
「地域で安心して暮らし続けることを支える」 

平成２９年度 

市民後見人養成講座 
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日 時 

場 所 

受講対象 

受講料 

定 員 

平成２９年１０月１４日～１２月９日 毎週土曜日(１０月２１日除く) 

１０時００分～１５時００分     全８日間 

※日によって開始・終了時間が若干前後します 

 
 

無料 

内 容 

社協ホームページへ 

アクセス！！ 
ＱＲコードをかざすと 

講座のカリキュラムなど詳

しい情報が見られます！ 

成年後見制度の概要、市民後見人の役割、関係諸制度・施策、 

援助が必要な方へのかかわり方などについて学びます 

下記へお電話でお申し込みください 申込方法 

 

 

～地域にはあなたの力を 

 必要としている方がいます～ 

 

【申込・問合せ先】                                  

  〒０６８－００３１ 岩見沢市１１条西３丁目１番地９ 岩見沢広域総合福祉センター２階 

   社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援係  

岩見沢市成年後見支援センター ＴＥＬ３５－５２１０（直通） 

 

本養成講座は岩見沢市の委託を受けて実施いたします。 
 

 

この講座は、認知症や知的・精神障

がいなどによって、判断能力が十分

でない方の代わりに、財産管理や福

祉サービス契約等の法律行為を行う

成年後見制度の理解を深め、身近な

地域住民の感覚を生かし、きめ細や

かさをもった後見活動を行う「市民

後見人」を養成します。 

 

岩見沢広域総合福祉センター ２階研修室１・２・３  

岩見沢市１１条西３丁目１番地９ 

①岩見沢市内に居住する満２５歳以上の方 

②社会貢献活動に関心があり、将来市民後見人として活動 

 する意欲のある方 

③成年後見制度について関心のある方 

④全日程を受講することができる方 

⑤民法第８４７条に定める後見人の欠格事由に該当していない方 

 

５０名（先着順） 

 

 



市民後見人養成講座 カリキュラム 

 

日 に ち 時  間 研修テーマ 内  容 講  師 

【1 日目】 

１０/１４ 

（土） 

 9:30～10:00 
開講式 

オリエンテーション 

●岩見沢市が取り組む権利擁護のまち 

 づくりについて 

●市民後見人養成講座のねらい 

岩見沢市・岩見沢市成年後見支援センター 

10:00～12:00 成年後見概論 
●成年後見制度とは 

●成年後見制度の基本 

金山司法書士事務所 

司法書士 金山  靖 氏 

13:00～15:00 高齢者理解・認知症 
●高齢者の特徴について 

●認知症について 

岩見沢市地域包括支援センター 

事業グループ 主査 湯川 真澄 氏 

【２日目】 

１０/２８ 

（土） 

10:00～12:00 市民後見概論 

●権利擁護と地域福祉について 

●市民後見人とは 

●市民後見人に期待されていること 

北海道手をつなぐ育成会 

事務局長 白戸 一秀 氏 

13:00～15:00 
高齢者を取り巻く 

関連制度・施策 

●介護保険制度について 

●高齢者虐待防止法について 

●その他の高齢者施策について 

岩見沢市地域包括支援センターほろむい 

社会福祉士 佐藤 歴 氏 

 

 

【３日目】 

１１/４ 

（土） 

10:30～12:00 
障がい者を取り巻く 

関連制度・施策 

●障害者施策について 

●障害者虐待防止法について 

●その他の障害者施策について 

岩見沢市福祉課障がい者福祉グループ 

主査 山田 努 氏 

13:00～14:00 知的障がい者理解 
●知的障がいとは 

●知的障がい者に対する支援について 

岩見沢清丘園 

生活支援課長 紅露 基次 氏 

14:10～15:10 精神障がい者理解 
●精神障がいとは 

●精神障がい者に対する支援について 

岩見沢市立総合病院 

精神保健福祉士 秋田 佳祐 氏 

【４日目】 

１１/１１ 

（土） 

10:00～12:00 民法の基礎 
●親族法について（離婚・内縁・親子等） 

●相続について（法定相続・遺言相続等） 

松村亮哉法律事務所         

弁護士 松村 亮哉 氏 

13:00～14:３0 後見人の職務と役割 
●後見人の職務と役割について 

（身上監護・財産管理等） 

金山司法書士事務所 

司法書士 金山  靖 氏 

14:４0～15:40 生活保護制度 ●生活保護制度について 
岩見沢市保護課 

課長 戸沼 貴志 氏 

【５日目】 

１１/１８ 

（土） 

10:00～11:00 
公的医療保険と 

国民年金 

●公的医療保険制度について 

●国民年金について 

岩見沢市国保医療助成課国保グループ 

主事 山吹  健 氏 

岩見沢市市民サービス課年金係 

主任 西野 弥生 氏 

11:10～12:10 税務申告制度 ●税務申告制度について 
岩見沢市税務課市民税グループ 

主査 寺西 拓也 氏 

13:00～15:00 対人援助の基礎 
●対人援助の理念や基本的知識、技術に 

 ついて 

北海道総合福祉研究センター                    

理事長 五十嵐 教行 氏 

【６日目】 

１１/２５ 

（土） 

10:00～11:30 
市民後見人の 

サポート体制 

●後見実施機関の役割と市民後見活動に 

 対するサポート体制について 

岩見沢市成年後見支援センター 

法人後見支援員 

11:40～12:10 
訪問体験実習     

（オリエンテーション） 
●施設訪問体験実習の留意点について 岩見沢市成年後見支援センター 

13:30～15:30 訪問体験実習 

●成年後見制度に係る対象者を理解する 

（訪問先） 

◆特別養護老人ホームこぶし 

◆特別養護老人ホームぬくもりの郷 

施設担当職員 

【７日目】 

１２/２ 

（土） 

10:00～12:00 任意後見制度 ●任意後見制度の利用について 
岩見沢公証役場 

公証人 秋山 重紀 氏 

13:00～15:00 成年後見の実務 ●申立から終了までの手続きについて 
山﨑司法書士事務所 

司法書士 山﨑 木綿子 氏 

【８日目】 

１２/９ 

（土） 

10:00～12:00 後見人職務の実際 
●法定後見制度利用と後見人職務の実際 

 について（事例報告） 

やすだ社会福祉士事務所 

社会福祉士 安田 昌彰 氏 

13:00～13:30 
成年後見制度と 

家庭裁判所 

●家庭裁判所における成年後見制度の  

 手続きについて 
DVD 鑑賞 

13:40～14:40 
日常生活自立支援事業 

とのかかわり 

●日常生活自立支援事業について 

●成年後見制度と日常生活自立支援事業 

 の違いについて 

●生活支援員の役割について 

岩見沢市社会福祉協議会 

地域福祉課 生活支援係 

14:40～16:00 
全体振り返り 

閉講式 

●全体振り返り 

●修了証授与 

●アンケート記入 

●講座終了後のお知らせ 

岩見沢市・岩見沢市成年後見支援センター 

※時間・内容等多少変更となる場合があります 


