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２０１４年度テーマ

今再び、男女共同参画は必要か？
お父さんと息子が交通事故にあい、お父さんは即死、息子は救急病院に運ばれました。
運ばれた病院で手術しようとした外科医が、子どもの顔を見て驚いて言いました。

共生社会をめざす

成年後見制度

開かれた学習会（会員も会員外も参加 OK）で２回、成年後見制度ついての学習を
行いました。P1～３はそのまとめです。
3/20「いざという時のために知って安心＝成年後見制度」
豊川市成年後見支援センター 西山登さん
参加：２１名
6/19「成年後見制度活用の具体的場面と方法」
認定ＮＰＯ法人東三河後見センター 長谷川卓也さん 参加：２０名

「私には、この子の手術はできません。なぜならこの男の子は、私の実の息子だからです。
」
さて、この外科医と男の子の関係は？

成年後見制度と介護保険制度は平成１２年（２０００年）４月に同時に施行しました。また、民法の一部が改正され、
禁治産宣告と準禁治産宣告の制度が廃止されたのも、この時です。

この質問、どう考えましたか？
ぜひ、答と感想をお聞かせくだ
さい。（事務局まで）

それ以前は施設入所などを行政が「措置」しました。介護保険制度施行後は、自らが望む環境で尊厳をもって暮らす
ことができるように、自らの意思でサービスを選択し本人が事業者と直接「契約」することになりました。判断能力
が衰えた時、施設の職員に契約や預貯金管理をゆだねることが課題となっています。契約に困難な人たちが不利な契
約をしないために、成年後見制度は「契約」を支援する制度として介護保険制度と同時に施行されたのです。従って、
成年後見制度と介護保険制度は車の両輪の関係です。
成年後見制度の理念

つぶやきつながり

第１回

男女共同参画って、１０００年経たなきゃ

・ノーマライゼーション（共生）
（老若男女、障害者、健常者、外国人も全ての人が分け隔てなく普通に暮らせ
る社会が当たり前という考え方）
【因みに、男女共同参画はノーマライゼーションをめざしています。
】
・自己決定の尊重（現有能力の活用）
・身上監護の重視（本人の財産を本人の生活環境を快適に整えるために有効に利用する。
）
（本人の家事支援や介護の業務などは、各後見人の任意に委ねられている。
）

本当にならないよ。
（匿名希望さんより）
これにつながって、つぶやいてください。匿名・ペンネーム、ＯＫ！ つぶやきを事務局まで。

この理念に基づいて、成年後見人は働きます。本人の判断能力に応じて、本人の意思を最大限尊重し、本人の心身の状
況や生活状況に配慮しながら、適正な「財産管理」と生活そのものを守るために必要な「身上監護」をします。本人が
誤った判断で契約した場合、それを取り消す権限も付与されています。
H12(２０００)

「男女共同参画を一言で言うと」リレー
第１回

「助けて！」と言えること。
理由：自分ひとりではできないことを
認め、他人を尊重している、言葉だから
（by 夏の風）

次の方を募集中！

H23（２０１１） H24（２０１２） H25（２０１３）

申立件数

件数

３１，４０２件

３４，６８９件

３４，５４８件

市区町村申立（親族が申立

件数

３，６８０件

４，５４３件

５，０４６件

できない場合）
後見人と本人の関係

親族

９０．９％

５５．６％

４８．５％

４２．２％

第三者

９．１％

４４．４％

５１．５％

５７．８％

（最高裁判所事務総局発「成年後見関係事件概況」より）

申立件数の H24 から H25 の減少は、ニーズが減っているのではなく申立てできていない人の潜在化があります。申立件
数の増加とともに第三者の後見人は増加傾向です。第三者には弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門職

匿名・ペンネーム。ＯＫ！

と、専門職でない市民で必要な研修を積んだ、市民後見人、法人後見人（ＮＰＯ法人・社会福祉法人など）がいます。

あなたの考えを事務局までお伝えください。

財産侵害する親族、独り暮らしを狙う悪徳業者、施設での虐待などのトラブルが噴出しています。認知症の方がますま
す増えていく現状から、誰もが最期まで自分らしく生きるために、差別のない支え合いの社会の構築（
「後見の社会化
（社会全体で支える）
」
）に向けて、今、市民後見人に期待が集まっています。
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成年後見制度

豊川市役所
介護高齢課 89-2173805059
福祉課

89-2131

成年後見人

・銀行・郵便局
・保険会社
・不動産業者
・建設業者 など

市民後見人

財産管理

NPO 法人東三河後見センター
0533-80-2707 豊川商工会議所内

豊川市社会福祉協議会（ウィズ豊川）
豊川市成年後見支援センター 83-6377

豊川市成年後見支援センター
0533-83-6377 豊川市社会福祉協議会内

豊川市高齢者相談センター（旧称・地域包
括支援センタ-―
下記各地域
東部（上長山町 93-0801）西部（国府町 88-8005）
南部(山道町 89-8820)

北部（平尾町 88-7260）

成年被後見人

専門職後見人
・弁護士・司法書士・行政書士
・社会保険労務士・社会福祉士 など

（＝成年後見人の支援を
受ける人）
受ける人）
認知症の方 知的障がいの方
精神障がいの方

親族

身上監護

報告

関係機関

（快適に生活する
快適に生活する環境を整える
生活する環境を整える）
環境を整える）

・介護老人保健施設・介護
療養型医療施設・グループ
ホーム・小規模多機能型居
宅介護施設・ケアハウス・
・養護老人ホーム など
・障がい者支援施設・作業
所・グループホーム・ケア
ホーム
など
医師・ケアマネジャー
・ヘルパー・施設長 など

家庭裁判所（名古屋家庭裁判所豊橋支部）
豊橋市大国町１１０

・病院 など

0532-52-3212

１．成年後見制度を利用するとき（法廷後見の場合）

後見人・保佐人・補助人は、一定


本人の判断能力が不十分
① 本人の判断能力が不十分

期間の後見活動の後（１年以上が多

（主治医または精神科医の診断書が必要）

診断書をもとに、申立の類型を決める
② 診断書をもとに、申立の類型を決める
申立の類型（成年後見人の種類）
１．常に判断能力を欠いている人
申立の類型（成年後見人の種類）
２．判断能力が著しく不十分な人
１．常に判断能力を欠いている人
３．判断能力が不十分な人
２．判断能力が著しく不十分な人
３．判断能力が不十分な人

申立人を決める
③ 申立人を決める

後見人

⇒

保佐人
⇒
⇒ 後見人
⇒
補助人
⇒ 保佐人
⇒

補助人

成年後見人
の仕事開始
（ 財 産 管
理・身上監
護）

い）裁判所に報酬付与申立を行い、認
められた金額を本人の財産の中から
報酬として受け取ることができる。
報酬金額は裁判所が決める。
異議申立はできない。
裁判所は本人の生活に支障が出る報
酬金額は決めない。

（４親等内の親族 いない場合やできない場合は市区町村長）

後見人・保佐人・補助人の候補者を決める
④ 後見人・保佐人・補助人の候補者を決める
（決められない場合は裁判所が探す）

２．成年後見制度を利用する時（任意後見の場合）
判断能力がしっかりしているうちに、将来に備える。後見人


申立人が必要書類を整えて家庭裁判所へ手続
⑤ 申立人が必要書類を整えて家庭裁判所へ手続

になってくれる人と任意後見契約（公証人による公正証書）


家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任
⑥ 家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任

を結び、委任契約に伴う見守りや代理等をしてもらう。

新豊川市民病院
豊川共生ネットみらいの提案・感想
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視察報告(提案・感想）２０１３・１０・２８
豊川市民病院の回答

１. 「事務局」と「経営企画室」と「人事課」
事務局には、「庶務課」「医事課」「経営企画室」
において女性職員の割合を教えて
の３課室があります。
下さい。
事務局長、次長 女性０人／３人 ０％
（参考）政府目標
庶務課
女性３人／１９人 １６％
「指導的地位に占める女性の割合を、
医事課
女性７人／１４人 ５０％
2020年までに30％程度とする」
経営企画室
女性０人／２人 ０％
管理職（課長補佐級以上）１０人の中に
★院長・副院長に女性の起用を望みます。
女性職員はいません。
(参考）女性副院長
（平成２５年度時点 正規職員のみ）
開設55年になる市立吹田市民病院では、 豊川市では2年前に女性の副院長（看護師長）
平成20年4月1日付で初の女性副院長が が誕生した。現在は男性副院長。
誕生。前看護局長高須賀千恵子さん。
（市長談【2014/8/18市長とランチにて】）
2.「豊川市民病院 平成25年度 重点目標
産休・育休取得者 ３３人
７ 職員の労働環境の向上」
医師を除く正規職員に占める割合 ５．５％
と、記載されてあります。
育児短時間勤務・部分休制度
女性職員の働き方の現状、院内託
利用者数 ２５人
児の現状、定着率、などを教えて下さい。 医師を除く正規職員に占める割合 ４．２％
★女性の働きやすい職場を、望みます。
院内託児所「ほいっぽ」
入所児童定員 ２５人
入所児童数 ２４人
利用者（世帯）数 ２１人
看護師離職率

全体８．７％

新人０％

※数値は全て２５年度（末）の状況
２５年度末 医師を除く正規職員５９８人
3. 患者が、性被害者、ＤＶ、児童虐待の
児童虐待対応マニュアル、DV対応マニュアル
被害者であった場合、職員が
老人虐待対応マニュアルを作成し院内関係部署
発見するための、システムはありますか？に配布しています。気になる患者が来院したら
例：スクリーニングテスト等
マニュアルに沿って対応するように、しています。
マニュアルには発見時の対応として、関係機関
★発見した場合、当事者に情報を提示する への連絡を明記してあります。
ため、官・民の支援団体・支援機関の情
報収集をされることを提案します。
１．広報誌「ふれあい」の充実
広報誌は患者さんが知りたいことや病院が患
例：豊川市民病院の特徴
さんに知って欲しいことなどを掲載しています。
利用者の心がけること、
今後も患者さんのお役にたてるよう な情報を
利用者の声、
発信できる広報誌を目指していきます。
病院スタッフの声 など
利用者の声としてメッセージカード等によりいた
だいたご意見の一部は、院内の掲示板でお知
★広報誌「ふれあい」を市民も記者となり
らせしています。
作成することを望みます。
理由：市民も育つため。
たくさんの知恵で市民病院をよくしよう。
市民と行政がキャッチボールできる
やり方を模索したい。
できることから、実現しよう！
という思いがあるから。
２．ボランティアの充実
現在６名と１団体の方たちが、診療申込みの
「豊川市民病院 ボランティア募集
案内、外来診療科への案内、車椅子の介助、
月曜～金曜 8：30～11：00
入院病棟でのお手伝い、小児科病棟における
外来患者の案内
読み聞かせ及びバルーンアート飾り並びにピ
車椅子の介助」とHPに記載有り。
アノ演奏などの様々なボランティア活動をして
・困っている人に声をかけ案内してくれる人 いただいています。
・診察時に子供をみてくれる人
今後もホームページや院内掲示等でボランティ
・荷物を持ってくれる人、
アの募集を行い、ボランティアの充実を図って
★上記の充実を希望します。
いきます。
３．「市民病院サポーター」
年に一度ボランティアさんと意見交換会を行
・市民にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募集して、病院と打合せ、 活動の中で気がついたことなど、自由な意見
実働
をいろいろ頂いて、可能なことは直ぐに改善を
・広報誌「ふれあい」の記者となり作成
し、患者サービスの向上を図っています。
など
★上記の業務を、市民に役割分担することを
望みます。

2013年８月２２日
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回答２０１４・６・６
豊川市民病院の回答

４．「市民病院と市民」のキャッチボールの
「みなさまからのメッセージ」の掲示板を正面玄
ための病院内掲示板の設置
関ホール付近に設置しました。
★市民の意見に、コメントを書き加え、病院内 いただいたメッセージの代表的なものについて、
の市民掲示板に張り出すことを提案します。 対応等を記入し掲示するようにしています。
★この報告書に、コメントを書き加え、病院内
の市民掲示板に張り出すことを提案します。
５．院内コンサート・院内講座・・・
２５年度は、クリスマスに少年少女合唱団によ
２階のピアノを利用して、支障ない患
る ミニコンサートを開催しました。 また、９月
者さんも含め一般の方を交えて、コン
から月１回ボランティアによるピアノ演奏も実施
サートを時々（クリスマス会等）開催する しています。今後も継続、拡大を考えています。
ことを提案します。病院のイメージづくり １階の講堂では、母親・両親教室、糖尿病教室
に効果的では。ピアノを置く場所が一階 などの集団指導や医師会と共催の健康教室の
なら、いつでも可能ですね、
会場として活用しています。
病気の知識や病気予防の講座を、一般
向けに１階の講堂で開催することを提案
します。
６．各施設・機関との連携・・・
自宅退院の場合関係機関と連携をとりながら、
退院後のケアの充実を図るために、官・
介護保険等社会資源のサービス利用を調整し
民の施設や機関との密な連携システム
て退院支援を進めています。院内の担当窓口
の構築を提案します。
として医療相談室のソーシャルワーカーと在宅
支援科の看護師がいます。
１．表示・・・
①総合案内の場が人の動きで見えなくなる。①当面現状のとおりとさせていただきます。
高い位置に案内標識の設置を希望します。②当面現状のとおりとさせていただきます。
②日本語表示だけでなく外国語表示の併記 外国語を表記することによってかえって表示が
を希望します。
見にくくなるおそれがあるため。
③前市民病院のように床面表示を希望し ③当面現状のとおりとさせていただきます。
ます。
④当面現状のとおりとさせていただきます。
④八幡駅に市民病院までの道順案内と病 ⑤正面玄関と救急玄関の区別がつくよう表示
院内見取り図の掲示を希望します。
をしました。
⑤『正面玄関』『北玄関』を大きな字で
⑥正面玄関には、２階が外来であることが分かる
はっきりと表示し、玄関であることがわか
よう表示をしております。北玄関につきまして
⑥『正面玄関』『北玄関』に２階が診療ス
当面現状のとおりとさせていただきます。
ペースであるとわかるように表示
⑦当面現状のとおりとさせていただきます。な
することを望みます。
近辺には職員を配置しておりますので、マン
⑦「←こちらに有人の会計受付あります」
ーで補います。
の表示をしていただくことを望みます。
※表示等については、患者さんの声を伺う中で
可能なものには、随時、改善してまいります。
２．２階・・・
①広々して開放的だが、体が大変な時は ①遠慮なく最寄りの職員にお申し出ください。
移動がしんどいです。
移動の介助をさせていただきます。
（こういう時にお助けボランティア）
②飲料水自販機、マスク自販機、公衆電話 ②２階の中央に公衆電話２台、モールの東西に
があると助かります。
マスク自動販売機を設置してあります。
２階は飲食をご遠慮いただく関係上、
飲料水の自販機を置く考えはありません。
３．車・駐車場・歩道・・・
①一般道路に出ようとしたら、救急車と鉢合 ①警備員が臨機応変に対応するようにいたし
わせ。バックしたくも後継車が連なり誘導
ます。
もなかった。配慮をお願いします。
②駐車場は広くていいが、外から見て正面 ②当面現状のとおりとさせていただきます。
玄関の位置がわかりにくかった。
③北玄関の歩道には屋根があるが、
③当面現状のとおりとさせていただきます。
八幡駅前歩道にも屋根があると助か
ります。
４．手すり・イス・車椅子・・・
①院内全体に手すりがあると助かります。 ①当面現状のとおりとさせていただきます。
設置可能なところにはすべて設置しているつもり
②総合受付前のイスは足りないのでは。
②足りない場合もありますが、パイプイスを出し
います。
③総合受付で用紙記入する時坐って書く ③当面現状のとおりとさせていただきます。
ことができるといい。
おつらいときは、最寄りの職員にお申し出
イスがあると助かります。
ください。
臨機応変に対応させていただきます。

豊川市民病院の回答

豊川共生ネットみらいの提案・感想
④車椅子の種類が多くて、感動しました。
必要台数は足りていますか。
⑤車椅子の置き場が分かりにくい。
表示をはっきりとすることを望みます。
⑥車椅子を押してくれる人がいますか
（こういう時にお助けボランティア）

ソ
フ
ト
面

④充足していると考えています。
⑤当面現状のとおりとせさていただきます。
⑥ボランティアもいますが、少数です。遠慮なく
最寄りの職員にお申し出ください。
移動の介助をさせていただきます。

１．緊急時・・・
①避難訓練を患者のいる時にすること
①検討します。
を提案します。
②原則として使用しません。
②エスカレーターを階段として使用しますか。③建物が免震構造ですので、大きく動くことは
③ピアノが動くことはありませんか。
ないと考えています。
④２階の非常口はどこかわかるように
④当面現状のとおりとさせていただきます。
大きく表示することを提案します。
消防法による基準はクリアしています。

豊川市民病院経営企画室の皆さん（２０１３・８・２２）

視察風景（２階外来）（２０１３・８・２２）

新豊川市民病院（２０１３年５月開院）視察 参加：９名 対応：経営企画室４名
午後２時３０分～３時
新豊川市民病院の理念・受診の仕方・防災対策などの話（経営企画室の皆さん）（１階講堂にて）
午後３時～３時３０分
病院内（１階・２階）の視察（経営企画室の方の同行説明）
午後３時３０分～４時
参加者だけの感想意見会（１階講堂にて）
2013年１０月２８日 報告書（提案・感想など）を豊川市民病院経営企画室に提出
2014年６月６日 庶務課より回答を受領。市民病院にて説明を受ける。

内容について、
ご意見などありましたら、
みらい事務局まで
お伝えください。

8/18（月）11:30～13:00 ウィズ豊川２階視聴覚室
参加

１５名＆子ども３名

昼食代

９１０円

豊川市政、順調。昨年度は市政７０周年を迎え、Ｂ１グランプリで全国
に名が知られるようになった。今年度は新市民病院開院して２年目。前
市民病院から一般病床は１０１床増え４４０床になった。この９月から

市長と初対面！！話してみたら、きちんと返してくださっ

はさらに４床増やす。企業が上向きになったおかげで、税収は前年比よ

た。うれしかった！！

り６億円増。借金は５年間で１００億円減ずることができた。補正予算

普段は話せない市長と話ができて、よかった。

を立て、できることから実現させていく。

豊川市のことがよくわかり、行政が身近になった。

少子化
３０年前、勤労福祉会館に公的な結婚相談所があり、多くの人が結婚

将来、非婚で独り暮らしが増えるだろう。※１市営墓地で永代供養

できた。いつの間にかなくなったが、今こそ、復活が必要では。

はできないだろうか。

高齢化

主治医の紹介状をもって介護タクシーで９５歳の母を市民病院に連れていったが、すぐに診
てもらえなかった。肺炎で命が危ないところだった。救急車で来ると早く診てもらえるらし

終のすみかの病院をつくってほしい。

い。要入院だったが、既に一般病室満床、特別室では高額すぎ、入院することができなかっ
た。結局、処置をしてもらい帰宅。在宅介護では生命の危機にきちんと対応できるか不安。

共生社会
知的障がいのわが子は普通の小学校に通った。卒業して２０年余、今でも

夏休みにまちづくり市民ヒアリングの公募があり、応募し選ばれた。が、託

同級生と交際している、知的障がいだからという意識は彼らにはない。そ

児配慮がないとは知らなかった。
どんな立場の人も排除せず誰もが市政に参

れが嬉しい。社会全体がそうなること強く望む。

加できるシステムをつくってほしい。

市民活動
ＮＰＯならではのできることは、どんな人にも居場所を提供し誰をも受け入
れ巻き込むこと。個人の声を社会化する視点が行政を動かすことができる。

広報とよかわ 8/15 号に「マンガでわかる公共施設適正配置」があった。
広報 8/15 号に施設統合の漫画があった。本当なら、地元での市民活動の拠点
施設を集約化複合化し、５０年で維持更新費用４３％削減、市の保有面積
がなくなるのではと危惧している。
３０％削減という。地元での市民活動が衰退するのではと危惧している。

※※２ Ｍ字カーブ

※１ 市営墓地＝ 豊川御油墓園・豊川
御油第二墓園・豊川金沢墓園
※２ Ｍ字カーブ＝ 日本女性の就業

第一子は保育園に通っているが、第二子まで通わ

今、在宅で医療と介護が受けられる体制を推進する方向に動いている。「在宅医療

せる経済的余裕がない。結婚前までしていた仕事

連携推進センター」が南部高齢者相談支援センターに開設。医師会・歯科医師会と

に戻りたい。が、働いたとしても保育料に消えて

連携して体制を整えていく。高齢化の不安を解消する切り札となると考える。皆さ

しまう。保育料の見直しはできないか。

んのお話の中でもらった情報は担当課に聞き、対処したい。

状況の特徴。結婚出産期に一旦低下し
育児が落ち着いた時期に上昇。国は「女
性が輝く日本」
、愛知県は「女性が元気
に働き続けられる愛知」としてＭ字カ
―ブ解消に力を入れている。

