

24 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（４名）
Ｔ後見支援員　岡田代表　Ｓ主任　K看護職員　佐久間事務員

第9回　後見支援会議
後見支援利用相談ケース検討実施
ケース資料（50名）完成し配布（貸与・守秘義務を確認する）

第58回　定例理事会

議案
第1号議案　被後見人が被告となる民事訴訟事件について
第2号議案　被後見人（後期高齢者）の特養ホーム入所について
第３号議案　相続財産分割協議について
第４号議案　後見支援利用申請者の受任の是非（申立後見人候補）

16 後見業務（三芳光陽園　身上監護・財産管理）
被後見人（２名）　新型コロナ感染対策の為、電話により生活状況を把
握する。
Ｓケアマネージャー　Ｎ相談員　佐久間事務員

18 後見業務（グループホーム　財産管理）
被後見人（18名）（新型コロナ感染予防のため 財産管理だけとする ）
金箱理事　M後見支援員　T後見支援員　佐久間事務員　G主任

25 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　S後見支援員　S主任　K看護職員　佐久間事務員

27 S.K氏　K国保ＨＰ病状説明と面会
経口摂取も誤嚥する可能性があり、経管栄養で体力を回復させる方向と
なる。
家族（妹）　担当医師　Ｉ管理者　岡田代表　佐久間事務員

30 後見業務（豊岡光生園　身上監護・財産管理）
被後見人（7名）
岡田代表　小柴理事　山本理事　Ｓ主任　K看護職員　佐久間事務員

1

3

＊月ごとの後見事務報告と併せて後見報酬付与の申立となる。（事務に関わる事項なので今期より欄に表記なし）　　
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