特定非営利活動法人 浜松成年後見センター主催

社会福祉法人等の皆様を対象とした

2019 年度

法人成年後見スタートセミナーのご案内（実務者養成研修併催）
『成年後見制度』の需要は、高齢化による認知症の増加や高齢者世帯の増加、障害者の親世代の高齢
化などにより今も高まり続けています。その担い手としての親族がいない場合などは、専門職後見人が
就きますが、人員的に限られることや、複雑化し状況判断も悩ましいケースも増えてきている状況の中、
現在注目されているのが『法人後見』です。
法人として、必要に応じて複数で関われる体制による利点は多く、法律や福祉、医療の複合的な視点
での判断も可能になります。財産管理においても、複数で段階的なチェック体制が取れ透明性が増しま
す。利用者目線からも好ましい体制だと考えます。
私たちが考える『法人後見』とは、福祉現場で活用する制度として関わることに鑑み、福祉専門職（実
務者）が法律家や医療職などとしっかりタッグを組み連携しネットワークを拡大しつつ、財産管理にお
いては事務担当者と協働して透明性を担保し、全体として“見える化”すなわち、根拠を説明できる活
動を維持するものです。私たちは、６年間の法人後見活動を経て、その実感をますます強くしています。
そして今、浜松市で、
「法人後見」を担う法人が増えることを心から願っています。
そのような中で、この度、社会福祉法人などの皆さまを対象に、法人後見の意義や目的を学び、法人
後見の事業を運営するために必要なスキルを理解すると共に、権利擁護に関わる関係職員のネットワー
ク力を高めることを目的に開催致します。
是非、
「法人後見」に関心のある社会福祉法人の皆さまにご参加していただきたくお待ちしています。
※なお、本セミナーは、例年当法人が開催している成年後見実務者養成研修を併催します。

期間 2020 年 1 月 11 日（土）～2020 年 2 月 8 日（土） 全 5 日間 各講座 13：00～17：00
会場 えんてつ浜松駅前貸会議室（遠鉄百貨店新館 13 階） 予定 詳しくは募集要綱をご覧下さい
◎内容
１月 11 日（土）

法人後見の理解 成年後見人の倫理 成年後見制度をめぐる動向

１月 18 日（土）

成年後見制度（法人後見）の実践理解

１月 25 日（土）

成年後見制度に必要な法律理解

２月 1 日（土） 法人後見活動、運営の理解、考え方
２月 8 日（土） 事例演習（グループワーク）
・スタートセミナーとして参加される法人の方は、必要と思われる内容のみの受講で結構です。もちろ
ん、全講義の受講は歓迎致します。

◎募集対象者
「法人後見」に関心のある浜松市内の社会福祉法人等の職員、関係者
◎募集期間
2019 年 11 月 11 日（月）～12 月 23 日（月）必着
◎受講料 30,000 円
・法人としてお申し込みください。
【一法人の受講料で、その法人の職員複数の方の参加も可能です。
】
〒432-8001 浜松市西区西山町 808-72
電話:

053-485-8770

FAX:

053-522-8123

2019 年度

法人後見スタートセミナー実施要綱

1. 目的
成年後見制度や 法人後見の意義や目的を学び、法人後見の事業を運営するために必要な知識や運営
の方法を理解する。
2. 主催 特定非営利活動法人

浜松成年後見センター

3. 定員 若干名
4. セミナー参加対象者
「法人後見」の事業をご検討の浜松市内の社会福祉法人などの役職員、関係者
「法人後見」に関心のある浜松市内の社会福祉法人などの役職員、関係者
5. 研修日 2020 年１月 11 日～２月 8 日 土曜日を予定 13：00～17：00
・本セミナーは、成年後見従事者実務者用船研修と併催して実施します。スタートセミナーとして参加さ
れる場合は、全カリキュラムを受講する必要はありません。必要な講義を受講してください。もちろん、
全講義の受講は歓迎します。

6. 会場 えんてつ浜松駅前貸会議室（遠鉄百貨店新館 13 階） 予定
7. 研修費用 一法人につき３０，０００円（法人職員の複数の参加が可能です）
受講決定通知と合わせて請求書を同封します。2019 年 2 月末までにお振込みをお願いします。
8. 研修内容 別紙プログラムを参照ください。
9. 応募方法
① 別紙
② 受付期間
③ 受講者の決定

申込書を当センターまで郵送もしくは FAX にてご提出ください。
2020 年 11 月 11 日（月）～12 月 23 日（月）必着
受講可否の決定は、12 月 31 日までに郵送で連絡します。

10. 問い合わせ・受講申込書送付先
〒432-8001 浜松市西区西山町 808-72
メールアドレス

電話:

053-485-8770

koukencenter-2@office.tnc.ne.jp

FAX:

053-522-8123

法人成年後見スタートセミナー（2019 年度）日程
1 日目
１

2020 年１月 11 日（土）

13：00～17：00 場所 遠鉄百貨店会議室

法人後見の理解（浜松成年後見セ
ンターの設立の経緯、法人後見の
運営の実際、実践紹介）

法人後見の目的と意義を理解する。
法人後見の運営の仕組みを理解する。
市民後見人のあり方について理解す
る。
法人後見の実践の紹介

浜松成年後見センター
認定社会福祉士
堂元京子

90 分

法人後見の事業に求められる組織体
制や規程等を理解する。
法人後見の運営の仕組みを理解する。
法人後見の課題について理解する。

浜松成年後見センター
社会福祉士
高木誠一

80 分

成年後見制度利用促進法を理解する。
地域の権利擁護体制の仕組みづくり
について理解する。

浜松成年後見センター
社会福祉士
高木誠一

50 分

16：10～17：00

浜松成年後見センター
認定社会福祉士
堂元京子

90 分

13：00～14：30

休憩
２

14：30～14：40

法人成年後見事業の理解（開始に
必要なこと、法人後見のための組
織体制整備、備えるべき規程等）
休憩

３

１

2020 年１月 18 日（土） 13：00～17：00 場所

成年後見制度の基礎理解 １

遠鉄百貨店会議室

成年後見制度の概要を理解する。
成年後見制度の仕組みを理解する。

休憩
２

14：30～14：40

成年後見制度の基礎理解 ２

成年後見人の活動を理解する。
法人後見における従事者の活動を理
解する。
成年後見制度のあり方について考え
る。

認定社会福祉士
堂元京子

90 分

認定社会福祉士
堂元京子

40 分

16：20～17：00

成年後見制度を法律的に理解する。
コンプライアンスについて理解する。

浜松成年後見センター
90 分
協力弁護士 山本晃久

13：00～14：30

財産管理や相続について理解する。
家族法、財産法を理解する。

浜松成年後見センター
90 分
協力弁護士 山本晃久

休憩
３

質疑

３日目
１

2020 年 1 月 25 日（土） 13：00～17：00 場所

成年後見制度の法律的理解

遠鉄百貨店会議室

14：30～14：40

民法の理解
休憩

３

質疑

４日目
１

浜松成年後見センター
協力弁護士 山本晃久

40 分

16：20～17：00

審判申立の手続きについて理解する。
市長申立について理解する。

浜松成年後見センター
スタッフ

70 分

13：00～14：10

アセスメント、見立てを理解する。
支援計画作成を理解する。

浜松成年後見センター
スタッフ

70 分

定期報告書作成を理解する。

浜松成年後見センター
スタッフ

60 分

15：40～16：40

浜松成年後見センター
スタッフ

20 分

16：40～17：00

高齢者の事例によるグループワーク

浜松成年後見センター
スタッフ

90 分

13：00～14：30

障害者の事例によるグループワーク

浜松成年後見センター
スタッフ

90 分

2020 年 2 月 1 日（土） 13：00～17：00 場所 遠鉄百貨店会議室

審判申立の実務

14：10～14：20

支援計画の立案
休憩
定期報告の実際

３

質疑

意見交換

2020 年 2 月 8 日（土） 13：00～17：00 場所 遠鉄百貨店会議室

成年後見の具体的な業務の理解１
休憩
成年後見の具体的な業務の理解２

14：30～14：40

休憩
意見交換

14：20～15：30
15：30～15：40

３

５日目

14：40～16：10
16：10～14：20

意見交換

休憩
２

14：40～16：10

16：10～14：20
意見交換

休憩
２

14：40～16：00

16：00～16：10

成年後見制度をめぐる最近の動向

２日目

13：00～14：30

14：50～16：20
15：30～15：40

グループワーク

浜松成年後見センター
スタッフ

20 分

16：40～17：00

法人後見スタートセミナー受講申込書

申込日

年

月

法人名
住所

〒

電話番号
担当者名
メールアドレス
受講者名

職種

連絡先

1
2
3
4

連絡事項がありましたらお書きください。

送付先 〒432-8001 浜松市西区西山町 808-72
メール koukencenter-2@office.tnc.ne.jp

FAX:

053-522-8123

電話 053-485-8770

浜松成年後見センター

鈴木容子

備考

日

