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平成２７年度 奈良市地域自立支援協議会  

こども部会 活動計画 

 

目 的 発達支援が必要なすべてのこどもの支援について考える 

テーマ 

 取り組み

ポイント 

１．障害児支援に関わる事例検討と課題共有 

２．奈良市障がい児通所支援連絡協議会との連携  

３．山間部の障がい児の実態・現状把握 

４．研修会の実施（支援者間の連携とスキルアップ） 

５．当事者参加の継続からの地域課題の抽出 

活動内容 

 

グループ別の取り組み 

  乳幼児グループ、学齢児グループ、長期療養児グループ 

 

部会や課をまたぐ課題についての検討 

●障害児相談支援について 

  ●18 歳以上の医療的ケアの必要な人の支援体制について 

  ●多問題家族（精神・知的障害者等の支援の必要な児の子育てなど）について、 

各関係者の意見交換会など検討 

 

部会の頻度 

 

参加対象 

 

部会長に◎ 

 

副部会長○ 

 

グループ 

担当者☆ 

 

 

 

 部 会   

活動頻度： 

全体会         年間２回 

  部会・グループ調整会議 年間５回 

 

活動内容： 

 ・各グループの取りまとめ 

・部会や課をまたぐ課題についての検討 

●障害児相談支援について 

  ●18 歳以上の医療的ケアの必要な人の 

支援体制について 

  ●多問題家族（精神・知的障害者等の支援

の必要な児の子育てなど）について、各

関係者の意見交換会など検討 

 

 

参加団体・機関 

◎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、 

市内３か所の養護学校の保護者（ＰＴＡ役員） 

 

 

 グループ活動①  

【 乳幼児グループ 】 

活動頻度：年間４回 

 

参加団体・機関 

◎東大寺福祉療育病院、 
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活動内容： 

・健康増進課（保健師）との課題検討、 

・子ども子育て支援法・認定ども園の 

勉強会の検討 

 

グループ活動②  

【 学齢児グループ 】 

活動頻度：年間５回 

活動内容： 

教育機関との連携（障害福祉サービスの利用

に関するリーフレットの作成と奈良市地域

自立支援協議会のホームページの活用） 

 

 

☆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 

 

 

参加団体・機関 

◎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 

 

 

グループ活動③  

【 長期療養児グループ 】 

活動頻度：年間３回 

活動内容： 

・医療的ケアの必要なこどもたちの情報と 

課題の共有 

・医療的ケアの必要なこどもの就学支援（特

に所属のない）と訪問療育についての検討

・交流会の実施 

         

 

参加団体・機関 

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 

研修・調査等 

の実施につ

いて 

(内容、対象者、

時期等) 

① 勉強会 部会レベル 子ども子育て支援法・認定こども園等についての勉強会 

（時期：下半期、 規模：協議会ｏｒ部会レベル 経費：なし） 

② 障害児支援に関わる支援者研修（人材育成） 

（時期：下半期、 規模：支援者 経費：講師謝礼等） 

その他 
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奈良市地域自立支援協議会 

こども部会 活動報告 
 

＜平成２７年４月～平成２７年３月＞ 

第１回部会調整会議 

日時：4月 16 日（木）１４：００～１６：００  

場所：奈良市総合福祉センター 

  内容：１．挨拶  

２．自己紹介 

    ３．今年度の部会全体の活動内容について 

    ４．部会・グループ活動・研修会のテーマや企画について 

    ５．その他 連絡事項 

 

第１回学齢児グループ会議 

日時：5月 15 日（金）１６：００～１８：００  

場所：奈良市総合福祉センター 

  内容：１．挨拶  

    ２．昨年度の部会・グループの活動報告について 

３．今年度のグループの活動計画について 

    ４．困難ケース・事例等（課題の共有） 

           ①平成 27 年 3 月の奈良市の障害児通所支援事業支給量の基準をうけての、地域での状況の把握  

②手帳がない子供が療育を受けにくくなった 

③日中一時や学童保育への移行困難など 

５．運営委員の委嘱について 

    ６．その他 連絡事項 

 

その他（他機関の会議への出席） 

平成２７年度奈良市障がい児通所支援連絡協議会定期総会（部会長出席） 

  日時：5月 19 日（火）１０：００～１２：００ 

 場所：奈良市総合福祉センター 

 内容：１．自己紹介  

    ２．役員選出 

    ３．平成２６年度決算報告及び平成２７年度予算案の提示 

    ４．平成２６年度事業報告及び平成２７年度事業計画の提示 

    ５．奈良市地域自立支援協議会（こども部会）からのお知らせ 

    ６．障がい福祉課からの情報提供（連絡） 

    ７．その他 

 

第１回乳幼児グループ会議 

日時：5月 26 日（金）１４：００～１５：４５  

場所：奈良市総合福祉センター 
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内容：１．挨拶  

    ２．今年度のグループの活動計画について 

    ３．こども部会企画研修会（奈良市障がい児通所支援連絡協議会共催）について 

    ４．情報交換（課題の共有） 

５．その他 連絡事項 

 

第１回長期療養児グループ会議 

日 時：６月 ５日 （金）１４：００～１６：００ 

場 所：奈良県立奈良養護学校 

内 容：１・長期療養児が 18 歳以上になった時の保健師の体制について 

２．医療的ケアが必要な場合の福祉と保健や医療の連携について 

３．どこにも所属していない就学前の長期療養児の療育や就学支援について 

４．長期療養児交流会の開催について 

 

第１回研修会打ち合わせ 

日時：6月 18 日（木）１４：００～１６：００  

場所：奈良市総合福祉センター 

内容：研修会・勉強会の開催に向けて  

   ・過去５年間に実施したことの振り返り 

   ・目的、内容、対象等について 

   ・日程と場所の確保等について 

・後援や協力等について 

 

第２回乳幼児グループ会議  

日時：7月 14 日（火）１４：００～１５：３０  

場所：奈良市総合福祉センター 

内容：１．勉強会「奈良市認定こども園について」 

①概要説明研修会・勉強会の開催について  

       ②現状について 

       ③質疑応答 

    ２．事例検討 

      「アナフィラキシーの児、学童保育を利用できた児と出来なかった児、地域校の支援学級在籍児 

      増加による保護者の不安」 

    ３．情報交換 

    ４．その他 

 

 その他（他機関の会議への出席） 

  平成２７年度奈良市障がい児通所支援連絡協議会第１回定例会（部会長出席） 

   日時：7月 14 日（火）１０：００～１２：００ 

  場所：奈良市総合福祉センター 

  内容：１．研修「個別支援計画のねらいと目的について」 

      グループワーク＆ミニ講義 
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      講師：きららの木 田崎智咲斗 

     ２．障がい福祉課からの情報提供（連絡） 

     ３．奈良市地域自立支援協議会（こども部会）からのお知らせ 

     ４．その他（連絡事項） 

 

  第２回部会調整会議  

日時：7月 14 日（火）１５：３５～１７：３０  

場所：奈良市総合福祉センター 

内容：１．第１回全体会の開催について（議題の調整） 

①活動計画の報告 

②各グループの取り組み状況報告 

      ③当事者（養護学校ＰＴＡ役員３校）の困っている事を聞く 

④奈良市子ども発達センターからの情報提供について 

⑤奈良県中央子ども家庭相談センターの最近の状況について 

⑥奈良市障がい児通所支援連絡協議会で出た、「奈良市への意見書」について 

      ２．支援者研修の開催に向けて 

企画内容について 

         ①実演（プログラム提供 学校１、事業所１）テーマは「遊び」 

②講義 

③事業所紹介ポスター の３本柱で企画する 

④タイムスケジュールについて 

３．副部会長（学齢児グループ主担当）の辞任について 

         次期副部会長を学齢児グループのメンバーの中から検討し推薦する 

 

その他（他の会議への出席 部会長対応） 

  奈良市子ども発達センター推進会議 

 日時：7月 21 日（火） 

 場所：奈良市役所 北棟５階第２０会議室 

 内容：１．平成２６年度の事業実績 

    ２．平成２７年度の取り組みについて 

      個別支援・保護者支援、支援者支援、啓発、連携について報告 

３．児童発達支援事業所いっぽの事業報告 

  新たな事業の実施について（親子教室・アフターフォロー教室） 

４．療育のあり方と発達支援に必要な関わりについて 

  ①１・２歳児の親子通園のねらいと個別・集団療育の目指すのもの 

  ②３歳児以降の併行通園について 

  ③地域で暮らす親子を支援するための関係機関との連携のあり方について 

                   

第２回学齢児グループ会議  

日時：8月 4 日（火） １４：００～１５：４５  

場所：奈良市総合福祉センター 

内容：１．今年度のグループ活動等について  
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      ①副部会長（学齢児グループ主担当者）辞職に伴う後任者の選出 

      ②グループ活動の役割分担について 

２．情報交換 

     ①日中一時支援の利用がむずかしい。 

     ②学童保育は、バス停からの送迎が出来ず利用しにくい。 

３．こども部会企画研修会（奈良市障がい児通所支援連絡協議会共催）について 

     ４．その他 

 

第２回研修会打ち合わせ 

日時：８月４日（火） １６：１０～１８：１０ 

場所：奈良市総合福祉センター３階中会議室 

内容：研修会・勉強会の開催について  

    ・参加対象者と定員等について 

    ・講師候補者について 

    ・実技紹介の候補者について 

    ・担当者の役割分担について 

    ・当日までの準備の流れ 

    ・当日のタイムスケジュール 

    ・周知・案内等について 

 

第３回研修会打ち合わせ 

日時：9月 1日（火）１３：３０～１５：３０    

場所：山の辺病院 やまのべリハビリセンター 

内容：①研修会の講師依頼挨拶 

②施設見学 

③研修会の打ち合わせ 

    開催目的や趣旨説明 

    講義内容について 

当日のタイムスケジュール 

 

第２回長期療養児グループ会議・長期療養児交流会 

日 時：９月５日 （土）１０：００～１１：３０ 

場 所：東大寺福祉療育病院 

内 容：［前半］ 長期療養児が 18 歳以上になった時の保健師の体制について 

医療的ケアが必要な場合の福祉と保健や医療の連携について 

どこにも所属していない就学前の長期療養児の療育や就学支援について 

［後半］  長期療養児交流会の開催 

 

 

第３回部会全体調整会議 

日 時：９月１１日（金） １４：００～１５：３０ 

場 所：奈良市総合福祉センター３階中会議室 
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内 容：１．第１回全体会について  

      本日の議題についての進行の確認 

    ２．研修会の企画について 

    ３．今後の予定について 

    ４．情報交換 

    ５．その他 

 

こども部会第１回全体会 

日時：９月 11 日（金）１５：３０～１７：３０   

場所：奈良市総合福祉センター 

内容：１．挨拶 

２．第１回運営委員会の報告  

   ３．今年度の活動計画について 

     各グループからの進捗状況報告 

    ・①乳幼児グループ、②学齢児グループ、③長期療養児グループ 

    ４．情報交換 

          ・養護学校 PTA からの報告 

            緊急時などの短期入所の受け入れ先の確保 

放課後等デイサービスの支給量の基準により、仕事している保護者が困っている。 

日中一時支援の利用がむずかしい。学童保育は、バス停からの送迎が出来ず利用しにくい。 

    ５．その他 

  

その他（他の会議への出席 部会長対応） 

  奈良市子ども発達センター推進会議 

 日時：7月 21 日（火） 

 場所： 

 内容：１．奈良市こども発達センターの事業報告 

      子ども発達支援センターと各関係機関の連携について 

２．児童発達支援事業所いっぽの事業報告 

３．その他 

 

その他（他機関の会議への出席） 

 平成２７年度奈良市障がい児通所支援連絡協議会第２回定例会（部会長出席） 

  日時：９月２９日（火）１０：００～１２：００ 

 場所：奈良市総合福祉センター 

 内容：１．障がい福祉課からの情報提供（連絡） 

    ２．奈良市地域自立支援協議会（こども部会）からのお知らせ 

    ３．研修 「組織の活性化を図るために～現場の職員をどのように育てていくのか？」 

      講師：仔鹿園 園長 岡本とも子氏  

      講義＆グループワーク 

    ４．その他（連絡事項） 
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第３回学齢児グループ会議  

日時：10 月 23 日（金）１６：００～１７：４５  

場所：総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内容：こども部会 第３回学齢児グループ会議 

内容：１．挨拶 

   ２．グループ活動について 

   ・部会企画の人材育成研修の進捗状況について（報告） 

   ３．困難ケース・事例等（課題の共有） 

   ・事例検討（不登校児、行動面でしんどい児） 

①不登校児のケース（他問題家族、思春期、親の離婚） 

②行動面でしんどいこどものケース（器物の破壊、母親の気持ちの不安定、虐待の疑い、本児への家 

族の服薬への拒否感） 

   ４．情報交換 

   ・各機関の特徴的な情報 

   ５．その他 

   ６．次回の予定 

 

第３回乳幼児グループ会議  

日時：10 月 27 日（火）１４：００～１５：３０  

場所：総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内容：１．乳幼児健診の目的とは 

・健診後のフォロー体制について 

 未受診のケース、又は検診後のフォローについて 

 虐待の子どものケースについて 

    ・概要説明と現状等について 

    ・健診でのフォロー基準等について 

    ・質疑応答 

   ２．事例紹介「３年保育の幼稚園と健診と療育（児童発達支援）」 

     3 年保育の幼稚園が増えてきたことにより、療育機関につながる事もなく一般の集団に入ってし 

     まうことで、保護者も子どもの状態を見極める機会がないまま、スルーしていってしまう可能性 

     の高さ。 

   ３．情報交換 

    ・養護学校の学童保育の必要性について 

      他県の情報提供 

   ４．その他 

    ・部会企画の人材育成研修の進捗状況について（報告） 

   ５．次回の予定  

 

第３回研修会打ち合わせ 

日 時：１０月２７日（火） １６：１０～１８：１０ 

場 所：奈良市総合福祉センター３階中会議室 

内 容：研修会・勉強会の開催について  
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    ・講師との連絡・調整について 

    ・実演団体ついて 

    ・担当者の役割分担について 

    ・当日までの準備の流れ 

    ・当日のタイムスケジュール 

    ・周知・案内等について 

 

研修会名：平成２７年度奈良市地域自立支援協議会 こども部会 

「障がい児支援に関わる支援者向け人材育成研修」  

日 時：平成２７年１１月２８日（土）１４時００分～１７時００分まで（受付時間１３：００～） 

場 所：奈良市総合福祉センター３階集会室 

目 的：障害を抱える子どもに対する気づきや関わり方を学んでもらうことで、障がい児支援に関わる 

    支援者の資質向上及び、奈良市における障がい児支援の向上を図ることを目的とする。 

内  容：支援者研修（１） 

講演会 （１４：１０～１５：４０） 

講 師 医療法人社団岡田会 やまのべリハビリセンター 

         副部長／理学療法士 羽﨑 恵子 氏 

テーマ 「気づきの大切さと支援のあり方」 

          ①やまのべリハビリセンターの施設概要 

          ②実際の提供プログラム 

           感覚統合学習、ミュージックケア、その他教室、行事等 

           ③ＰＴとしてのこどもとの関わりから 

           ④ＰＴとして支援者に望むこと（気にかけてほしいこと） 

     質疑応答 (１５：４０～１５：５０) 

     支援者研修（２） 

     発表（１６：００～１６：５０） 

①児童発達支援・放課後等デイサービス事業所より療育プログラムの実演 

②養護学校より教育プログラムの実演 

     質疑応答 (１６：５０～１７：００) 

対 象 者：市内の障がい児支援に関わる支援者 

（奈良市をサービス提供地域として実施している市外・県外の事業所職員も参加可） 

定  員：６０名 

共  催：奈良市地域自立支援協議会／奈良市障がい児通所支援連絡協議会 

 

その他（他の会議への出席 部会長対応） 

奈良市障がい児通所支援連絡協議会第３回定例会（部会長出席） 

日時：12 月  8 日（火）１０：００～１２：００  

場所：総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内容：１．障がい福祉課からのお知らせ 

   ２．奈良市地域自立支援協議会（こども部会）からのお知らせ 

   ３．奈良市子ども発達支援センターからのお知らせ 

   ４．研修  テーマ「子どもの発達段階を踏まえた、活動プログラムについて」 
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     講師：奈良市子ども発達支援センター心理判定員 北室祥子氏 

     講義＆グループワーク 

   ５．その他（連絡事項） 

 

第４回全体調整会議 

日 時：１月１５ 日（金）１０：００～１２：００ 

場 所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内 容：１．こども部会第２回全体会に向けての打ち合わせ 

    ２．学童保育について 

    ３．来年度の部会の体制、活動内容について 

 

その他（他の会議への出席 部会長対応） 

奈良市こども発達センター推進会議  部会長出席 

日 時：２月１９日（木）10：00～12：00 

場 所：奈良市役所 

内 容：１．奈良市こども発達センターの事業報告 

      西部公民館での出張相談 

      サポートファイルの配布 

      療育相談に関するアンケート調査 

      支援者研修、公立保育園特別支援教育コーディネーター研修等 

      子ども発達支援センターと各関係機関の連携について 

２．児童発達支援事業所いっぽの事業報告 

  施設運営状況報告 

  親子教室の実施状況及びアンケート調査の結果について 

３．平成２８年度の方向性 

    ４．その他 

    

こども部会第２回全体会 

日時：２月 ２３日（火）１５：００～１７：００ 

場所：奈良市総合福祉センター 

内 容：１．運営委員会の報告 

     ２．乳幼児、学齢児グループの活動報告及び研修会の報告 

    ３．情報交換  

      ①養護学校と学童保育の連携 

      ②手帳のない子どもの福祉サービス利用時必要な支援級在籍証明について 

      ③障がい福祉課から計画相談進捗状況等 

④各養護学校 PTA からの生活課題、地域課題について 

       通所支援事業所について（対応してもらえる事業所が非常に少ない） 

病院の通院について（待ち時間や受付・精算時の状況困難等） 

短期入所の利用について（対応してもらえる事業所が非常に少ない） 

肢体不自由児の外出時のオムツ交換場所について（障害者用トイレは設置されてきているが、 

オムツ交換はできない場所が多いので困る） 
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４．事例提供 

      「清潔面など生活環境が整わず、家族内に障害を持つ家族が複数人いる」ケースについて 

５．その他 

      ・奈良養護学校の児童数について 

      ・奈良西養護学校の児童に相談支援事業所が入ってほしいケースについて 

      ・まわりは支援が必要だと思っているが、家族が支援を必要だとはっきりと気づいていない子ど 

もへの、地域校でのアプローチについて 

 
第４回乳幼児グループ会議 

日 時：３月８日（火） １４：００～１６：００ 

場 所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内 容：１．今年度のグループ活動のまとめ 

２．来年度の活動に向けて 

３．情報交換 

４．その他（連絡事項） 

５．次回の予定（連絡事項） 

 

第３回長期療養児グループ会議 

日 時：３月１１日 （金）１４：００～１６：００ 

場 所：はぐくみセンター 

内 容：１．長期療養児が 18 歳以上になった時の保健師の体制について 

２．医療的ケアが必要な場合の福祉と保健や医療の連携について 

３．情報交換 

４．次年度について 

 
 こども部会 第５回全体調整会議 

日 時：３月２５日（金） １４：００～１６：００ 

場 所：奈良市総合福祉センター３階中会議室 

内 容：１.今年度の部会活動のまとめ 

２.来年度の部会活動に向けて 

３.情報交換 

４.その他（連絡事項） 

５.次回の予定（連絡事項） 

 

こども部会 第４回学齢児グループ会議 

日 時：３月２５日（金） １６：００～１８：００ 

場 所：奈良市総合福祉センター３階中会議室 

内 容：１.今年度のグループ活動のまとめ 

２.来年度の活動に向けて 

３.情報交換 

４.その他（連絡事項） 

５.次回の予定（連絡事項） 
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