
平成 26 年度 奈良市地域自立支援協議会 

こども部会 活動計画（案） 

目 的 こどもが暮らしやすい地域づくり 

テーマや取り組み

のポイント 

～障害児支援の連携強化～ 

こども（障がい児）に関わる支援機関の連携及びネットワークの構築 

・地域の実態 

・課題の共有 

・課題解決のための仕組みづくり 

部会の頻度 

・全体会（年 2 回）と調整会議     

・乳幼児グループ 年 5 回程度（２～３カ月に１階程度） 

・学齢児グループ 4 回（２～３カ月に１階程度） 

・長期療養児グループ 年 3 回程度 で構成 

他、必要に応じて調整会議や打ち合わせを開催 

参加対象 

部会長に◎ 

副部会長○ 

 

全体会 

東大寺福祉療育病院、○仔鹿園相談支援センター、○児童発達支援いっぽ、仔鹿園 

子育て相談課、市社協みどり園、サポートシステムあゆみ、障がい福祉課、 

奈良市障がい児通所支援連絡協議会会長、奈良養護学校、奈良西養護学校、 

奈良東養護学校、障がい福祉課、市教育委員会教育相談課、市特別支援学級担任者会 

奈良市子ども発達センター、市内３か所の養護学校の保護者、事務局 

 

乳幼児グループ   

◎東大寺福祉療育病院、○児童発達支援いっぽ、仔鹿園、子育て相談課、障がい福祉課、

市社協みどり園、事務局 

 

学齢児グループ   

東大寺福祉療育病院、○仔鹿園相談支援センター 

サポートシステムあゆみ、奈良市障がい児通所支援連絡協議会会長 

奈良養護学校、奈良西養護学校、奈良東養護学校、市教育委員会教育相談課、 

市特別支援学級担任者会、障がい福祉課、事務局 

 

長期療養児グループ   

たんぽぽ相談支援センター、奈良医療センター 

東大寺福祉療育病院、仔鹿園相談支援センター 

市教育委員会教育相談課、奈良養護学校、健康増進課 

 



検討したい内容 

 

こども部会 

（予定）  

１．事例検討、課題共有 

２．奈良市障がい児通所支援連絡協議会との連携  

３．平成 25 年度奈良市障害児通所支援実態調査結果の分析と検討 

山間部の障がい児の実態把握、 

医療的ケアが必要なこどもの理解促進    

４．障がい児理解に関しての研修会の実施 

５．当事者（保護者）の参加（全体会） 

 

他、各グループでの取り組みとして 

 

乳幼児グループ 

・保健師との連携  

・幼稚園・保育園にいる支援の必要なこどもの実態把握 

 

学齢児グループ 

・福祉と学校との連携 

・奈良市特別支援学級担任者会研修会への参加 

  

長期療養児グループ 

 ・交流会の実施          

・医療的ケアが必要なこどもの理解促進 

実施したい研修 

（時期、規模、経費等） 

 

障がい児支援の在り方など 

 

その他  

 

 

 

 

 

 

 



平成 26 年度 奈良市地域自立支援協議会  

こども部会の活動報告 

目 的 こどもが暮らしやすい地域づくり ～障害児支援の連携強化～ 

テーマや取り組

みのポイント 

① 情報交換・意見交換・課題の共有 

・事業所と学校との連携について 

・幼稚園・保育園に在籍する支援の必要なこどもについて    など 

② 研修会について 

③ 奈良市内児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の利用実態調査結果のまとめ 

④ 奈良市特別支援学級担任者会夏期合同研修会にて福祉サービス、放課後等デイサービス、

障害児相談について説明 

⑤ 奈良市障がい児通所支援連絡協議会との連携 

部会の頻度 

全体会         年間 2 回   部会・グループ調整会議 年間５回  

乳幼児グループ会議   年間 4 回   学齢児グループ会議   年間 5 回 

長期療養児グループ会議 年間 3 回   研修会打ち合わせ    年間１回 

参加対象 

部会長に◎ 

副部会長○ 

グループ担当☆ 

全体会 

東大寺福祉療育病院、○仔鹿園相談支援センター、○児童発達支援いっぽ 

仔鹿園、子育て相談課、障がい福祉課、市社協みどり園、サポートシステムあゆみ 

奈良市障がい児通所支援連絡協議会会長、市教育委員会教育相談課、事務局 

市特別支援学級担任者会、奈良養護学校、奈良西養護学校、奈良東養護学校、 

奈良市子ども発達センター、障がい福祉課、市内３か所の養護学校の保護者（ＰＴＡ役員）

 

乳幼児グループ   

◎東大寺福祉療育病院、☆児童発達支援いっぽ、仔鹿園、子育て相談課 

障がい福祉課、市社協みどり園、事務局 

 

学齢児グループ   

◎東大寺福祉療育病院、☆仔鹿園相談支援センター、サポートシステムあゆみ 

奈良市障がい児通所支援連絡協議会会長、市教育委員会教育相談課 

市特別支援学級担任者会、奈良養護学校、奈良西養護学校、奈良東養護学校 

障がい福祉課、事務局 

 

長期療養児グループ   

たんぽぽ相談支援センター、奈良医療センター 

東大寺福祉療育病院、仔鹿園相談支援センター 

市教育委員会教育相談課、奈良養護学校、健康増進課 



検討した内容 

 

 

① 情報交換・意見交換・課題の共有 

② 研修会について 

③ 奈良市内児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の利用実態調査結果のまとめ 

④ 奈良市特別支援学級担任者会夏期合同研修会にて福祉サービス、放課後等デイサービス、

障害児相談について説明 

⑤ 奈良市障がい児通所支援連絡協議会との連携 

 

全体会 

日時・場所： 

第１回 ９月９日（火）１５：３０～１７：３０  奈良市総合福祉センター ３階会議室 

第２回 ２月２０日（金）１５：３０～１７：３０ 奈良市総合福祉センター ３階会議室 

内容： 

・今年度の部会全体の活動計画について 

・保護者からの思いや困ったことの共有 

・移動支援の利用について 

・療育手帳の発達検査について 

・サポートファイル 

・奈良市山間部在住の二階堂養護学校に通うこども 

・登美学園、筒井寮の今後について 

・PTA で取り組む防災の状況 

・今年度の部会全体のまとめと来年度の活動計画について 

              

乳幼児グループ 

日時・場所： 

第１回 ５月１３日（火）１４：００～１６：００ 奈良市総合福祉センター ３階会議室 

 第２回 ７月８日（火）１４：００～１６：００  奈良市総合福祉センター ３階会議室 

 第３回 １０月７日（火）１４：００～１６：００ 奈良市総合福祉センター ３階会議室 

 第４回 ３月１０日（火）１４：００～１６：００ 奈良市総合福祉センター ３階会議室 

内容： 

・今年度のグループ活動の計画について 

・各支援機関での課題や困難事例について 

・乳幼児健診の報告 

・幼稚園・保育園に在籍する支援の必要なこどもについて 

 

 



学齢児グループ 

日時・場所： 

第１回 ５月 ９日（火）１６：００～１７：４５ 奈良市総合福祉センター ３階会議室 

 第２回 ８月２６日（火）１６：００～１７：４５ 奈良市総合福祉センター ３階会議室 

 第３回１０月２４日（金）１６：００～１７：４５  奈良市総合福祉センター ３階会議室 

 第４回 １月３０日（金）１６：００～１７：４５ 奈良市総合福祉センター３階会議室 

 第５回 ３月２６日（木）１４：００～１６：００ 奈良市総合福祉センター ３階会議室 

日時・場所： 

・事業所と学校との連携について 

・放課後等デイサービスについて 

・個別の指導計画と個別の教育支援計画について 

・山間部の支援学級、学童保育の状況（人数） 

市内支援学級の状況（人数や自閉・情緒学級について） 

・小中一貫計画（平成 27 年 4 月より）  

・今年度のまとめと来年度の計画について など 

 

★活動の成果 

１．奈良市理解促進事業の実施（市民啓発） 

２．全体会に各養護学校 3 校から保護者参加があった。（当事者参加） 

３．支援者間の情報共有と連携（ネットワークの構築） 

地域の特別支援学級や養護学校に対する計画相談や福祉サービス等の説明を行った。 

奈良市障がい児通所支援連絡協議会との連携。 

個別の指導計画と個別の教育支援計画について説明を受けた。 

医療的ケアの必要なこどもの情報や課題について 

療育機関、行政（教育相談課・健康増進課）、養護学校、相談支援事業所で共有できた

４．平成 25 年度奈良市内児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の利用実態調査結果

を分析し、報告書を作成した。（分析） 

実施した研修 

 

平成２６年度奈良市障害者理解促進事業 

テーマ：「困っているのに困った子と言われるこどもたち」 

目 的： 外見だけではわかりにくい発達障害を抱える子どもたちに対する気づきや 

     関わり方を知ることで障害特性への理解を深めることを目的とする。 

日 時：平成 27 年２月１４日（土）1４：00～1６：00 

場 所：奈良市総合福祉センター3 階 集会室 

講 師：大阪医科大学付属病院 小児科金泰子氏 

内 容：講演会  

     「困っているのに困った子と言われるこどもたち」 



① 発達障害とは何か？ 

      診断名・障害特性・課題 

      発達障害のある人が困っていること 

      生きにくさ 

      二次障害 

② 発達障害児・者を守るために 

      二次障害の予防・二次障害への気づき・対応 

      診断と治療・療育と医療・相談 

③ キム外来の在り方（メンタルケア） 

・子どもたちとの三つの約束 

      自分の気持ちを自分の言葉で話す（親の代弁はいらない） 

      自分のことは自分で決める 

      できることは自分でする 

     ・キムの誓い 

      診療が＜業務・作業＞にならないように愛をもって 

      業務連絡（指示・命令・確認・評価）ではない会話 

      ＜好き＞と＜ありがとう＞は惜しみなく 

対象者： 奈良市在住・在勤・在学の方 

参加者：78 名（定員７０名） 

課 題： 開催場所が講師との日程調整の都合上、希望する場所を利用することができ 

         なかった。このことにより定員枠が減り、定員がいっぱいで断った人が２０ 

     人～２５人でた。 

その他 

 

 

 

 

（部会・グループ会議以外での活動実績） 

5 月 8 日(木)奈良市障がい児通所支援連絡協議会総会出席  （部会長、事務局） 

7 月  1 日(火) PTA 役員こども部会への参加依頼のため奈良養護学校訪問   (部会長、事務局)

PTA 役員こども部会への参加依頼のため奈良東養護学校訪問 (部会長、事務局)

7 月  2 日(水) PTA 役員こども部会への参加依頼のため奈良西養護学校訪問 (部会長、事務局)

7 月 7 日(月)奈良市特別支援学級担任者会夏期合同研修会打ち合わせ 

      (特別支援学級担任者会研修会担当者、部会長、副部会長) 

7 月 10 日(木)奈良市障がい児通所支援連絡協議会定例会出席 （部会長、事務局） 

7 月 15 日(火)奈良市子ども発達センター推進会議（部会長） 

8 月  8 日(金)奈良市特別支援学級担任者会夏期合同研修会出席 

       (部会長、副部会長、障がい福祉課、子育て相談課) 

8 月 12 日(火)奈良市内障がい児通所支援事業利用実態調査結果のまとめ打ち合わせ 

       (部会長、副部会長、事務局、障がい福祉課、子育て相談課) 

9 月 25 日(木)奈良市障がい児通所支援連絡協議会 定例会（事務局、部会長） 

平成 25 年度奈良市内障がい児通所支援事業利用実態調査結果のまとめ作業 

（事務局、副部会長 2 名、子育て相談課、障がい福祉課） 

1 月 19 日（月）奈良市子こども発達センター サポートファイル作成会議（部会長）

1 月 27 日（火）奈良市支援者研修会（部会長、副部会長、事務局） 



 

★次年度こども部会として取り組みたいこと 

１．障がい児支援の研修会 

（支援者側の連携とスキルアップ、障害児通所支援事業の理解を目的に） 

２．学校との連携 

  （障害福祉サービス利用に関するリーフレット作成、奈良市地域自立支援協議会の 

ホームページの活用） 

３．奈良市障がい児通所支援連絡協議会との連携 

４．事例検討、課題の共有、情報共有の継続 

５．山間部の子どもたちの現状把握 

６．保健師との連携を継続。 

７．当事者参加の継続。 

８．奈良市障害児通所支援支給決定基準を受けての現状把握 

 

 

 

 

 

        

 

 


