
函館市における市民後見推進事業実施状況 

１．市民後見人養成研修開催状況  

（１）前期日程  

○日  程   平成２７年２月３日（火）～６日（金）  

 ○場  所   函館市総合保健センター２階  健康教育室  

 ○研修内容  別紙カリキュラムのとおり

 ○参加人数  ４０人  

（内訳）男  １２人  女  ２８人  

30 代 １人 40 代 ５人 50 代 ４人 60 代 19 人 70 代 11 人 

（２）後期日程  

 ○日  程   平成２７年２月１９日（木）～２０日（金）  

 ○場  所   函館市総合保健センター２階  健康教育室ほか  

 ○研修内容  別紙カリキュラムのとおり  

 ○地域実習先  ・グループホーム函館あいの里  

        ・介護老人保健施設ジョイウェルス桔梗  

        ・特別養護老人ホーム函館百楽園  

        ・旭ヶ岡の家  

        ・特別養護老人ホーム倶有  

        ・函館一条  

        ・函館青年寮  

        ・函館地域生活支援センター  

        ・医療法人富田病院   （各施設３～５名参加） 

 ○参加人数  ３８人（都合により２人欠席）  

２．今後の予定  

○平成２７年度  

・市民後見人フォローアップ研修開催  

・成年後見制度普及啓発講演会開催  

 ○平成２８年度  

・（仮称）成年後見センター開設  



コンソーシアム担当 会場：函館市総合保健センター
年 月 日 曜日 No. 研修科目 研修内容 時間 講師ほか

27 2 3 火 9:00 ～ 10:30 1 市民後見概論Ⅰ
受講生スピーチ（受講動機）、市民
後見の背景・役割

90分

10:40 ～ 12:10 2 市民後見概論Ⅱ 成年後見における行政の役割 90分

13:10 ～ 14:40 3 成年後見制度概論 成年後見制度の意味と仕組み 90分
弁護士
渡邊　阿武呂　氏

14:50 ～ 16:20 4 成年後見の事例 専門職後見、法人後見等の事例 90分
市民後見研究実証プロジェクト
特任専門職員　東　啓二　氏

4 水 9:00 ～ 10:30 5 成年後見制度Ⅰ
法定後見の事務と流れ(財産管理、
身上監護）

90分

10:40 ～ 12:10 6 成年後見制度Ⅱ 民法の基礎（代理、相続、遺言等） 90分

13:10 ～ 14:40 7 任意後見制度 任意後見制度の意味と仕組み 90分

14:50 ～ 16:20 8 任意後見の事例と課題 任意後見の事例と課題 90分

5 木 9:00 ～ 10:30 9 成年後見と家庭裁判所
制度の適正な運用と家庭裁判所の
役割

90分
函館家庭裁判所
訟廷管理官　岡　正美　氏

10:40 ～ 12:10 10 対象者理解～高齢者・障がい者～認知症や障がい者の理解と特性 90分

13:10 ～ 14:40 11 対人援助の基礎 対人援助技術を学ぶ 90分

14:50 ～ 16:20 12 後見活動の実際
市民後見活動、法人後見活動等か
ら学ぶ

90分

6 金 9:00 ～ 10:30 13 成年後見制度の実務Ⅰ 成年後見の申立実務 90分
司法書士
小長井　朗　氏

10:40 ～ 12:10 14 成年後見制度の実務Ⅱ 就任後、終了時の実務 90分
社会福祉士
湯淺　弥　　氏

13:10 ～ 15:10 15 課題演習（確認テスト） まとめ、振り返り 120分

15:20 ～ 16:20 16 受講生スピーチ 60分

自治体担当（下記は函館市の場合）

27 2 19 木 9:00 ～ 10:10 17 関係制度Ⅰ
介護保険制度・その他の高齢者施
策の取り組み

70分

10:20 ～ 11:30 18 関係制度Ⅱ
障害者総合支援法・その他の障害
者施策の取り組み

70分

12:30 ～ 13:40 19 関係制度Ⅲ 生活保護・医療保険等 70分

13:50 ～ 15:00 20 地域福祉の取り組み
社会福祉協議会の取り組み（日常
生活自立支援事業等）

70分

15:10 ～ 16:10 21 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座
認知症の人への応援者である認知
症ｻﾎﾟｰﾀｰとなるための講座

60分

20 金
個別訪問、施設訪問、後見人同行
等

地域資源の把握

別日程 23 レポート作成① 受講動機

24 レポート作成② 地域実習の報告書 15時間

25 レポート作成③ 自身の考える「市民後見人像」

平成26年度 市民後見人養成研修カリキュラム（函館会場）

時間帯

東京大学政策ビジョン研究センター
市民後見研究実証プロジェクト
学術支援専門員　金原　和也　氏

東京大学政策ビジョン研究センター
市民後見研究実証プロジェクト
特任専門職員　東　啓二　氏

東京大学政策ビジョン研究センター
市民後見研究実証プロジェクト
特任専門職員　東　啓二　氏

東京大学政策ビジョン研究センター
市民後見研究実証プロジェクト
学術支援専門員　金原　和也　氏

弁護士
平井　喜一　氏

レポート①

自宅学習レポート②

レポート③

函館市ほか

地域実習 22

地域実習
成年後見制度を必要としている方
と交流し、状態像をつかむ。また、
自分の町の地域資源を把握する
ことによって、実践的な感覚と技術
を養う。

5時間 現地学習ほか


