市民後見人養成講座テーマ・講師紹介
月日

時間
09:00～10:30

講師名
水野守久

所属

テーマ

NPO 法人いきいきネット

10:40～12:10

教育研究所 事業企画部

14:40～16:10

井上英一

部

市民後見の役割・理念、社会規範や倫理、期待される市民後見人
像（なぜ市民後見なのか）について学ぶ

NPO 法人市民後見センターさ

市民後見概論 Ⅱ

いたま

グループワーク

長寿いきがい課 課長補佐

三郷の高齢社会（高齢

三郷市の高齢社会の現状

長寿いきがい係長

社会の現状）

三郷市の高齢者制度について学ぶ

グループワーク

09:00～10:30

前川浩司

10:40～12:10

水野守久

NPO 法人いきいきネット

柿沼晶弘

ふくし総合支援課

13:00～14:30
14:40～16:10

大内病院
09:00～10:30

9/27

市民後見概論 Ⅰ

長
13:00～14:30

9/13

宮崎進一

講義内容
開校式

一般社団法人 レジリエンス
9/6

2015.8.27 現在

井手順子

10:40～12:10

萩

13:00～14:30

吉岡欣三

14:40～16:10

水野守久

09:00～10:30

萩

進

進

日本の高齢社会

NPO 法人市民後見センターさいたまの誕生

生活保護と生活困窮者支援制度について学ぶ

グループワーク
高齢者・認知症の理解

高齢者の老化や疾患、生活機能などについて理解するとともに、

認知症疾患医療センター事務

認知症に関して、その種類（アルツハイマー型、脳血管性など）

局長

や症状、特徴などについて学習する。

川の郷福祉会

レモンカンパ

ニー施設長
民事法務協会
成年後見部企画啓発課長

知的・精神障がいの理

知的障がいおよび精神障がいについて、障がいの種類（ダウン症

解

や統合失調症など）やその症状、特徴などを学ぶ。

成年後見制度概論 1

成年後見制度の趣旨と背景。目的・基本理念。

NPO 法人いきいきネット

グループワーク

川の郷福祉会

障がい者の理解（精神） 精神障がいのある人と接する上で必要な「言語的」および「非言

レモンカンパ

ニー施設長

接し方

語的」コミュニケーションについて理解する。それを踏まえて、
精神障がいのある人を支援する上で留意すべき事柄について学
ぶ。

10/4
10:40～12:10

松本 哲

社会福祉法人みぬま福祉会川

障がい者の理解（知的）

口太陽の家施設長

接し方

知的障がいのある人と接する上で必要な「言語的」および「非言
語的」コミュニケーションについて理解するとともに、知的障が
いのある人を支援する仕方や留意すべき事柄について学ぶ。

13:00～14:30
14:40～16:10

09:00～10:30

10/18

岩佐博行

岩佐博行

あすかフロンティア事務所

あすかフロンティア事務所

10:40～12:10
13:00～14:30

成年後見制度概論 2

制度活用の必要性、今後の課題

グループワーク
成年後見制度各論（法

法定後見制度について、各類型の特徴や違い、後見人が有する権

定後見制度）

限の内容、財産管理や身上監護に関する事務、後見報酬、後見登
記などについて学ぶ。

グループワーク
岩佐博行

あすかフロンティア事務所

成年後見制度各論（任

任意後見制度について、制度が利用される状況やその手続きの流

意後見制度）

れ、任意後見契約の内容、法定後見との相違点、任意後見に付随
して結ばれることが多い契約の内容などについて学ぶ。

14:40～16:10

水野守久

09:00～10:30

医療法人財団アカシア会理事
大場敏明

10/25

長・クリニックふれあい早稲
田医院長

10:40～12:10
13:00～14:30

NPO 法人いきいきネット

グループワーク
認知症医療の現実と、
あるべき地域包括ケア
受講者と交流質問タイ
ム
地域福祉・権利擁護の

加藤泰子

三郷市社会福祉協議会

14:40～16:10

権利擁護センターと成年後見制度の現状

理念
グループワーク
家族法

09:00～10:30

家族法の基礎Ⅰ(相続・遺言).。後見人として業務を行っていく
上で必要となる家族法の基本的な事柄（特に相続や遺言に関する
法律の概要や留意点など）について学ぶ。

家族法
11/8

10:40～12:10

岩佐博行

あすかフロンティア事務所

家族法の基礎Ⅱ(遺産分割)。後見人として業務を行っていく上で
必要となる家族法の基本的な事柄（特に遺産分割に関する法律の
概要や留意点など）について学ぶ。

財産法
13:00～14:30

後見と関連が深く、後見業務を行う上で必要となる財産法の基本
的な事柄（特に契約や代理の概念や法律の概要など）について理
解する。

11/15

14:40～16:10

岩佐博行

あすかフロンティア事務所

グループワーク

09:00～10:30

堀江まゆみ

白梅大学教授

諸外国の後見事情につ

日本以外の国はどのような後見制度を持っているのか、その違い

いて
10:40～12:10

11/29

グループワーク

13:00～14:30

森泰子

ふくし総合支援課長

地域包括ケアシステム

14:40～16:10

水野守久

NPO 法人いきいきネット

グループワーク

09:00～10:30

堀江まゆみ

白梅大学教授

10:40～12:10

佐藤厚志

長濱崇二

大場良明

12/6
13:00～14:30

14:40～16:10

越谷年金事
務所 職員
矢花隆文

地域包括支援センターみさと
南所長

長寿いきがい課 課長補佐

山下勝矢

高 齢 者 施 策 /高 齢 者虐
待防止法
グループワーク
介護保険制度

狭山市民生委員・行政書士

公的介護保険制度について、介護保険の仕組みや保険財政の現
状、介護サービスの内容、申請および給付に係る手続やその仕方

介護給付係長

などについて学ぶ。
高齢者の詐欺

高齢者の詐欺被害とその防止について

年金制度について

日本の公的年金制度について、年金の制度的な仕組み、
（年金の

元刑事
越谷年金事務所

種類や、受給要件など）や年金財政の状況、年金に係る手続きや
その方法について学ぶ。

みさと共立病院副院長
埼玉県議会議員

09:00～10:30

虐待防止法
グループワーク

14:40～16:10

09:00～10:30

三郷市における理念と今後の方向性

高 齢 者 施 策 /障 が い者

10:40～12:10
13:00～14:30

を学ぶ

精神科医から見た認知

認知症を判断する立場からみた認知症

症
税務申告制度

公認会計士。税理士

税務申告について、特に確定申告を中心に、制度の概要（申告の
要件や各種控除の条件など）や申告の手続きの仕方や留意点など
について学ぶ。

12/13

介護支援専門委員・介護福祉
10:40～12:10

山口光子

認知症介護の実態

専門職から見た認知症の実態

後見実施機関の実務と

後見と関係が深い金融機関の役割と実務について学ぶ。

市民後見活動の基礎に

被後見人の財産の信託についても学ぶ。

士・NPO 法人介護サポート悠
遊越谷代表理事

13:00～14:30

講師名未定

りそな銀行

対するサポート体制
14:40～16:10

水野守久

09:00～10:30

飯塚/野口

10:40～12:10

飯塚/野口

13:00～14:30

井上/飯塚

14:40～16:10

井上/飯塚

12/20

09:00～10:30
1/10

新井 宏

NPO 法人いきいきネット

グループワーク

NPO 法人市民後見センターさ

現役市民後見人による

いたま

実践報告（高齢者）

NPO 法人市民後見センターさ

グループワーク

いたま
NPO 法人市民後見センターさ

現役市民後見人による

いたま

実践報告（障がい者）

NPO 法人市民後見センターさ

グループワーク

NPO 法 人 市 民 後 見 い き い き

現役市民後見人による

Net 理事

実践報告（障がい者）

1/17

10:40～12:10
13:00～14:30
14:40～16:10

精神保健福祉士・相談支援専
山田一三

相談委員の仕事

門委員・援専門委員
グループワーク

松本 哲

高杉春代

社会福祉法人みぬま福祉会川

障がい者施設の話

口太陽の家施設長

グループワーク

医 療 法 人ア カシ ア 会介護 統

高齢者施設の話

括・教育部長

グループワーク

岩佐博行

あすかフロンティア事務所

成年後見の実務

財産管理や身上監護に係る事務、後見事務報告書等の作成や死後

成年後見の実務模擬

例題を通して後見申立てを書いていただきます。

NPO 法人いきいきネット

成年後見の実務模擬

例題を通して後見申立てを書いていただきます。

NPO 法人いきいきネット

成年後見の実務模擬

水野守久

NPO 法人いきいきネット

14:40～16:10

水野守久
水野守久

10:40～12:10

高齢者介護施設、在宅サービスの実際。

事務の実施方法など）について学びます・

13:00～14:30

09:00～10:30

障がい者施設の生の声を聴く。

後見人が実際に行う業務の具体的内容（後見等開始申立、本人の

1/24

1/31

障がい福祉相談支援センターで仕事をする中で、障がい者の生の
声を聴いて・・

09:00～10:30
10:40～12:10

障がい者の後見業務報告

グループワーク

14:40～16:10
09:00～10:30

障がい者の後見業務報告

いたま

10:40～12:10
13:00～14:30

高齢者の後見業務報告

例題を通して後見申立てを書いていただきます。

13:00～14:30
14:40～16:10
09:00～10:30
2/7

10:40～12:10
13:00～14:30
14:40～16:10

水野守久

NPO 法人いきいきネット

実務体験感想

水野守久

NPO 法人いきいきネット

施設体験感想

09:00～10:30
2/14

10:40～12:10
13:00～14:30
14:40～16:10

申立てをしてみての苦労

高齢者施設・障がい者施設に行ってみての感想

卒業式
水野守久

NPO 法人いきいきネット

これからの抱負
これからの抱負
交流会

※グループワーク担当 NPO 法人いきいきネット水野と書いてありますが前の講師の方が引続き担当してくださるのがよろしいかと思います。
よって今書いてある水野は仮で書いてあります。講師の方で出来る方はご連絡ください。090-8568-6953 水野

