
2021 年度 成年後見人材育成研修（日本社会福祉士会委託研修） 開催要項
（オンライン開催）

１ 研修目標

（１）専門職後見人としての社会福祉士が身につけるべき知識・技術を修得し、権利擁

護センターにおける成年後見人としての一定の力量を確保すること。（※本研修

の修了は、権利擁護センターぱあとなあ後見人候補者名簿に登録し、受任できる

者を養成する「名簿登録研修」の受講要件となります。）

（２）地域で相談援助にあたる者が、成年後見制度活用の知識、技術を修得すること。

２ 主 催 公益社団法人 日本社会福祉士会

主 管 一般社団法人 福井県社会福祉士会

３ 日 時（全４日）

令和３年 ９月１１日（土）9：00～16：50
令和３年１０月 ９日（土）9：00～16：20
令和３年１１月１３日（土）9：00～16：20
令和３年１２月１１日（土）9：45～16：20

４ 場 所  Zoomミーティングを使用したオンライン研修として実施します

５ 受講要件（次の要件のすべてを満たす者）

（１）日本社会福祉士会の正会員である都道府県社会福祉士会に所属する社会福祉士

（２）都道府県の会長が成年後見活動に資すると認める者

（３）カリキュラムの全課程に出席できる者

（４）次に掲げる①～③のいずれかを満たす者

①日本社会福祉士会の（基礎研修Ⅰ～Ⅲ）を受講済みである者

②2011年度までの旧生涯研修制度共通研修課程を1回以上修了済みである者

③認定社会福祉士である者

（５）年会費の滞納のない者

※ 2021 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全日程を Zoom ミーティング

でオンライン受講できる方を対象とします。何卒ご理解をお願いします。

※ オンラインでの受講にあたっての詳細・注意事項は、本開催要項４ページをご覧く

ださい。

６ カリキュラム 別紙「標準カリキュラム」のとおり

（１）講義・演習等：４日間 ２３時間

（２）事前課題：指定する６課目は「事前課題」の提出が必要です。

課題は、その都度ご案内します。

７ 対象都道府県社会福祉士会及び定員

区分 都道府県社会福祉士会名 定員

研修を主管する社会福祉士会

（主管社会福祉士会）
福井県社会福祉士会 １０名



研修の対象となる指定社会福祉

士会（指定社会福祉士会）

石川県社会福祉士会

富山県社会福祉士会
計１０名

合計２０名

８ 受講料  ひとり５０，０００円（テキスト代（約14,000円）別途）
※一旦納入された受講費は、主催者側による理由以外は返金できません。

９ 申し込み  別紙の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、所属社会福祉士会の事務局（下

記参照）に、Eメール、FAXまたは郵便にてお申し込ください。
申込締切：令和３年７月５日（月）必着

※ただし、締切日前でも定員に達し次第、受付を締め切ります。

１０ 受講決定

（１）受講は以下のとおり決定します。

①主管社会福祉士会に所属する会員の受講決定は、主管社会福祉士会が決定します。

②指定社会福祉士会に所属する会員の受講決定は、指定社会福祉士会が受講者を決定し、

主管社会福祉士会に推薦します。

③上記によりがたい場合は、主管社会福祉士会と指定社会福祉士会の協議により受講者

を決定します。

（２）受講可否の連絡

・受講可否は７月下旬にメールにてご連絡します。申込書にメールアドレスを必ず記載

し、当会（ cswfukui@song.ocn.ne.jp ）からのメールを受信できるよう設定してく

ださい。

・申込者が定員を越えた場合は、受講できない場合があります。

・受講申込が一定数に満たない場合は、研修開催を中止することがあります。

・受講料の納入方法、テキストの購入方法、事前課題、キャンセル等の扱いについては、

受講可否の連絡時にご案内します。

１１ 修了要件  研修の修了には、次の基準を満たす必要があります。

（１）面接授業にすべて出席していること

（２）事前課題を提出すること

（３）修了評価で一定の水準を満たすこと

※ 期間内に修了できない場合の代替措置： 欠席した課目数が 4課目以内（「課目 13
今後の後見活動について（修了試験）」は除く）の場合は、1期（1年間）に限り
受講期間の延長を認め、欠席課目を翌年度に履修することで研修を修了すること

ができます。

※ 今年度はオンライン研修となります。研修の受講中は、受講者側のカメラをオンに

した状態（受講者の顔が Zoom ミーティング画面に表示されている状態）で受講
していただきます。これにより受講確認を行います。

※ 15分以上の遅刻・中座・早退があった場合、その課目は欠席とみなします。
以下の場合は遅刻・中座・早退とみなしますのでご注意ください。

・各課目の講義開始時間から 15分以上 Zoomの接続が確認できない場合、接続して
いても 15分以上離席している場合

・各課目の講義中に 15分以上 Zoomに接続していることが確認できない場合、接続
していても 15分以上離席している場合

・各課目の講義中に 15分以上カメラがオフの状態が継続している場合
・15分未満の遅刻・中座・早退が 3回累積すると、1回の欠席とみなします。
※ 接続不良が生じないよう、安定した通信環境下での受講をお願いします。



１２ 研修単位について

（１）日本社会福祉士会の生涯研修制度において、新生涯研修制度では専門課程の２単

位、旧生涯研修制度では専門分野別研修２単位となります。

（２）本研修は、認定社会福祉士制度の研修として認証されています。

認証科目：後見制度の活用（成年）（分野専門/高齢分野、ソーシャルワーク機能別科目群）
単位数：２単位  認証番号：20160004
※ 認定社会福祉士の認定申請をするときに、自身が申請しようとする分野の単位と

して扱うことができます。「後見制度の活用（成年）」は、高齢分野、障害分野、医

療分野、地域社会・多文化分野の単位として扱うことができます。

１３ その他留意事項

 日本社会福祉士会から都道府県社会福祉士会への委託により実施する研修です。
 本研修修了後、成年後見人として活動を希望する方は、都道府県社会福祉士会が行
う「名簿登録研修」を受講し、所属する都道府県社会福祉士会のぱあとなあ成年後見

人候補者名簿に登録する必要があります。（名簿登録料が必要です）

【福井県社会福祉士会】（主管）

〒918-8011 福井県福井市月見3丁目2番37号 NTT西日本福井南交換所ビル1階

TEL 0776-63-6277 FAX 0776-63-6330 Eメールcswfukui@song.ocn.ne.jp

【石川県社会福祉士会】

〒920-8557 金沢市本多町3丁目1-10石川県社会福祉会館２階

TEL 076-207-7770 FAX 076-207-5460 Eメールicsw@spacelan.ne.jp

【富山県社会福祉士会】

〒939-0341 富山県射水市三ケ579

TEL/FAX 0766-55-5572 Eメールtoyama.csw@gmail.com



本研修は、オンライン（Zoomミーティング）で開催しますので、以下の「オンライン研修の
参加方法」を必ずご確認の上、お申込みください。

一般社団法人福井県社会福祉士会 オンライン研修の参加方法

オンライン研修に参加いただくにあたり、事前に準備いただきたい事項、使用機器等につい

てご案内いたします。

■本研修（Zoomミーティング）に参加するにあたり準備いただきたい事項

インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマホ等で参加が可能です。必要な

機器をご準備ください。

本研修では、ビデオ会議システム「Zoomミーティング」を使用しますので、事前に「Zoom」
アプリを使用予定の機器にインストール／ダウンロードしてください。インストール／ダ

ウンロードは無料でできます。

研修に参加するだけであれば Zoomアカウントの取得（サインアップ）は不要です。

■使用機器の確認（詳細）

①本研修（Zoom ミーティング）では、受講者側のカメラを常にオンにしていただいた状
態で受講いただき、出席確認をさせていただきます。また、演習の課目では、受講者側

のマイクとカメラを使用したグループワーク（ブレイクアウトセッション）を実施しま

す。パソコン等の端末とあわせて、以下の機器をご準備ください（1 台の端末で複数名
まとめて受講いただくことはできません）。

・web カメラ（パソコン等に内蔵されているもの、または USB 等で接続する外付けのも
の）

・webマイク（パソコン等に内蔵されているもの、または USB、Bluetooth等で接続する
外付けのもの）

②音声（スピーカー）は、パソコン等に内蔵されているものでお聞きいただけますが、イ

ヤホンの使用を推奨します（イヤホンとマイクが一体となった、イヤホン付きマイクが

便利です）。

③長時間にわたり映像・音声を視聴いただくため、安定した通信状況下でご参加ください。

ご自宅や職場等で有線 LAN でインターネット接続されたパソコンでのご参加を強く推
奨します（最低でもWi-Fi接続）。
携帯電話会社の回線（パケット通信）でもご参加は可能ですが、データ使用量が大きく

なります。参加にかかるデータ通信料は参加者負担となりますので、通信料金やお使い

の端末の契約内容にご注意ください。

＊Zoom使用のシステム要件はこちら
https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697 （Zoomヘルプセンター）

＊Zoomアプリをダウンロードしたら、事前に接続テストを行うことをお勧めします。
Zoomテスト用URL： https://zoom.us/test

■Zoomの接続に関して

受講者のみなさまの機器の種類も様々であり、また、インターネット接続状況も異なるなか、

受講者側の通信環境による接続不備については主催者側ではお応えいたしかねますので、ご

理解の上、ご参加いただきますようお願いします。

（参考）パソコン等の環境整備ついて参考となるサイト（一例）

NEC Zoom受講マニュアル https://www.neclearning.jp/training/remotelive/pdf/Zoom.pdf



① ② ③ ④ ⑤

9:00～
9:30

０　研修ガイダンス 30 講義 ぱあとなあ福井　山本　純江　氏

ぱあとなあ成年後
見人等候補者名
簿登録者（※以
下、名簿登録者）

〇

9:40～
11:40

１　成年後見制度の解説 120 講義
弁護士　茂呂　信吾　氏
（ひだまり法律事務所）

弁護士 ○ ○ ○ ○
あ
り

12:40～
13：40

２　成年後見活動における
　　判断能力のとらえ方

60 講義
大森　晶夫 氏
（医療法人積善会 猪原病院 院長）

医師 ○ ○

13:50～
16:50

３　社会福祉士と成年後見
　　～権利擁護の視点から

180 講義
ぱあとなあ福井　岡崎　賢　氏
（相談支援センター　ナイスケア・ステーション
代表）

名簿登録者 ○ ○ ○ ○

9:00～
11:00

４　財産法の基礎 120 講義
弁護士　端　将一郎　氏
（よつば法律事務所）

弁護士 ○ ○
あ
り

11:10～
12:40

５　財産管理のための
　　知識

90 講義
司法書士　中尾　亨
（司法書士法人GK中尾亨事務所）

精通した弁護士、
司法書士

○ ○ ○ ○

13:40～
14:40

６　後見事務の実際１ 60
報告
解説

報告：飯田　裕美 氏、橋本　尚剛 氏
　　（ぱあとなあ福井）
解説：司法書士　稲田　眞紀 氏
　　（司法書士法人ist代表）

報告：名簿登録者
解説：精通した弁
護士、司法書士

○ ○ ○

14:50～
16:20

７　家庭裁判所の
　　実務の理解

90 講義
藤井　卓也　氏
（福井家庭裁判所　主任書記官）

裁判官、家裁職員
（元職含む）

○ ○ ○

9:00～
11:00

８　家族法の基礎 120 講義
弁護士　市川　徹　氏
（ひだまり弁護士事務所）

弁護士 ○ ○
あ
り

11:10～
12:00

13:00～
14:40

９　身上監護のための
　　　知識

150 講義
ぱあとなあ福井　近藤　俊英　氏
（社会福祉士事務所十色代表）

精通した有識者、
名簿登録者

○ ○ ○ ○ ○

14:50～
16:20

１０　後見事務の実際2 90
報告
解説

報告：田辺　文夫 氏、直江　聡 氏
　　（ぱあとなあ福井）
解説：ぱあとなあ福井　近藤　俊英　氏
（社会福祉士事務所十色代表）

報告：名簿登録者
解説：精通した有
識者、名簿登録者

○ ○ ○ ○ ○

9:45～
11:45

１１　演習１
　　ニーズの把握と対応

120 演習
ぱあとなあ福井　近藤　俊英　氏
（社会福祉士事務所十色代表）

名簿登録者 ○ ○ ○
あ
り

12:45～
14:45

１２　演習２
　　　ネットワーク活用による
　　　権利擁護（それぞれの
　　　立場での権利擁護実践）

120 演習
ぱあとなあ福井　近藤　俊英　氏
（社会福祉士事務所十色代表）

名簿登録者 ○ ○ ○
あ
り

15:00～
16:00

１３　今後の後見活動に
　　　ついて

60 講義
ぱあとなあ福井運営委員長　金森　隆太　氏
（社会福祉法人森田福祉会）

名簿登録者 ○ ○ ○
あ
り

４日目
12/11
(土）

300分

１日目
9/11
(土）

390分

２日目
10/9
(土）

360分

３日目
11/13
(土）

360分

2021年度　成年後見人養成研修(委託集合研修)　標準カリキュラム

時間 課目
時間
(分)

形態 講師 講師
使用テキスト 課

題

　　　使用テキスト　　①『権利擁護と成年後見実践』 (メインテキスト) 　 ②『後見六法』
　　　　　　　　　　  ③『専門職後見人と身上監護』   ④『成年後見実務マニュアル』　  ⑤参考資料集等


