
特定非営利活動法人 あまみ成年後見センター 
＜これまでの活動状況＞ 

 

NPO 法人あまみ成年後見センター 

年月日 区分 活  動  状  況 内  容 

H24/4/1 発足 
発起人が、奄美大島の行政・介護関係者及び法曹

関係者等に対し、勉強会への参加を要請 

約３０名が参加意思 

H24/6/9 勉強会 
勉強会開催（於：AiAi ひろば会議室） 

＜参加者：２７名＞     

会の趣旨目的、スケジュ

ール等の説明 

H24/8/11 勉強会 
勉強会開催（於：AiAi ひろば会議室） 

＜参加者：２４名＞      

先行事例紹介、今後の

活動等の話し合い 

H24/9/1 講演会 

講演会開催（於：県立図書館研修室） 

講師・・・太田晃弘 氏 

（弁護士、東京パブリック法律事務所所属） 

＜参加者：約３０名＞    

「地域における弁護士と

福祉関係者との連携、

権利擁護の活動実践」

に関する講義・意見交換 

H24/9月～

10月. 
調査 

緊急アンケート実施（ケアマネジャー、相談員等） 

「奄美における高齢者・障がい者の状況」 

 

H24/10/27 勉強会 
勉強会開催（於：県立図書館研修室） 

＜参加者：約２０名＞     

アンケート結果報告・事

例検討 

H25/3/6 講演会 

成年後見講演会開催（於：奄美文化センター） 

講師：神田織音氏（講談師） 

＜参加者：勉強会メンバー及び市民約１５０名＞ 

一般市民を対象にした

「権利擁護及び成年後

見制度」に関する内容 

H25/3/12

～15 
視察 

成年後見制度等に関する先進地視察 

・ 法テラス佐渡法律事務所（佐渡市） 

・ 佐渡市社会福祉協議会（佐渡市） 

・ NPO 法人西成後見の会（大阪市） 

・ 大阪市成年後見支援センター（大阪市） 

・ 滋賀県庁 

・ NPO 法人あさがお（大津市） 

・ 厚生労働省 

 

H25/10/26 勉強会 
勉強会開催（於：奄美市役所会議室） 

＜参加者：約２０名＞   

視察報告、今後の活動

等の話し合い 

H26/2/8 講演会 

成年後見講演会開催（於：奄美文化センター） 

「成年後見シンポジウム」＜特別講演、他＞ 

講師：岩間伸之先生（大阪市立大学教授）、他 

＜参加者：勉強会メンバー及び市民約２３０名＞ 

一般市民を対象にした

「権利擁護及び成年後

見制度に関する内容 

H26/3/4 NPO 設立 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）設立認可 
 

    



年月日 区分 活  動  状  況 内  容 

H26/7/1 
職員 

採用 
事務局長（専従）採用（牧 優子） 

成年後見制度普及啓発

人材育成事業（奄美市） 

H26/9/13 講演会 

活動報告会並びに講演会開催（於：ＡｉＡｉひろば） 

「高齢者を取り巻く状況について」 

講師：三浦正樹氏（沖縄県健康生活福祉部参事） 

＜参加者：約９０名＞ 

センター開設の経緯、目

的の説明、認知症高齢

者を取り巻く状況につい

ての講演会 

H26/9/17 相談会 
住民相談会開催（於：奄美市役所別館） 

＜参加者：５名＞      

成年後見制度の相談業

務 

H26/10/17 
講演会 

相談会 

講演会・住民相談会開催（於：大和村役場） 

＜参加者：約１０名＞    

民生委員等への制度説

明及び個別相談会実施 

H26/10/17 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：約１０名＞ 

会の趣旨目的、今後の

活動内容の話し合い 

H26/11/11 研修会 外部研修会（奄美市民生委員児童委員協議会） 民生委員に制度の説明 

H26/11/12 
講演会 

相談会 

講演会・住民相談会開催（於：龍郷町どぅくさや館） 

＜参加者：約２０名＞ 

民生委員等への制度説

明及び個別相談会実施 

H26/11/21 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：約１０名＞ 

２月開催予定の講演会

についての話し合い 

H26/11/26

～27 
視察 

成年後見制度等に関する先進地視察 

・ 権利擁護・市民後見センター「らいと」（北九州） 

・ 北九州成年後見センター「みると」（北九州） 

・ 福岡成年後見センターあさひ（福岡市） 

 

H26/12/12 
講演会 

相談会 

講演会・住民相談会開催（於：宇検村社協） 

＜参加者：約２０名＞ 

民生委員や行政職員に

制度の説明をした後、個

別相談会を実施 

H26/12/19 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：約１０名＞ 
視察報告・運営検討 

H27/1/9 
講演会 

相談会 

講演会・住民相談会開催（於：笠利ふれあいの里） 

＜参加者：約３０名＞    
民生委員に制度の説明 

H27/1/23 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：約１０名＞ 

講演会・養成講座の話

合い 

H27/2/20 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：約１０名＞ 

講演会の確認 

事例検討 

H27/3/10 
講演会 

相談会 

講演会・住民相談会開催（於：住用公民館） 

＜参加者：約２０名＞    
民生委員に制度の説明 

H27/3/22 講演会 

成年後見制度講演会開催（於：県立奄美図書館） 

「市民後見人の意義と役割」 

講師：岩間伸之先生（大阪市立大学教授） 

「成年後見人の実務に関する役割」 

講師：有川絹子様（ふるさと社会福祉事務所代表） 

＜参加者：医療・福祉関係者約 70名＞ 

医療・福祉・介護職を対

象にした「市民後見人の

意義及び成年後見制度

の実務に関する内容 

H27/3/26 
講演会 

相談会 

講演会・住民相談会開催（於：瀬戸内町公民館） 

＜参加者：約５５名＞    
民生委員に制度の説明 



年月日 区分 活  動  状  況 内  容 

H27/4/17 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：８名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/5/29 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/6/19 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：６名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/7/17 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/8/28 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：６名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/10/10 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜基礎編＞開講 

 受講生：４５名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な基礎的

な知識と技術を学ばせる 

H27/10/16 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/11/20 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：８名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/12/12 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜基礎編＞閉講 

 修了者：４３名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な基礎的

な知識と技術を学ばせる 

H27/12/18 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：６名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/1/22 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/1/24 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜実践編＞開講 

 受講生：３６名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な実践的

な基礎的な知識と技術を学

ばせる 

H28/2/6 講演会 「地域包括ケアフォーラム」開催 
一般住民に地域包括ケアを

学んでもらう。 

H28/2/19 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：８名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/3/18 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：８名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/3/19 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜実践編＞閉講 

 修了者：３０名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な実践的

な知識と技術を学ばせる 

   
 

   
 



年月日 区分 活  動  状  況 内  容 

H28/4/22 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：８名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/5/20 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/6/17 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/6/25 

フォロー

アップ 

研修 

養成講座修了生フォローアップ研修開講 

 受講生：１０名 

平成２７年度の市民後見人

養成講座修了生を対象にし

てフォローアップ研修を実施 

H28/7/9 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜基礎編＞開講 

 受講生：４３名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な基礎的

な知識と技術を学ばせる 

H28/7/22 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H27/8/19 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：８名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/9/17 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜基礎編＞閉講 

 修了者：３９名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な基礎的

な知識と技術を学ばせる 

H28/9/16 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：７名＞ 

市民後見人養成講座カリキ

ュラム検討他 

H28/10/9 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜実践編＞開講 

 受講生：３９名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な実践的

な知識と技術を学ばせる 

H28/10/9 講演会 平成２８年度福祉・介護団体合同研修会開催 
福祉・介護専門職に相談

支援手法を学習 

H28/10/21 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：６名＞ 
法人後見に向けた検討他 

H28/10/22 

フォロー

アップ 

研修 

養成講座修了生フォローアップ研修開講 

 受講生：８名 

平成２７年度の市民後見人

養成講座修了生を対象にし

てフォローアップ研修を実施 

H28/11/18 運営委 
ＮＰＯ法人運営委員会（於：中央公民館） 

＜参加者：８名＞ 
法人後見に向けた検討他 

H28/12/10 

市民後

見人養

成講座 

奄美市市民後見人養成講座＜実践編＞閉講 

 修了者：？名 

一般市民を対象に、後見人

になるために必要な実践的

な知識と技術を学ばせる 

 


