
日時：令和３年４月27日（火）　午後３時～
場所：茨城県水戸生涯学習センター
参加者：18名
【審議議案】
（１）第１号議案　令和２年度事業報告及び決算の

承認について総務部、業務部、会計事業報告。
 監査結果報告。 第１号議案承認
（２）第２号議案　令和３年度事業計画について
 総務部、業務部、会計事業計画発表。
 第２号議案承認

令和３年度／４年度　水戸支部役員（敬称略）
氏　名 役　職

久　保　朋　央 支 部 長
磯　野　敦　義 副支部長
齊　藤　公　基 理　　事
立　木　　　舞 理　　事
出　澤　琢　磨 理　　事
中　村　祐　治 理　　事
菊　地　富美夫 理　　事
斉　藤　　　強 理　　事
和　田　勝　則 監　　事
木　村　　　司 副支部長
関　内　　　聡 副支部長
楠　見　ゆたか 理　　事
阿　部　　　進 理　　事
石　川　欣　生 理　　事
小森谷　局　子 理　　事
玉　津　直　広 理　　事
田　中　伸　幸 理　　事
髙　橋　直　美 監　　事

定時総会

　本年度より新しく支部長に就任
致しました、久保朋央と申します。
木村前支部長の後を継ぎ、支部会

員の皆様のお役に立てるよう頑張って参りますので、

どうぞ支部活動にご協力の程を宜しくお願い申し上
げます。色々と実施したい事業はあるのですが、コ
ロナが収束しない事には何ともなりません。早く収
束する事を願っております。

　この度、水戸支部の通信員を拝命いたしました宇
野雅彦と申します。
　水戸支部では、久保朋央新支部長を中心として、

各種事業に積極的に取り組んでまいります。支部だ
よりを通して、その熱気をダイレクトに皆様にお伝
えしていきたいと思っております。
　宜しくお願い申し上げます。

出席者18名、委任状提出者162名、参加総数180名で、無事総会は
成立しました。

久保朋央支部長より、力強い抱負が語られました。

古川正美副会長からお言葉を戴きました。ありがとうございます。

支部長　久保　朋央

通信員　宇野　雅彦
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日時：令和３年５月26日（水）　午後６時30分～
場所：茨城県水戸生涯学習センター

第２回理事会

　斎藤孝夫先生から、無料相談会における、無料
Wi-Fi環境を利用してリアルタイムに依頼者の疑問
を解決する行政書士サービスの方法を伝授していた
だきました。

斎藤先生「各市町村では、無料Wi-Fiが使えるよう
になっています。無料相談会の会場にノートPCや
タブレットなどのモバイル端末を持ち込むことで、
今までは事務所で調べてから回答していたことを、
その場でリアルタイムに解決することができます。」
　斎藤先生は、「リアルタイムコンサルティング」
というキーワードを使い、相談会の会場で受けた相
談者の質問を即時に解決する行政書士サービスを推
奨しておられました。そして、その際に役立つツー
ルとして、以下の３つのサイトをご紹介いただきま

した。
◦グーグルアース：空から俯瞰することで、建物の
配置や土地の利用状況が確認できます。
◦財産評価基準書路線価図/評価倍率表：相続税や
贈与税の基となる情報を確認できます。
◦登記情報提供サービス：登記所が保有する登記情
報を確認できます。
　取材の中では、AI（人工知能）、ICT（情報通信
技術）化が急速に進んでいく中で、行政書士のサー
ビス向上の必要性についても語っていただきました。
また、「リモートワークの実践例を会員の皆さんが
出し合うことで、今後の事務所運営の参考にできれ
ばいいな。」とも仰っていました。
　お忙しい中、ありがとうございました。

　是非皆様も、これらを利用して行政書士サービス
の向上にお役立てください。

※水戸支部では、新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策を講じたうえで、管轄の全ての市と町に
おいて、無料相談会を実施しております。

 （通信員　宇野　雅彦）

先輩行政書士の提言

各部に分かれて本年度の事業計画について協議しました。

支部だより
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日時：令和３年４月３日（土）
 午後１時30分～午後３時
場所：土浦三中地区公民館
参加者：19名

１．令和２年度事業報告について
○資料に基づき担当部長から説明が有り、協議の
結果、軽微な修正を施したうえで総会に上程す
る事と決した。

２．令和３年度事業計画について
○資料に基づき担当部長から説明が有り、協議の
結果、軽微な修正を施したうえで総会に上程す
る事と決した。

３．監査について
○担当監事から監査内容についての説明と適正に
処理されている旨の報告が有り、総会に上程す
る事と決した。

４．特別業務研修会の実施について
○建設業の経営事項審査が改正され、本年４月１
日より施行されたことから特別業務研修会の開
催を検討し、実施を決定した。

【報告事項】
１．業務研修案内の発送方法について報告があった。

【その他事項】

日時：令和３年５月１日（土）
 午後２時～午後３時30分
場所：ホテルグランド東雲
参加者：県南支部会員396名
　　　　出席60名＋委任状195名（合計255名）

　令和３年度の定時総会をつくば市のホテルグラン
ド東雲で開催しました。後藤太一副支部長の開会の
ことばに続いて、石井徹支部長が「コロナ禍におい
て制約を受けながらの支部活動となっておりますが、
市町村からの業務委託として経営相談窓口を設置し
て好評を得ました。コロナウイルスが収束しない中、
支部運営においても課題山積みですが、皆様のご協

第１回理事会

定時総会

　日頃は県南支部の事業活動に際
し、会員の皆様のご理解ご協力を
いただき誠にありがとうございます。

　このたび、三期目となります、支部長に選出され
ました。これからの２年間よろしくお願いいたしま
す。行政書士という資格は、国家資格ではあります
が、職業としての行政書士と、社会貢献としての行
政書士という２つの立場があると感じています。こ
の２つをバランス良く考え、業務を遂行することが

重要です。
　また、いまさらのＤＸですが、我々の基幹業務へ
も急速に浸透してゆくことが見込まれます。これら
を避けては通れず、対応し、使いこなし、行政書士
としての業務を発展させていかねばなりません。支
部会員の皆さんがこれらのことを考え、行動し、業
務を遂行できるよう、サポートに努める所存です。
　これからも皆様のご理解・ご協力をいただけます
よう、よろしくお願いいたします。

　県南支部の通信員を拝命して５年目を迎えました。
ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。さ
て、新たな活動として支部ホームページを７月に
開設しました（https://www.ibaraki-gyosei-kennan.

jp/）。地域市民に向けた情報発信と共に「支部会員
専用ページ」を設けて情報共有と支部活動の効率化
を推進したいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。

支部総会の議案を最終確認する理事

支部長　石井　徹

通信員　澁谷　輝男 支
部
だ
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日時：令和３年５月15日（土）
 午前10時30分～正午
場所：L'AUBE　kasumigaura（土浦市）
出席者：20名

【協議事項】
１．副支部長の担当業務について下記に決定しました。
松田副支部長／支部長補佐、渉外、総括
三田寺副支部長／総務部
竹内副支部長／業務部
２．各理事が担当する部と職務について下記に決定

第２回理事会

力とご理解を頂きながら支部運営を推進して行きた
いと思います」と挨拶。
　続いて、本会会長の代理として古川正美副会長、
本会顧問で衆議院議員の国光あやの氏、茨城新聞社
の長谷川氏からご挨拶をいただきました。国光氏は
「持続化給付金や一時給付金の申請等において先生
方の貢献に改めて心から敬意を表させていただきま
す。デジタル庁の設置など、今後益々オンラインの
比重が増して行く中、皆様の存在感が増していくよ
うに様々な仕組みと予算で後押しをして参りたいと
思います」と挨拶。
　竹内崇副支部長の総会成立宣言に続いて、渡邉律
三氏を議長に選出し、事業報告、決算及び監査報告、
事業計画案及び予算案について審議が行われ、原案
通り可決承認されました。今回の定時総会は役員改
選期にあたるため、支部長、本会及び支部役員の選
出が行われました。まず、支部長選出については、
星善介選挙管理委員長から選挙管理委員の紹介と報

告が行われました。支部長立候補者が１名だったた
め、役員選任規定により石井徹会員が県南支部長に
当選されたとの報告が有りました。その後、支部理
事、監事、本会の役員、委員等の選出が行われ、満
場一致で承認されました。
　最後に松田秀幸副支部長が閉会の言葉を述べて無
事終了しました。
　一昨年までは総会
終了後に情報交換を
兼ねた懇親会を開催
しておりましたが、コ
ロナウイルスの感染
が収束していないた
めに断念。一日も早
くコロナウイルスが
収束し、懇親会や研修
旅行が実施できるこ
とを願っています。

渡邉律三議長 各議案を審議する出席者

石井徹支部長 古川正美副会長 衆議院議員　国光あやの氏

５月７日（金）
茨城新聞掲載
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しました。
総務部長／柴田大、副部長／若山民雄（議事録作
成）、理事／椿明子（会計責任者）・和田裕行（会
計補佐）
業務部長／石神敦子、副部長／高谷真一（業務研
修会責任者）・冷岡和広（相談会責任者）・大澤泰
弘（研修旅行責任者）、理事／澁谷輝男（ホームペー
ジ責任者）・野村聡子（業務研修会）・池田有美（業
務研修会）・小野寺大介（業務研修会）・成島和洋
（業務研修会）・永野智之（業務研修会）・川上佳
弘（研修旅行）・増田せつ子（研修旅行）
３．分科会（総務部・業務部）
○部長、副部長を選任しました。
○理事の職務分掌を決定しました。
○令和３年度の事業計画、年間スケジュールを検
討、決定しました。

【報告事項】
１．防災協定を締結している市町村の状況と市町村
別の行政書士登録状況について説明が有りました。
２．本年度の行政書士試験について説明と協力依頼
が有りました。
３．関東地方協議会連絡会について説明と協力依頼
が有りました。

【その他事項】

日時：令和３年５月15日（土）
 午後１時30分～午後３時30分
場所：L'AUBE　kasumigaura（土浦市）
 ※Zoomによる遠隔研修会
講師名：ワイズ公共データシステム株式会社
 取締役　荻原　隆仁　氏
経審改正のポイント
　当初は、講師が登壇した対面式の研修会を予定し
ておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況か
ら講師の来訪が難しくなり、急遽Zoomによる遠隔
研修会として実施いたしました。講師の荻原隆仁先
生は遠隔研修会に慣れており、通常と変わらぬ内容
の濃い研修会となりました。
　経営事項審査の概要と目的について説明いただい
た後、建設業法の改正点として「知識及び技術又は
技能の向上」に関する内容が追加され、新たに「技
士補制度」が2021年４月から創設されました。これ
により工事現場に監理技術者補佐（主任技術者資格
＋技士補資格）を置くことにより、監理技術者の専
任要件が緩和されました。合わせて１級受験資格の
見直し、監理技術者講習有効期間の見直しも行われ
ています。
　経営事項審査においては、事業者と行政書士が共
に力を合わせて出来るだけ高い評点が取れるように

尽力する訳ですが、今回の改正においては技術力評
点（Ｚ点）とその他審査項目（社会性等）（Ｗ点）
に加点があります。どのような要件を具備すれば加
点されるのか事業者へのアドバイスが必要です。ま
た、申請にあたっては様式が変更になっていますの
で注意してください。
　最後に技術者の継続教育（CPD）と建設キャリ
アアップシステム、建設業経理の状況について解説
をいただきました。

 （通信員　澁谷　輝男）

特別業務研修会

各理事の職務分掌を決定し、各事業の推進を図る

総務部と業務部に分かれて年間活動計画を策定

Zoomによる遠隔研修会の参加者
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日時：令和３年５月８日（土）
 午後１時30分～午後３時30分
場所：筑西市ダイヤモンドホール
参加者：35名

　去る５月８日、筑西市ダイヤモンドホールにて支
部定時総会が開かれました。
　新井副支部長から開会宣言後、古川副会長（現　
会長）より総会開催の祝辞を賜りました。
　令和２年度事業報告、会計決算報告及び監査報告
があり、続いて、増戸県西支部長からは本年度の事
業計画や会計予算について説明がありました。昨年
はコロナ禍の影響を受け中止も多かった研修会をは

じめとする支部業務を、感染対策を取りながら、本
年度は積極的に実施して行きたいとのことでした。
県西支部会則の改定案についても、現状に即した会
則への修正が説明されました。また、役員の改選が
あり、新役員が選任されました。
　出席した各支部会員からは、事業計画や理事の選
任について活発な質疑応答・意見具申がありました。
昨年は新型コロナウイルスの影響のため縮小して開
催せざるを得なかった分、本年度の支部総会は充実
したものとなりました。
　支部総会の後には増戸県西支部長と希望する理事
による話し合いの時間を設け、今後の支部運営につ
いて具体的に計画を練ることができました。

定時総会

　去る５月８日に県西支部定時総
会が行われ私が支部長に再任され
ましたので、今後２年間支部運営

をさせていただくことになりました。
　支部では、地域に密着し、行政書士の認知度を高
める活動や、様々業務をされている会員の皆様の会

員間の交流を行うことで、スキルの向上につながる
活動などの事業を考えております。
　今年度の支部運営は、支部役員一人一人が自発的
に支部事業に携われるよう体制も強化しました。会
員の皆様の様々なニーズにお応えできるよう精進し
てまいりますので、今後ともご理解ご協力をお願い
いたします。

　初めまして、本年度より県西支部支部通信員を拝
命いたしました、鈴木智絵です。
　北から桜川市、筑西市、結城市、古河市、八千代
町、下妻市、五霞町、境町、坂東市、常総市の支部

会員280名を擁する県西支部の、様々な情報発信を
いたします。学生時代の文芸部の経験を生かして頑
張ります！

質疑に応える小島副支部長 令和３年度新執行部の紹介

支部長　増戸　美幸

通信員　鈴木　智絵

支部だより
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日時：令和３年６月12日（土）
 午後１時30分～午後３時30分
場所：地域交流センター　アルテリオ
参加者：17名

　６月８日、筑西市しもだて地域交流センター　ア
ルテリオにて令和３年度県西支部第一回理事会が開
催されました。
　先日の支部定時総会の内容を受け、本年度の事業
計画や支部運営について増戸支部長から説明があり
ました。

　来月７月には早速、本年度の第一回研修会及び意
見交換会が実施される予定です。

県西支部第一回研修会及び意見交換会

日時：令和３年７月31日（土）
 午後１時～午後４時
会場：筑西市ダイヤモンドホール
内容：改正建設業法について

　新型コロナウイルス感染症拡大により、一部中止
となっていた無料相談会が、４月より順次再開され
ました。

　検温やアルコール消毒等で感染対策を徹底しつつ、
支部全体では計30件（４～５月）の相談をお受けし、
市民の皆様のお役に立つことができました。

（通信員　鈴木　智絵）

第１回理事会

無料相談会の再開

常総市相談会会場 ユキマサくんがお出迎えすることも

県西支部執行部メンバー 議事の様子

支
部
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日時：令和３年４月11日（日）
 午後２時～午後３時40分
場所：日立シビックセンター　703室
参加者：14名

　日立シビックセンターにおいて第１回県北支部理
事会が開催されました。三橋支部長の挨拶の後、各
議題について審議されました。

議題
（１）令和２年度茨城県行政書士会県北支部定時
総会提案事項について
①令和２年度事業報告及び決算報告承認に関
する件

②令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）
承認に関する件

③茨城県行政書士会定時総会における代議員
及び議長・議事運営委員の選出に関する件

（２）令和２年度茨城県行政書士政治連盟北支部
定期大会提案事項について
①令和２年度運動報告に関する件

（３）令和３年度茨城県行政書士会県北支部定時
総会及び茨城県行政書士政治連盟北支部定期
大会の開催日程に関する件

（４）第２回理事会の日程に関する件
（５）役員の日当（会計の簡素化）に関する件

連絡・報告事項
（１）本会の動きについて
（２）その他

第１回理事会

　この度、県北支部長に就任致し
ました。三橋　司です。３期目と
なりました。３期目ともなると段々

と我儘になってきます。会員の皆さんはしっかり私
を監視していて下さい。よろしくお願い致します。
　前期はコロナ禍とあってネットを活用しましたが、
やはり「対面は大事」との思いが、よりいっそう強
く感じました。特に新しく入会された方々には申し

訳なく思っております。コロナが落ち着きましたら、
交流の場をたくさん持ちたいと思います。
　またネットはネットで活用していきたいと思いま
す。面白い企画を考えております。また支部会員の
みなさんのご提案もお待ちしております。ご協力よ
ろしくお願い致します。
　簡単ではございますが会員の皆様の益々のご活躍、
ご多幸を祈念して就任のご挨拶とさせていただきま
す。

　このたび新たに県北支部通信員を務めさせていた
だきます飛田です。
　県北地域の先生方の活動を細やかにお伝えできる
よう心がけていこうと思います。

　今年は県北支部の古川　正美先生が茨城県行政書
士会の会長に就任されるなど、今後の県北支部の更
なる飛躍に向けての一助になれるよう努力いたしま
す。

日立シビックセンターにて理事会の様子

支部長　三橋　　司

通信員　飛田　宏道
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日時：令和３年５月９日（日）
 午後２時～午後３時
場所：ホテルプラザ・テラス
参加者：24名

　東京都および各地にコロナによる緊急事態宣言が
出ている中ではありましたが、日立市にありますホ
テルプラザ・テラスの全面的な協力の下、感染対策
を徹底した上での県北支部定時総会および定期大会
が開かれました。

議案審議
○茨城県行政書士会県北支部定時総会
第１号議案　令和２年度事業報告及び収支決算
報告並びに監査報告について

第２号議案　令和３年度事業計画及び収支予算
について

第３号議案　役員・代議員の選出について
　慎重に審議した結果、いずれも原案の通り可決承
認されました。

○茨城県行政書士政治連盟北支部定期大会
　第１号議案　令和２年度活動報告及び監査報
告について

　原案の通り承認されました。

　その後ホテル内での会場を移動し、各テーブルの
座席ごとにパーティションで区切り、大声を出さな
い、お酒を注ぎにいかない等の厳しい制約の中で懇
親会が開かれ、久しぶりの会員同士の交流が行われ、
終始和やかな雰囲気で今総会が終了しました。

主催：一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ター茨城県支部

日時：令和３年５月21日（金）
 午前10時～正午
場所：日立女性センター
表題：成年後見制度の利用と死後の準備
講師：原田　優先生　茅根　悟　先生
聴講者：６名（相談者３名）

日時：令和３年６月４日（金）
 午前10時～正午
場所：那珂市中央公民館
表題：成年後見制度の利用と死後の準備
講師：原田　優先生　茅根　悟　先生
聴講者：12名（相談者１名）

　県北支部の原田　優先生、茅根悟先生が一般社
団法人コスモス成年後見サポートセンター茨城県支
部主催で、成年後見制度についての無料公開講座お
よび無料相談会を日立市と那珂市で開催しました。

　聴講者は若者から高齢者まで幅広い年代であり、
判断能力が衰えてきている身内の心配だけでなく、
自身の将来への心配から成年後見制度を勉強されて
いる方や、同制度についての知識を深めようと介護
施設の職員や市役所職員の姿も見受けられました。
原田先生によりますと「需要が高まりつつある成年
後見制度だが行政書士の食い込みがまだまだ弱いの
で、今後は行政各所や家庭裁判所等へのPR活動を
強化して行きたい。」とのことでした。また「今後
も無料公開講座と無料相談会を定期的に開催して行
くつもりなので、一緒に活動できる仲間を増やして
行きたい。」とも話しておられました。

定時総会

成年後見制度についての無料公開講座・無料相談会

（通信員　飛田　宏道）

公開講座の風景　解説中の原田先生（那珂市中央公民館）

ホテルプラザ・テラスにて定時総会の様子

支
部
だ
よ
り



日時：令和３年４月14日（水）
 午後２時～午後４時
場所：レイクエコー講座室
参加者：13名

【理事会議題】
１．年次総会提出議案に関して
２．次年度事業計画に関して
３．その他

【政治連盟幹事会】
１．年次総会提出議案に関して
２．次年度事業計画に関して
３．その他

　昨年の理事会は新型コロナ禍の不安感に配慮して
オンライン会議の開催でしたが、今回は社会的に施
設改善や参加者意識が整ってきていることから、県
施設での開催です。
　会議は活発な意見交換のなかで無事終わることが
できました。

第１回　理事会及び政治連盟幹事会

　この度、小嶋支部長の後任とし
て支部の運営を担当させていただ
くことになりました。

　日頃より会員の皆様には、様々な事業活動に対し、
ご理解、ご協力を賜り感謝の念に堪えません。
　昨年度は、コロナ禍の中でいち早く、給付金事業
に関し研修を行い、自治体や商工会と連携を密にし、
市民の方々のお力になることができました。併せて
「行政書士」の存在感のアピールに繋がり、会員の

皆様の絶大なるご支援の賜であったと感激した次第
です。
　当支部においては、これまで先輩会員をはじめ皆
様が並々ならぬ努力や研鑽を積まれ、半世紀にわ
たって支部の歴史を紡いでこられました。この重み
をしっかりと受け止め、年度方針や事業計画等を踏
まえながら、微力ではありますが職責を果たしてま
いりたいと考えております。
　今後とも、皆様のご協力並びにご支援をよろしく
お願い申し上げます。

　今年度より通信員を仰せつかりました、阿部孝太
郎と申します。鹿行支部は、会員数こそ少ないです
が、個性豊かな先生方が勢揃いの賑やかな支部です。
大川支部長をはじめとする、一人ひとりにスポット

を当て、鹿行支部の活動を少しでも皆様に理解し、
楽しんでいただけるような支部だよりを目指します。
よろしくお願いします。

支部長　大川かつ江

鹿行支部第１回理事会 活発な意見が出されました

通信員　阿部孝太郎
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日時：令和３年５月14日（金）
 午後３時～午後５時
場所：アトンパレスホテル会議室
参加者：24名

【定時総会　議案】
第１号議案　令和２年度事業報告及び決算報告につ

いて
第２号議案　令和３年度事業計画及び収支予算につ

いて
第３号議案　支部規則改正について
第４号議案　役員に改選について
第５号議案　本会代議員の選任について

【定期大会　議案】
第１号議案　令和２年度事業報告及び決算報告につ

いて
第２号議案　令和３年度事業計画及び収支予算につ

いて
第３号議案　役員改選について
第４号議案　代議員の選任について

　本年の定時総会は、鹿行支部として新型コロナ禍
の感染対策を十分配慮しながら、ホテルを会場に開
催しました。小嶋支部長から今回の定時総会が、無
事に開催できたことに支部会員に感謝しながら、丁

寧にご挨拶いただいておりいます。来賓された本会
の古川副会長からも、鹿行会員に向けて誠意のこ
もったご祝辞をいただき、茨城新聞社の高橋栄次鹿
嶋支社長からは、行政書士への期待のこもったご祝
辞をいただきました。審議事項につきましては、出
席会員多数の同意をいただき無事承認されています。

定時総会・定期大会

（通信員　阿部　孝太郎）

定時総会の様子

古川副会長を囲んで

５月20日（木）
茨城新聞掲載
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一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター茨城県支部からのお知らせ
（コスモスいばらき）

当センターの経緯・組織・特徴・最近の活動を紹介させていただきます

１　経緯
（１）設立
　平成12年４月から成年後見制度が施行され、行政書士を主体としたＮＰＯ法人が全国各地で
設立されました。その後全国組織設立の機運が高まり、平成22年４月に日行連で全国組織の設
立が承認され、同年８月に当センターが設立されました。
　なお、茨城県支部は、平成24年９月に茨城県行政書士会の協力のもとに設立されました。

（２）コスモスと日行連との関係
　平成28年５月に成年後見制度利用促進法が施行され、基本計画に基づく取組が市町村等で
始まっていることから、令和１年９月に日行連とコスモスは協定を交わし、下記を目的として、
日行連はコスモスへの積極的な支援・協力をしていくことになりました。

単位会とコスモス支部が協力して地域の信頼を高め、行政書士が専門職後見人として広く
認知され活躍することを目指し、成年後見事業の更なる推進を図ること

２　組織【令和３年３月１日現在】
支部：42支部（未設置：北海道、東京都、岡山県、鳥取県、佐賀県）、会員：2,067名
（行政書士登録者数49,073名（令和３年４月末日現在）の約４％）

３　特徴
①　成年後見業務等を行う上で、寄り添い方の対応を行っています。
②　年４回の受任案件報告書提出により適切な任務遂行と不正防止に努めています。
③　成年後見賠償責任保険への加入を義務付けています。

４　最近の活動
①　５か年計画（令和３年１月～同７年12月）の作成・実施
　コスモスと日行連が共に目指す将来を具現化するために、コスモスが今後５年間に取組む施
策を明らかにしたもの。
　内容は、47支部の設置、法人後見の実施、業務管理体制の確立（未報告者ゼロ）、研修体制
の確立（更新研修の義務化）等。
②　Zoomによる会議等の開催（総会、支部長会、本部及び支部が開催する研修会）
③　本部開催による更新研修の実施
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