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令和３年度第２回新居浜市障がい者自立支援協議会会議録 

 

１ 日 時   令和４年２月１６日（水） 

２ 場 所   文書開催 

３ 出席者   委員 緒方 春美    委員 本多 知里    委員 住友 裕美 

        委員 真木 昭     委員 明智 美香 委員 竹本 幸司        

委員 黒川 由美    委員 田那部 三枝   委員 土岐 智恵美   

委員 月原 さおり   委員 吉村 卓代    委員 鎌倉 荘一    

委員 北中 律子    委員 山本  豪    委員 山本 晴美 

        委員 大寺 喬哉    委員 三木 由紀子   委員 田窪 小夜 

事務局 福祉部次長兼地域福祉課長 久枝 庄三 

地域福祉課副課長 村上 美香、副課長 宮武  信 

 

４ 協議題   （１）各部会等の状況について 

（２）「精神保健医療福祉関係機関連絡会」の部会化について 

（３）事務局会議委員の選出について 

（４）その他 

              ・中核機関の設置について   

 

 

 

（１） 各部会等の状況について（報告） 

 

相談支援部会 

   ①8/24(火) 

    総合相談窓口（7，8 月）、ＧＳＶ(市相連)の振り返り 

    各プロジェクトチーム（理解促進 PT、普及啓発 PT、人材育成 PT）の進捗状況 

    各部会報告 

    令和３年度第１回新居浜市障がい者自立支援協議会報告 

   ②10/26（火) 

    総合相談窓口（9，10 月）及び相談支援従事者勉強会の振り返りについて 

    各プロジェクトチーム（理解促進 PT、普及啓発 PT、人材育成 PT）の進捗状況 

    各部会報告 

    自立支援協議会の議題について 

   ③12/28(火) 

    総合相談窓口の振り返り（11，12 月） 
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    各プロジェクトチーム（理解促進 PT、普及啓発 PT、人材育成 PT）の進捗状況 

    各部会報告 

    自立支援協議会の課題について 

     

はたらく部会 

   ①10/19(火) 

    各プロジェクト進捗状況報告 

    地域課題について 

   ②12/21（火） 

    各プロジェクト進捗状況報告 

    ・特別支援学校説明会 

・よいよＨＡＰＰＹな作品展 

・障がい者合同就職フェア 

 

権利擁護部会 

  ①2/7（月）文書開催 

   令和 2 年度 権利擁護に関する報告について 

   令和 2 年度虐待防止センターの活動報告 

   中核機関の設置について 

   障がい者差別解消法の改正について 

 

医療的ケア児等支援協議会 

   ①7/29(木) 

    医療的ケア児の調査について 

    新居浜市第２期障がい児福祉計画策定報告 

    医療的ケア児等の在宅医療に関するアンケートについて（大藤委員） 

   ②11/18(木) 

    医療的ケア児の調査とりまとめ状況報告 

    成育医療分野 多職種意見交換会の報告（県薬剤師会） 

→今回から薬剤師会も部会委員に加わる 

    市内小中学校の養護教諭からの意見等情報提供（学校教育課） 

   ③３月中旬開催予定 

 

精神保健医療福祉関係機関連絡会 

  ①7/27（火） 

   連絡会での検討内容・取り組みについて 

   新型コロナ感染状況と現状・課題 （各機関より） 

   本連絡会の自立支援協議会部会化に向けた検討 
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   ②11/2（火） 

   連絡会での検討内容・取り組みについて 

    地域移行支援について、候補者、対象者の確認 

    地域社会に対する啓発活動（理解・啓発事業） 

    本連絡会の自立支援協議会部会化に向けた検討 

   ③1/11（火） 

    連絡会での検討内容・取り組みについて 

    地域移行支援について、候補者、対象者の確認 

    令和３年度精神障がい理解啓発促進講演会 

    本連絡会の自立支援協議会部会化に向けた検討 

 

こども部会 

   ①9/16（木） 

    よいよ HAPPY な作品展について 

    理解促進・啓発事業について 

    事業所間の情報共有 

②11/18(木) 

    よいよ HAPPY な作品展について 

    理解促進・啓発事業について 

    ロードマップ作りについて 

   ③1/26（水） 

    よいよＨＡＰＰＹな作品展について 

    理解促進・啓発事業について 

    ロードマップ作りについて 

    各事業所の定員や利用状況について 

 

地域発達支援協議会 

   ①11/15(月) 

    障がいや発達課題のある子どもへの生涯にわたる一貫した支援について 

    相談ガイドブックにについて 

新型コロナウィルス感染症について 

 

事務局会 

  ①7/27（火） 

    各専門部会の状況について 

    令和３年度第１回新居浜市障がい者自立支援協議会の結果について 

    事務局会議の体制等に関する協議について 

     ・事務局会の委員の再編について 
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     ・自立支援協議会への提言等について 

②9/28（火） 

    各専門部会の状況について 

    事務局会議の体制等について 

     ・事務局会の委員については、来年度から再編することとし、各部会から委員を選

出する。 

    自立支援協議会への提言について 

     ・提言ではなく、議題という形で各部会へ募集する。 

  ③11/16（火） 

    各専門部会の状況について 

    自立支援協議会への議題提出について 

  ④1/25（火） 

    各専門部会の状況について 

    令和３年度第２回新居浜市障がい者自立支援協議会の開催予定について 

    その他 

     ・中核機関の設置について 

 

 

（２） 「精神保健医療福祉関係機関連絡会」の部会化について 

  令和３年１１月２日に開催した「第３回新居浜市精神保健医療福祉関係機関連絡

会」にいて、会の専門部会化の意向が確認た。今回の自立支援協議会において委員

の皆様のご承認をいただき、「新居浜市精神保健医療福祉関係機関連絡会」の専門部

会化を決定したい。 

 

 承認 

 

（３） 事務局会議委員の選出について 

現在の事務局会議の構成は、委託相談支援事業所（６事業所）＋障がい者就業・

生活センター（１事業所）となっている。自立支援協議会ができた当時は、事務

局会も必要ということで委託相談支援事業所が事務局会議も担うメンバーとな

ったと思われるが、年数も経ち、現在では部会もいくつもできたことから、この

辺で、事務局会議委員の構成について再編したいと考えている。 

事務局会議の案として、委員構成の再編を行うことと、委員の選出方法として

は各部会から１名を推薦し、構成員を各部会代表の６名＋地域福祉課員とするこ

とを考えている。今回の自立支援協議会において委員の皆様のご承認をいただき、
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令和４年度からこの体制で実施したい。 

 

  承認 

 

（４） その他 

  ・中核機関の設置について（報告） 

 

中核機関とは 

  中核機関とは、「地域連携ネットワークの中核となる機関」であり、地域連携

ネットワークが、地域の権利擁護（以下の４つの機能）を果たすように主導する

役割です。また、専門職による専門的助言等の支援を確保します。 

 〇中核機関の役割 

  【３つの役割】 

  ①地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、全体構想

の設計と、その実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う「司令塔機

能」 

②地域における「協議会」を運営する「事務局機能」 

③地域において「３つの検討・専門的判断」を担保する「進行管理機能」 

    ⑴権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断 

    ⑵本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断 

  ⑶モニタリング・バックアップの検討・専門的判断 

〇中核機関の機能 

  【４つの機能】 

  ①広報機能（制度の周知・広報など） 

②相談機能（虐待相談などの個別の事例相談・支援方針の検討など） 

③利用促進機能（受任者調整（マッチング）、担い手の育成・活動の促進など） 

④後見人支援機能（チームの支援、後見人の後方支援、市民後見養成など） 

 

 

中核機関の開設について 

  新居浜市では、令和４年４月１日の中核機関開設に向けて準備を行っています。 

（１）開設時期   令和４年４月１日 

（２）設置場所   新居浜市役所介護福祉課内 

（３）名  称   成年後見支援センター 

（４）構成機関   新居浜市介護福祉課（事務局）、地域福祉課、 

地域包括支援センター、新居浜市社会福祉協議会、 

えひめ権利擁護センター新居浜 
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イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中核機関の設置及び成年後見制度利用促進に向けたこれまでの取組について 

  新居浜市では、中核機関の設置及び成年後見制度利用促進に向けて、庁内外関

係機関が集まり定期的に勉強会・準備会を開催しています。令和２年度は計３回

の勉強会を、令和３年度は現在まで計５回の成年後見制度利用促進準備会を開催

しました。 

 

第１回勉強会  令和２年１０月２６日（月） 

        ・中核機関の役割、機能について 

        ・愛媛県からの情報提供 

第２回勉強会  令和２年１１月２５日（水） 

        ・現状の課題、中核機関の役割・機能、期待される効果 

        ・令和２年度家事関係機関との連絡協議会の報告 

第３回勉強会  令和３年２月１日（月）   

        ・新居浜市の成年後見制度利用状況 

        ・四国中央市の状況 

 

第１回成年後見制度利用促進準備会  令和３年８月２０日（金） 

        ・他市の状況 

        ・成年後見制度利用促進基本計画について 

        ・今後のスケジュールについて 

第２回成年後見制度利用促進準備会  令和３年９月２４日（金） 

        ・中核機関の機能と役割について 

        ・中核機関の設置について 

第３回成年後見制度利用促進準備会  令和３年１１月８日（月） 

        ・部長、総合政策課及び財政課への説明結果について 

        ・中核機関設置に向けた今後のスケジュールについて 

        ・協議事項（設置日、名称、広報等） 

        ・設置後の運営について 

成年後見支援センター 

介護福祉課（事務局） 地域福祉課 地域包括支援センター 

新居浜市社会福祉協議会 えひめ権利擁護センター新居

浜 
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第４回成年後見制度利用促進準備会  令和３年１２月２１日（火） 

        ・今後のスケジュールについて 

        ・成年後見支援センターの運営について 

第５回成年後見制度利用促進準備会  令和４年１月２７日（木） 

        ・「成年後見支援センター」（中核機関の設置について） 

        ・市政だより 4月号掲載内容について 

        ・「成年後見支援センター」相談様式について 

 

 


