研修生各位
令和３年１1 月 ２５日
一社）コスモス成年後見サポートセンター
神奈川県支部

研修委員長

濵岡

大介

第 1２期入会前研修受講案内
第 12 期入会前研修等の受講案内・申込方法をお知らせいたします。研修生
登録手続きを完了のうえ、下記に従い、研修等を受講してください。
１ 入会前研修
（１）概要
第 12 期入会前研修は、新型コロナウイルス感染症対策の為、Ⓐ「VOD 視
聴」による研修（第 1 単位～第１０単位）とⒷ別途開催の「相談実習」（開催
日・開催方法未定）の形で行うことといたします（ⒶⒷ両方の受講完了をもっ
て、入会前研修終了といたします）
。
区分
ⒶVOD 視聴

研修内容・方式

申込方法・時期

自習

【申込方法】

（コスモス本部

VOD 受講の為の一括事前の申込で、

VOD 研修システム

方法は「メール」申込のみ（電話・

にログインしての研

FAX 等では受付けておりません）。

修ビデオ視聴）

【申込時期】
毎月 15 日及び末日の〆切
（本告知公表時より受付開始。最終
申込〆切は、５月末日予定）

Ⓑ相談実習

グループワーク

申込方法等は、後日（11 月 30 日頃
の予定）、かなさぽ HP にて告知
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（２）VOD 視聴・単位認定の流れ
① （研修生）研修生登録手続き（※担当は、「総務委員会」です）
＊研修生登録手続きは、以下のように行います。
コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部 HP
「入会のご案内」（リンク先）https://www.kanasapo.com/entry.html
ご不明な点があれば、総務委員の勤務日（月・水・金の午後 1 時～4
時のみ）に、かなさぽにお電話ください（TEL：045-222-8628）
② （研修生）メールでの申込（本告知公表時より受付開始）
申し込み先は研修生登録時にお知らせします。
③ （神奈川県支部）研修生用ログイン ID 及びパスワードの通知
④ （研修生）コスモス本部 VOD 研修システムにログインして研修ビデオ受
講（受講の順番は問いません。）
⑤ （神奈川県支部）ビデオ受講の完了報告（全 10 単位分受講完了後）
＊報告の方法は③の通知時に報告書式を案内
⑥ （神奈川県支部）研修委員会による受講履歴確認
＊⑤を踏まえ、本部からの履修記録に基づき確認、単位認定します。
（３）相談実習の流れ
前記のように、申込方法等は、後日（11 月 30 日頃の予定）
、かなさぽ HP に
て告知しますので、参考としてご確認ください。
① （研修生）メールでの申込み
② （相談実習当日）グループワークによる演習

２ 入会前研修修了後の流れ
（１）かなさぽの研修等の体系
時期
内容

入会「前」（研修生）

入会「後」（会員）

・入会前研修の受講修了

・新入会員ガイダンス受講修了

・入会前効果測定合格

・実務研修の受講修了

・入会手続き

・実務研修効果測定合格

（２）入会「前」の時期
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かなさぽ入会を目的とするこの時期は、上記表に記載しておりますように、
入会前研修の受講修了・入会前効果測定合格・入会手続きが必要となります。
・入会前研修の受講完了～本案内「１」のとおり
・入会前研修効果測定合格～入会前研修の理解状況を把握するための試験
新型コロナ感染対策を施しての、会場受験形式で
の実施を予定（実施時期等は、後日、かなさぽＨ
Ｐにて告知）
・入会手続き～手続に関してご不明の点は総務委員会へお尋ね下さい。
（３）入会「後」の時期
この時期は、新入会員ガイダンスを必ず受講のうえ、家庭裁判所へ提出する
後見人候補者等名簿登載を目指される方は、実務研修の受講修了・実務研修効
果測定合格が必要となります。
ただし、コスモス会員資格を更新するための更新研修（実務研修と同じ内
容）は、会員資格取得後でないと単位認定されませんのでご注意ください。
・新入会員ガイダンス～（実施時期等は、後日、かなさぽＨＰにて告知）
・実務研修の受講修了～（実施時期等は、後日、かなさぽＨＰにて告知）
・実務研修効果測定合格～実務研修の理解状況及び成年後見の基本知識等を
把握するための試験新型コロナ感染対策を施して
の、会場受験形式での実施を予定（実施時期等
は、後日かなさぽＨＰにて告知）
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よくあるご質問

Q1：記載に「第 12 期」や「今期」といった表現があります。これは年度とは
異なるのでしょうか。
A1：コスモス成年後見サポートセンターにおいては、毎年 8 月 1 日から翌年 7
月 31 日までの 1 年間を年度として扱っています。そして、その年度の表
現を「第○期」といった表現をしています。
「第 12 期」は令和 3 年 8 月 1 日から令和 4 年 7 月 31 日までとなります。
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Q2：「本部」「かなさぽ」とは何でしょうか。
A2：一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターは全国組織であり、各都
道府県を支部として取り扱っています。支部を取りまとめる中央の本部組
織を「本部」と表現することがあります。
そして、神奈川県の組織はコスモス成年後見サポートセンター神奈川県
支部というのが正式な呼称ですが、平成 12 年に NPO 法人として創設され
た神奈川成年後見サポートセンターを「かなさぽ」と表現していたことか
ら、全国組織に合流した後も神奈川県支部を「かなさぽ」として呼称され
る場合があります。
Q3：なぜ、VOD を視聴するために申込をする必要があるのでしょうか。
A3：研修生はコスモス成年後見サポートセンター会員ページにログインするた
めの ID とパスワードが発行されていないことから、VOD 視聴用に研修生
には別途ログイン ID を発行する必要があります。そのため、ログイン ID
及びパスワードをコスモス成年後見サポートセンターが発行する手続が必
要だからです。
Ｑ4：「入会前研修」と「実務研修」は、同時並行して受講できますか。
Ａ4：同時並行して受講できます。ただし、研修生として実務研修を受講した
場合には、受講単位認定の有無に注意が必要ですので、詳細は新入会員
ガイダンスの説明若しくは個別にお問い合わせください。
また、第 12 期中に、上記２（１）の全ての課程を修了すれば、来期始
めに家庭裁判所に提出する後見人等候補者名簿に、氏名等が登載されま
す。ただし、名簿登載を希望される場合、入会手続処理に時間を要するた
め、入会手続きは、令和４年６月１５日（詳細は入会前研修効果測定受
験時に説明します）までに必ず行ってください。
Ｑ5：「入会前研修効果測定」は、どのような出題形式ですか。合格点は何点
ですか。
Ａ5：出題形式は、〇×式と記述式です。合格点は、７０点です。
Ｑ6：入会手続きはどのようにするのですか。いつまでに手続きをすれば良い
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のですか。
Ａ6：入会手続きについては、入会前効果測定の合格者に対して手続の案内が
郵送されますので、それに従って手続を行ってください。
研修生の資格は、研修生登録後もしくは研修の初回受講時から 2 年間
ですので、それまでに①全 12 単位の受講及び②入会前研修効果測定に合
格し、③入会手続きが行われていることが必要です。
ただし、前述のように、来期始めの後見人等候補者名簿に登載するた
めには、令和４年 6 月１５日までに、入会手続きを行ってください。
ご不明な点があれば、総務委員の勤務日（月・水・金の午後 1 時～4 時
のみ）に、かなさぽにお電話ください（TEL：045-222-8628）
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【別紙１】
＜入会前研修で視聴する VOD 一覧＞
単位
数

１

２

３

４

５

６

７
８
９
１０

VOD
1

時間

収録内容

（分）
175

行政書士業務と倫理
倫理について（倫理規律を中心に）

2-1

53

成年後見制度概論

2-2

50

法定後見の基礎

2-3

62

任意後見の基礎

3-1

53

受任から終了まで①

＜地域での活動と地域からの相談＞

3-2

57

受任から終了まで②

＜法定か任意か、公証人との連携＞

3-3

36

受任から終了まで③

＜申立～選任後にまず行う事＞

4-1

44

受任から終了まで④

＜身上監護（保護）の実務＞

4-2

58

受任から終了まで⑤

＜財産管理の実務＞

4-3

48

受任から終了まで⑥

＜相談機関、法令等＞

5-1

25

受任から終了まで⑦

＜事後報告＞

5-2

50

受任から終了まで⑧

＜変則的な類型による後見事務＞

5-3

68

受任から終了まで⑨

＜生活保護のケース＞

6-1

68

受任から終了まで⑩

＜任意後見の事例＞

6-2

30

受任から終了まで⑪

＜終了事務と死後事務委任＞

6-3

65

業務報告の必要性と報告書の作成

7-1

79

受任から終了まで⑫

7-2

39

（平成 30 年 7 月 5 日特別研修）後見支援預金
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170

認知症に関する理解

9-1

90

知的障がいに関する理解

9-2

63

精神障がいに関する理解

10-1

72

親なき後とご家族との相談で注意する事

＜前編＞

10-2

65

親なき後とご家族との相談で注意する事

＜後編＞
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＜受任者の体験談＞

