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平成３０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 子どもの権利を守る 

テーマや 

取り組みの

ポイント 

 

子どもの支援を考える ～発達が気になるこどもから医療的ケアを必要とする重症児まで～ 

検討内容 

こども部会全体（予定）    

 １．事例検討、課題共有 

２．各グループ間の課題の共有 

３．当事者（保護者）参加（全体会）からの地域課題の抽出 

４．子どもの権利擁護について考える 

５．奈良市障がい児通所支援連絡協議会との連携 

 

 各グループの取り組みとして 

乳幼児グループ 

・障害児相談支援について 

・保育園幼稚園の現状と療育機関との連携について 

 

学齢児グループ 

・事例・課題検討 

・子どもの権利擁護について考える 

 

  長期療養児グループ 

  ・医療的ケアの必要なこどもたちの個別ケース検討 

・交流会の実施  

 

  その他        

   他市町村のこども部会の活動見学と意見交換 

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１回 

  部会調整会議     年 3回 

活動内容： 

 各グループからの報告 

 各参加者からの課題の共有と情報交換 

 

 

 

 

参加団体・機関 

◎東大寺福祉療育病院、 

○児童発達支援いっぽ 

仔鹿園相談支援センター、仔鹿園 

子育て相談課、障がい福祉課、 

市社協みどり園、 

奈良市障がい児通所支援連絡協議会代表・担当 

（のんたんたんぽぽ） 

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、 
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明日香養護学校、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） 

奈良県中央こども家庭相談センター 

グループ活動①  

【 乳幼児グループ 】 

活動頻度：年 3回 

 

活動内容： 

・障害児相談支援について 

・保育園幼稚園の現状と療育機関との連

携について 

参加団体・機関 

◎東大寺福祉療育病院、 

○児童発達支援いっぽ 

（奈良市障がい児通所支援連絡協議会事務局） 

 児童発達支援センター仔鹿園 

 児童発達支援センターしおん 

 児童発達支援センターくれよん 

市社協みどり園  

障がい福祉課、事務局 

 

グループ活動②  

【 学齢児グループ 】 

活動頻度：年 3回 

 

活動内容： 

・事例・課題検討 

・子どもの権利擁護について考える 

 

 

 

参加団体・機関 

◎東大寺福祉療育病院、 

児童発達支援センター仔鹿園 

奈良市障がい児通所支援連絡協議会代表・担当 

（代表：のんたん、担当：たんぽぽ） 

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 3回 

活動内容: 

・医療的ケアの必要なこどもたちの個別

ケース検討 

・交流会の実施 

 

参加団体・機関 

○東大寺福祉療育病院、 

児童発達支援センター仔鹿園 

たんぽぽ相談支援センター、奈良医療センター 

市教育委員会教育相談課、 

奈良養護学校、明日香養護学校  

健康増進課 障がい福祉課 

研修・調査等 

の実施について 
 

その他 奈良市障がい児通所支援事業連絡会との連携 
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平成３０年度 奈良市地域自立支援協議会 

こども部会  ４月～３月活動報告  

部会の目的 
子どもの権利を守る 

子どもの支援を考える ～発達が気になる子どもから医療的ケアを必要とする重症児まで～ 

各活動 

テーマ 

 

 

取り組み 

ポイント 

 

 

 

 

開催日時 

内容・課題 

こども部会 全体調整会議 

第１回 

日 時：平成３０年４月２７日（金）１５：００～１７：００ 

日 時：奈良市総合福祉センター 

内 容：今年度の部会の活動計画について 

    各グループの取り組みについて 

    人材育成研修会の開催について 

    情報交換 

参加者：７名（支援機関７か所） 

 

第２回 

日 時：平成３０年８月２８日（火）１４：００～１６：００ 

日 時：奈良市総合福祉センター３F小会議室１ 

内 容：認定こども園での障害児の現状について 

受け入れ状況や体制について 

    気になるこども達への支援について 

    課題 

    質疑応答 

    情報交換 

    障害児相談アンケートについて 

    その他 

参加者：１１名（支援機関９か所） 

 

第３回 

日 時：平成３１年３月１２日（金）１４:００～１５：４５ 

場 所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中集会室 

内 容：今年度の部会活動の振り返りについて 

来年度の部会活動について 

情報交換 

連絡事項 

その他（連絡事項） 

参加者：７名（支援機関６か所、行政１か所） 

 

************************************************************************************* 
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部会全体会 

日 時：9月 14日（金）１５：３０～１７：３０ 

場 所：奈良市役所 

内 容：運営委員会の報告 

    今年度の活動について 

各グループからの活動報告 

    各養護学校保護者からの課題検討 

    放課後等デイサービス、移動支援 など 

************************************************************************************* 

乳幼児グループ 

第１回   

日 時：5月 22日（火）１４：００～１６：００ 

第２回   

日 時：8月 28日（火）１４：００～１６：００ 

場 所：奈良市総合福祉センター 

内 容：奈良市の障害児相談支援の現状と課題について 

市の障害児相談支援事業所向けアンケートについて意見交換 

    こども園・保育園・幼稚園の現状と療育機関との連携について 

第３回 

日 時：平成３１年３月５日（火）１４:００～１６：００ 

場 所：奈良市総合福祉センター３階小会議室２ 

内 容：今年度のグループ活動の振り返りについて 

来年度のグループ活動について 

情報交換 

連絡事項 

その他（連絡事項） 

参加者：７名（支援機関６か所、行政１か所） 

************************************************************************************* 

学齢児グループ 

第１回 

日 時：6月 22日（金）１６：００～１７：３０ 

場 所：奈良市総合福祉センター 

内 容：事例検討 

・家庭の事情で地域小学校支援級に通いにくい発達障害のある兄弟 

    ・合理的配慮の対応（タブレット持ち込みなど）が難しい学校 

    ・不登校（地域小学校支援級）となった児童への対応について 

    情報共有 
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第２回 

日 時：平成３０年１０月１２日（金）１６:００～１７：４５ 

場 所：奈良市総合福祉センター３Ｆ中会議室 

内 容：あいさつ  

事例検討 

情報交換 

その他（連絡事項） 

参加者：１４名（支援機関１３か所） 

 

第３回 

日 時：平成３１年３月１２日（火）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：今年度のグループ活動の振り返りについて 

来年度のグループ活動について 

情報交換 

連絡事項 

その他（連絡事項） 

参加者：１４名（支援機関１３か所） 

************************************************************************************* 

交流会（東大阪市自立支援協議会との意見交換会） 

目 的：今後の部会活動に活かすため、他の自立支援協議会がどういう活動をしていて、ど 

ういった仕組みになっているのか？また、こども部会の活動状況はどうなのかを知 

るために、近隣の中核市である東大阪市自立支援協議会と意見交換を行った。 

日 時：平成３０年１１月６日（火）９:３０～１２：３０ 

場 所：東大阪市立障害児者支援センターレピラ 

内 容：自己紹介 

東大阪市自立支援協議会について 

東大阪市の相談支援体制について 

奈良市地域自立支援協議会について 

奈良市の相談支援体制について 

情報交換 

地域課題等について 

参加者：７名（副会長、部会長、副部会長２名、役員、事務局、障がい福祉課） 

************************************************************************************* 

長期療養児グループ 

第１回  

日 時：5月 25日（金）１５：３０～１７：００  

第２回  

日 時：6月 29日（金）１５：３０～１７：００  

第３回  
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日 時：8月 24日（金）１５：３０～１７：００  

場 所：はぐくみセンター 

内 容：長期療養児の支援について 

長期療養児交流会の開催について 

交流会  

日 時 9月 8日（土） １３：００～１７：００  

場 所：東大寺福祉療育病院 

内 容：医療的ケアの必要な児の障害児相談支援事業所について 

    長期療養児交流会の開催（10家族と関係機関から約 26名参加） 

テーマは障害児相談と福祉サービスの利用 

母親（幼児・学童から 1名ずつ）からのテーマについての報告 

参加者によるフリートーク 

交流のための遊びの提供など 

 

第４回 

日 時：平成３１年１月１８日（金）１５：３０～１７：００ 

場 所：奈良市保健所（はぐくみセンター）３階会議室 

内 容：長期療養児の現状共有、課題検討 

    今年度の振り返り 

    ・医療ケア児の障害児相談支援について 

    次年度の活動計画について 

    ・医療ケア児が増加し、また年齢や疾患も違い、抱える課題も多様化してきている。整

理しアプローチ方法を検討 

その他 

※奈良市障がい児通所支援連絡協議会に出席 (部会長、副部会長) 

   5月 22日（火）総会              １０：００～ 奈良市総合福祉センター 

7月 03日（火）定例会            １０：００～ 奈良市総合福祉センター  

9月 11日（火）定例会・研修会    １０：００～ 奈良市総合福祉センター 

   3月 05日（火）定例会            １０：００～ 奈良市総合福祉センター 

 

 


