
定例記者会見 報道資料 

                    平成２６年６月５日 

                              子育て相談課 

     ダイヤルイン ０７４２－３４－４８０４ 

 

子ども発達センターの出張相談の実施について 

 

「NARA NEXT 4」の重要施策である『子ども発達センターの充実』として、子ど

も発達センターの出張相談を市立の保育所、幼稚園等で実施します。 

 

 １．目的   

子ども発達センター（奈良市紀寺町５８０番地の２）は、中央市街地に位置

しているため、西北部エリアを中心に身近な地域で療育相談ができるよう、市

立保育所や幼稚園等で出張相談を定期的に実施します。 

 ２．実施日  

平成２６年７月４日（金）から、原則毎月第２、３、４金曜日 

  午後１時３０分～３時４５分 

 ３．場所   

  市立の保育園５か所、幼稚園４か所、認定こども園５か所、 

鳥見デイサービスセンター（旧鳥見幼稚園） 

４．内容   

奈良市在住の０歳から就学前までの子どもとその保護者を対象に、「ことば

がおそい」「園のお友達とやりとりができない」「かんしゃくが激しくて機嫌が

悪いことが多い」など、保護者が子どもの気になることや悩みなどを専門スタ

ッフが相談を受けます。 

スタッフの 1名が保護者の話を聴き、別のスタッフが遊びながら子どもの様

子を観察します。子どもの「得意なところ」「苦手なところ」を確認しながら、

保護者が子どもへの理解が深まるようアドバイスを行い、その子どもにあった

関わり方を保護者と共に考えていきます。 

 

また、必要に応じて、子ども発達センターで実施している作業療法士等の専

門相談や園巡回療育相談につなぎます。 

５．申し込み方法 

相談申し込みシートに相談を希望される日時、園名、子どもの名前、連絡先、

相談したい悩み等についてご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメールにて子ども発達セン

ターに申し込み。電話でも受け付け可能。 

６．他都市の状況 

幼児の発達に関する療育相談について、保育所、幼稚園を利用しての定期的

な出張相談は、他市では見受けられません。 

 



 

 

  

 

子ども発達センター 

療育相談室 
子ども発達センター「療育相談室」では、就学前までの 

お子さん(奈良市在住)の相談に応じます。 

 

 

他の子と比べて

育てにくい気が

する・・・ 

 

かんしゃくが 

激しくて機嫌が 

悪い事が多いな・・・ 

７月から 

出張相談を始めます！！ 
子ども発達センターの職員が、園に在籍の有無は関係なく、

下記の場所でお子さんの相談に応じます。 

上記の日程以外にも、子ども発達センターでの相談は、 

随時受け付けています。お気軽にお電話下さい。 

奈良市子ども発達センター 療育相談室 
奈良市紀寺町５８０番地の２(開館時間 平日８：３０～１７：１５) 

ＴＥＬ  : ０７４２－２０－２１００  

ＦＡＸ  : ０７４２－２４－０７８０ 

ＭＡＩＬ : kodomohattatsu@city.nara.lg.jp  

 

療育相談室では、お子さんの「得意なところ」「苦手なところ」

を理解しながら、その子にあった関わり方を保護者の方と 

一緒に考えていきます。 

相談時間  ①  １３：３０～１４：３０ 

          ②  １４：４５～１５：４５ 

１２月以降の日程はホームページをご確認くだ

さい。 

申込方法  

〇ＴＥＬ ０７４２－２０－２１００ 

 センターまでお電話下さい。 

○ＦＡＸ  ０７４２－２４－０７８０ 

 裏面の相談申し込みシートにご記入の上、セン

ターまで FAX にて送って下さい。   

○メール 

 奈良市の HP より相談申し込みシートをダウン

ロードし、必要事項を入力の上、メールに添付

して送って下さい。 

 

相談申し込みシートダウンロード方法 
奈良市 HP トップページで 

「子ども発達センター」を検索して下さい。 

奈良市 HP 

http://www.city.nara.lg.jp      

相談に行きたいけど・・・
センターまで遠いなぁ、 

車がなくて不便、 

という方のために！！！ 

 

今年度７月～１１月までの予定 
 

７月 ４日(金) 鳥見デイサービスセンター 

         (旧鳥見幼稚園） 

  １１日(金) 東登美ヶ丘幼稚園 

   ２５日(金) 平城幼稚園 

８月 ８日(金) 右京保育園 

   ２２日(金) 認定こども園左京幼稚園 

   ２９日(金) 認定こども園都跡幼稚園 

９月１２日(金) 伏見保育園 

   １９日(金) 京西保育園 

   ２６日(金) 認定こども園富雄南幼稚園 

１０月１０日(金) 明治幼稚園  

   １７日(金) 西大寺北幼稚園 

   ２４日(金) 認定こども園都祁保育園 

１１月 ７日(金) 学園南保育園 

   １４日(金) 認定こども園青和幼稚園 

   ２８日(金) 富雄保育園 

他の子より言葉が

遅い気がする・・・

相談時間  ①  １３：３０～１４：３０ 
          ②  １４：４５～１５：４５ 
１２月以降の日程はホームページをご確認く

ださい。 
申込方法  
〇ＴＥＬ ０７４２－２０－２１００ 
 センターまでお電話下さい。 
○ＦＡＸ  ０７４２－２４－０７８０ 
 裏面の相談申し込みシートにご記入の上、セ

ンターまで FAXにて送って下さい。   
○メール 
 奈良市の HP より相談申し込みシートをダウ
ンロードし、必要事項を入力の上、メールに

添付して送って下さい。 
相談申し込みシートダウンロード方法 
奈良市 HPトップページで 
「子ども発達センター」を検索して下さい。 

奈良市 HP 

 http://www.city.nara.lg.jp 



希望相談日の２日前までに申し込んでください。      ＦＡＸ送信日   月   日 

相談申し込みシート 

○相談を希望される日時・園名をご記入ください。   

日       月   日（金） （園名        ） 

時間  （    ） ①13：30～14：３０ 

（    ） ②14：45～15：４５ 

申込状況によりご希望にそえない場合もありますので、後日電話にて調整させて頂きます。 

○お子さんの名前（ふりがな）                

（漢字）                

○お子さんの年齢    歳  ヶ月  

○お子さんの性別           

○申込者名               

○連絡先（8：30～17：15） TEL               

繋がりやすい時間があれば、ご記入ください。（ 時間             ） 

後日センターより、ご連絡させていただきます。 

○相談したい悩み等 

 

 

 

 

 

 

 

 子ども発達センター療育相談室 

ＴＥＬ   ：０７４２－２０－２１００ 

ＦＡＸ   ：０７４２－２４－０７８０ 

ＭＡＩＬ ：kodomohattatsu@city.nara.lg.jp 

※FAX 送信翌日(休みの場合を除く)

に、センターから FAX 受け取り確

認の連絡をさせて頂きます。連絡が

ない場合は、センターまでご連絡く

ださい。 
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保護者が少人数のグループで子どもへの



『、o a ，ーーーーーーー

NP

，a晶司'...~J 奈良市子ども発達セシター
奈良県庁方面

@ 紀
寺� 

幼稚園・保育園 小学校

子ども発達

セニ沼-
f療育相談室j

保健センター

「棟育相談室jにご相談ください。

育ち方はひとりひとり違います。

その子に応じfこ関わり方などを

一緒に考えていきましょっ。� 

一

方
面

門

d 時
町� 

E 

能登川

天理方面

，.:c市内循環をと利用の場合

「紀寺町J下車徒歩3分� 

..:.天理・米谷町・下山行をと利用の場合

「紀寺住宅J下車徒歩4分



ACCESS 

奈良市子ども

発達センターとは?

発達障害や言語・情緒・行動に発達

の課題を抱える就学前の幼児とその

保護者を対象に、 『療育相談室J及び

児童福祉法に規定された『児童発達支

握いつぽj(旧・障害者自立支援法「児

童デイサービスJ)を開設しました。

大
森
町
方
面

サンライフ

明白書

能登川

天理方面� 

(パスでお越しの方〉� 

.JR奈良行� …� ......... r紀寺住宅j下車徒歩3分

・天理・米苔町・下山行 ・… 「紀寺住宅j下車徒歩4分

干630-8306奈良市紀寺町580番地の2
〈開館時間平日 8:30~17:15> 

TEL:0742-20-2100 
FAX:0742-24-0780 
[f目験時間]平臼9崎-12筒、13時-16時
※予約制のため、事前にと連絡ください。

奈良市役所子ども未来部

子育て相談課� 
担当課

TEL:0742-34-4804 
FAX:0742-34-4817 
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療育相談室 


「療育相談」

(電話・来所)

心理判定員、特別支援教

相談室

療育室

相談室では遊ぶお

子さんの様子をみ

ながらご柑談に応

じます。

~. 

育士、保健師、保育士等

4・L が、就学前の幼児の療育

に関する相談に応じます。

匂 砂  TEL:0742-2ト 2100 
FAX: 0742-24-0780 

1相談時間]平日 9 時~12 時、 13 時~16 時

※来所相談は予約制のため、事前にご連絡ください。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----、

児童発達支援

「いっぽ」
療育の必要性が認め  5れる

就学前の幼児を対象に、遊

びを通して社会性や協調性

を養し1、言語活動を高める

ような療育を行います。 

TEL: 0742-27-5501 
FAX:0742-27-5502 
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