
学習会

成年後見・あんしんサポートセンター八王子
☎620-7365 ・ FAX 623-6421

問合せ

「認知症の父の定期預金を解約したい、土地や証券を売却したいけれど本人
でないとできないと言われた」
「『家族信託』と『成年後見制度』は何が違うの？」
「成年後見制度を利用すると、どんなメリットやデメリットがあるの？」
事例を交えながら成年後見制度の概要や利用方法について解説します。

【日時】7月26日（木）午後2時～4時
【場所】クリエイトホール11階　視聴覚室
【講師】弁護士 會田　翼 氏
【申込み】先着60名（電話・FAXにて要予約）

「成年後見制度の概要は理解できたけれど、どうやって利用すれば良いの？」
「家庭裁判所への申立てって、どんな書類を提出すれば良いの？」
実際に申立てをお考えの方を対象に、申立て手続きの方法や書類の書き方などの“コツ”
を解説します。なおこの学習会では、制度をある程度理解されている方を対象としています。
ご了承ください。
【日時】8月10日（金）午前10時～正午
【場所】クリエイトホール10階　第2学習室
【講師】司法書士 池田 大助 氏
【申込み】先着30名（電話・FAXにて要予約）

　毎月第２・第３火曜日　午後2時～4
時に、成年後見制度の利用や権利擁護
について、弁護士や司法書士による相
談を行っています。どなたでもご相談
いただけますので、お気軽にご連絡く
ださい。ご予約は下記連絡先まで。
　なお、センター職員による相談は随
時受け付けております。
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私らしい「これから」を考えてみませんか？
「事例を通して考える成年後見制度
～安心して過ごすために知りたいこと～」

専門家による成年後見・権利擁護相談

1,610,784千円

社会福祉事業 1,439,683,976 1,444,231,260 △4,547,284 48,950,889 44,403,605

公益事業 47,450,646 47,450,646 0 0 0

収益事業 18,278,778 18,278,778 0 0 0

内部取引消去 △12,437,619 △12,437,619   

合計 1,492,975,781 1,497,523,065 △4,547,284 48,950,889 44,403,605

流動資産 187,168,074 流動負債 189,464,804
固定資産 1,567,632,058 固定負債 492,923,812
  負債合計(A) 682,388,616
  基本金 3,000,000
  基金 909,529,721
  国庫補助金等特別積立金 3,742,334
  その他の積立金 139,616,087
  次期繰越活動増減差額 16,523,374
  純資産合計(B) 1,072,411,516
資産合計 1,754,800,132 負債 ･純資産合計(A)+(B) 1,754,800,132

（単位：円）

※平成27年度に新会計基準に移行し、新たに法人内での取引（内部取引）を相殺消去するルールが適用されました。

（単位：円）
資産の部 負債純資産の部

事業区分 収入① 支出② 当期資金収支
差額③（①-②）

前期末支払
資金残高④

当期末支払
資金残高③+④

会費収入
17,560千円

寄付金収入
11,379 千円

経常経費補助金収入
175,962 千円

受託金収入
1,248,075 千円

事業収入
65,646 千円

負担金収入
1,385 千円

障害者福祉サービス等事業収入
9,971 千円

基金受取利息配当金収入
5,674 千円

その他の収入
1,195 千円

施設整備等による収入
10,340 千円

その他の活動による収入
14,688 千円

前期末支払資金残高
48,909 千円

ボランティア登録者数
 4,868 人
ボランティア要請対応件数
 656 件

成年後見制度に関する相談件数 935 件
弁護士・司法書士による専門相談件数 35 件
地域福祉権利擁護事業契約者数 (援助件数 ) 137 名（9,957 件）
財産保全・管理サービス契約者数 (援助件数 ) 35 名（1,257 件）

生活福祉資金貸付決定件数 118 件
緊急小口資金貸付決定件数 3 件
学習塾・受験費用貸付決定件数 480 件
住宅支援給付支給決定件数 13 件

寄付金額（件数）
　　　　　　35,817,375 円 （203件）
会員会費（件数）
 14,506,000 円（17,870 件） 活動件数 9,732 件

利用会員数  285 人
協力会員数  207 人

調査を受けてくださった方に参加いただきました。
692名の方々にご協力いただきました。

12,290 件

2,335 人

人件費支出
1,217,896 千円

事業費支出
242,557 千円

事務費支出
36,704 千円

納付金支出
1,767 千円

助成金支出
41,141 千円

負担金支出
1千円

施設整備等による支出
17,674 千円

予備費支出
11,689 千円

その他の活動による支出
38,133 千円

事業税支出
3,222 千円
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手話通訳・要約筆記協力者派遣件数
 1,844 件
車いす貸出件数
 2,249 件

1,610,784千円

平成30年 弁護士 司法書士

7月 10日㈫ 17日㈫

8月 14日㈫ 21日㈫

9月 11日㈫ 18日㈫

無料

無料 無料講演会 成年後見制度の利用手続きを知ろう！

その他、詳細はHPからご覧いただけます!

ボランティア登録者数
4,868 人

ボランティア要請対応件数
656件

調査を受けてくださった方に参加いただきました。
692名の方々にご協力いただきました。

12,290 件

2,335 人

寄付金額（件数）
　　　　　　35,817,375 円 （203件）
会員会費（件数）

14,506,000 円（17,870 件）

手話通訳・要約筆記協力者派遣件数
1,844 件

車いす貸出件数
2,249 件 活動件数 9,732 件

利用会員数  285 人
協力会員数  207 人

生活福祉資金貸付決定件数 118件
緊急小口資金貸付決定件数 3件
学習塾・受験費用貸付決定件数 480 件
住宅支援給付支給決定件数 13件

成年後見制度に関する相談件数 935件
弁護士・司法書士による専門相談件数 35 件
地域福祉権利擁護事業契約者数 (援助件数 ) 137 名（9,957 件）
財産保全・管理サービス契約者数 (援助件数 ) 35 名（1,257 件）

成年後見・あんしんサポートセンター八王子からのお知らせ

0800－111－0220
ご利用者様専用フリーダイヤル（無料） ◆◆ホームページ◆◆株式会社

「厚生労働省管轄」
「全国鍼灸マッサージ協会会員」

アッサム
訪問リハビリマッサージ

お試しもできます！
お気軽にご相談下さい！ 検索アッサム　マッサージ

①１日・１回20分→300円（1割負担の方）
　※2割の方＝600円・3割の方＝900円
②一患者、一施術者の精神　（主治医）→（手治医）
③お手持ちの健康保険が使えます。※医療保険です。（介護保険の限度枠は関係ありません。）
④ご説明・手続きは全て当社が代行します。
　※リハビリマッサージと気持ちの良い血行促進マッサージ、どちらでも、お選びいただけます。

訪問リハビリマッサージ
12 年の実績　安心・安全・確実

● 脳血管障害の後遺症で、お体に麻痺や拘縮のある方。
● 変形性腰痛症・変形性膝関節症の方　● 脊柱管狭窄症の方
● 頚椎損傷、脊髄損傷の方　● 透析による骨関節症の方
● 関節リュウマチの方　● パーキンソン病の方　● 歩行が困難な方

右記のような
症状の方に
最適です。


