
市町村名
関係部署

医療的ケア児に関する支援体制連絡調整会議 医療的ケア児支援に関する協議の場

〔日時〕平成２９年８月２１日（月）　９時半～
〔場所〕市役所西庁舎第１７会議室
〔議題〕第１期障害児福祉計画の策定について
　　　　 各課の取り組み及び検討事項について　ほか
〔参加者〕１９名

協議の場設置に関する準備会及び本会議を実施予定。
〔日時〕準備会…初夏及び秋頃、本会議…冬頃
〔場所〕未定
〔議題〕未定

医療的ケア児の実態把握調査
近年の医療技術の進歩等を背景に医療的ケアを必要とする障害児が増えていることから、医療的ケア児
の実態や支援施策ニーズを把握するために調査を実施するもの。

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

○相互交流支援事業
［開催回数］年４回（８月、１０月、１２月、１月）
［場所］①昭和保健所　②緑保健所　③昭和保健所　④西保健所
［対象］小慢児童とその保護者（医療的ケアのある児も参加）
［内容］講演①自分の薬を知る　②きょうだいの気持ち　③職に就く　④子どもの低身長
　　　　各回とも講演の後に交流会
［参加者数］①６家族　②４家族　③１０家族　④１３家族
○地域支援連絡協議会
［開催回数］年１回（５月）
［場所］名古屋都市センター
［協議内容］２８年度相互交流支援事業報告、２９年度相互交流支援事業計画　他

○相互交流支援事業［開催回数］年４回
［場所］市内保健所で調整
［対象］小慢児童とその保護者
［内容］講演と交流会で調整
○地域支援連絡協議会
［開催回数］年１回程度
［場所］名古屋市内で調整
［協議内容］２９年度相互交流支援事業報告、３０年度相互交流支援事業計画　その他

留守家庭児童育成会運営助成（障害児受入れ推進助成（医療的ケア児の受入れ）） 留守家庭児童育成会運営助成（障害児受入れ推進助成（医療的ケア児の受入れ））

【助成概要】
　医療的ケア児（「たん吸引、経管栄養、導尿、酸素吸入」の症状を有し、医師等の診断により、医療的ケア
が必要と認められた児童）を受入れており、かつ、当該受入れに対応するために、看護職員等を配置した
場合に、１支援の単位あたり年額３，８４７千円を助成するもの。

【助成概要】
医療的ケア児（「たん吸引、経管栄養、導尿、酸素吸入」の症状を有し、医師等の診断により、医療的ケア
が必要と認められた児童）を受入れており、かつ、当該受入れに対応するために、看護職員等を配置した
場合に、１支援の単位あたり年額３，８４７千円を助成するもの。

医療的ケア関連事業 医療的ケア関連事業
〔主催〕市教育委員会 〔主催〕市教育委員会

〔平成２９年度　学校における医療的ケア実施に関する連絡会議〕
〔開催回数〕年１回（H30.1）
〔場所〕市役所東庁舎６階　教育委員会室
〔内容〕名古屋市立学校において実施するべき医療的ケアの内容及び実地に関する協議
〔主な協議内容〕対象児への必要な医療的ケアの可否について及び実施方法について
の協議
〔構成員〕１９名（内訳：名古屋市立大学大学院教授、愛知県コロニーこばと学園園長、名古屋市立大学看
護学部教授、名古屋市学校医師会会長、名古屋市中央療育センター所長、医療的ケア申請校（校長）等）

〔平成３０年度　学校における医療的ケア実施に関する連絡会議〕
〔開催回数〕年２回予定
〔日時〕未定
〔場所〕未定
〔内容〕名古屋市立学校において実施するべき医療的ケアの内容及び実地に関する協議
〔主な協議内容〕対象児への必要な医療的ケアの可否について及び実施方法について
の協議
〔構成員〕１９名（内訳：名古屋市立大学大学院教授、愛知県コロニーこばと学園園長、名古屋市立大学看
護学部教授、名古屋市学校医師会会長、名古屋市中央療育センター所長、医療的ケア申請校（校長）等）

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

豊橋市地域保健推進協議会母子保健推進部会自立支援協議会 豊橋市地域保健推進協議会母子保健推進部会自立支援協議会
主催　豊橋市保健所　こども保健課 主催　豊橋市保健所　こども保健課
開催回数　1回　（平成29年9月21日） 開催回数　1回　（平成30年7月予定）
場所　　　　豊橋市保健所　研修室 場所　　　　豊橋市保健所　研修室
内容　　　　医療的ケアの必要な児への対応 内容　　　　医療的ケアの必要な児への対応（案）
　　　　　　　「豊橋市おける医療的ケア児の支援体制はどうすべきか」を論点に協議をした。 　　　　　　　医療的ケア児の支援事例や関係事業の紹介について（詳細未定）

構成員　　20名　三師会　患者団体代表　相談支援事業所（相談員）　特別支援学校（教諭）　市民病院（小
児科医師）　訪問看護ST　こども発達センター　教育委員会　障害福祉課（欠席）　こども未来部　保育課
保健所職員

構成員　　20名　三師会　患者団体代表　相談支援事業所（相談員）　特別支援学校（教諭）　市民病院（小
児科医師）　訪問看護ST　こども発達センター　教育委員会　障害福祉課　こども未来部　保育課　保健所
職員

名古屋市
子ども青少
年局子育て
支援課

平成29年度取組実績　事業名（取組内容）

名古屋市
子ども青少
年局子ども
福祉課

名古屋市
子ども青少
年局放課後
事業推進室

名古屋市
教育委員会
事務局指導
室

平成30年度取組予定　事業名（取組内容）

市町村における医療的ケア関連事業の取組実績及び実施見込み

豊橋市
保健所
こども保健
課

名古屋市
子ども青少
年局子ども
福祉課

資 料 ４
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市町村名
関係部署

平成29年度取組実績　事業名（取組内容） 平成30年度取組予定　事業名（取組内容）

市町村における医療的ケア関連事業の取組実績及び実施見込み 資 料 ４

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
自立支援交流会 自立支援交流会
主催　豊橋市保健所　こども保健課 主催　豊橋市保健所　こども保健課
開催回数　1回　（平成30年1月26日） 開催回数　1回　（平成31年1月ごろ予定）
場所　　豊橋市保健所 場所　　豊橋市保健所

参加者　37名　小児慢性特定疾病をもつ親及び支援者 参加者　小児慢性特定疾病をもつ親及び支援者

乳幼児等在宅医療推進事業

長期療養児等の在宅医療推進のための研修会
主催　豊橋市保健所　　　医師会委託で実施
場所日時　未定（平成30年9月頃予定）
内容　　医療的ケア児への在宅医療を実施している医師の講演及び事例検討について検討中（案）
参加者　医療関係者（産科、小児科医師・看護師）　訪問看護ST　患者支援団体　行政関係者等

豊橋市
障害福祉課 豊橋市障害者自立支援協議会（医療的ケアに関する検討委員会）

愛知県障害者相談体制整備事業（講演会）
〔日時〕H29.12.5　10：00～11：30
〔講師〕豊田市こども発達センター　センター長　三浦　清邦氏
〔場所〕豊橋市役所　講堂
〔内容〕前半：発達障害のメカニズムや障害特性の再確認と共に医療的視点での支援の
　　　　　       助言
　　　　 後半：医療的ケア児についての定義や地域で暮らしていくための方法
〔参加者〕159名

豊橋市障害児看護支援事業
〔主催〕　豊橋市
【豊橋市障害児看護支援事業】
〔目的〕市内在住で保育園や学校等に通園・通学する生徒に医療的ケアを必要とする障害児に対して訪問
看護師が医療的ケアを実施し保護者の負担の軽減を行う。費用の一部を給付。
〔対象者〕保育園等に通うことができる医療的ケアが必要な市内在住の児童・生徒
[内容]保育園等における訪問看護ステーションから派遣される看護師が児童・生徒に行った医療的ケアに
要する経費を給付する。（月10回程度）
〔見込み〕6人程度

　豊橋市喀痰吸引等研修事業費補助事業 　豊橋市喀痰吸引等研修事業費補助事業

〔主催〕　豊橋市 〔主催〕　豊橋市

【豊橋市喀痰吸引等研修事業費補助事業】
〔目的〕市内の居宅介護事業所が喀痰吸引のサービス提供をする際の喀痰吸引研修（1・2号）　費用を補
助することにより、喀痰吸引のサービス提供ができる事業所を増やす
〔対象者〕居宅介護事業所に勤めるヘルパーで研修後も継続して勤務できる者
〔内容〕研修に要した費用の２分の１（上限８万円）を交付
〔実績〕５人（324千円）

【豊橋市喀痰吸引等研修事業費補助事業】
〔目的〕市内の居宅介護事業所が喀痰吸引のサービス提供をする際の喀痰吸引研修（1・2号）　費用を補
助することにより、喀痰吸引のサービス提供ができる事業所を増やす
〔対象者〕居宅介護事業所に勤めるヘルパーで研修後も継続して勤務できる者
〔内容〕研修に要した費用の２分の１（上限８万円）を交付
〔見込〕１０人（800千円）

岡崎市 - -

第２回医療的ケアシンポジウム 従事者研修会

〔主催〕一宮市自立支援協議会生活支援部会医療的ケアネットワーク会議 〔主催〕一宮市自立支援協議会生活支援部会医療的ケアネットワーク会議

〔日時〕平成29年6月10日(土)午後1時30分～4時30分
〔場所〕一宮市尾西生涯学習センター講堂
〔内容〕①講演
[演題]『 医療的ケアがあっても、暮らしやすい地域をつくろう！ 』
　　　　講師：一宮市立市民病院 小児科 医師　三宅 能成 氏
②意見交換
[テーマ]一宮市の現状と課題　～各実践現場より活動の様子～
[構成員]6名(内訳：医師、訪看等)
〔参加者〕132人
※医療、介護、福祉の連携を深め、それぞれの概念、仕組み、概況等が理解できるよう交流する。また一
宮市ならではの社会資源、制度等の活用、開発について意見交流できる場としてシンポジウムを開催し
た。

〔日時〕未定
〔場所〕未定
〔内容〕医療的ケアに関して施設従事者向けの研修会

豊橋市
保健所
こども保健
課

一宮市
福祉課

内容　　医療的ケアの必要な子供の対応について（詳細未定）講演会及び交流会(案）

豊橋市
こども保健
課

内容　　　　小児慢性特定疾病のお子さんの子育て勉強会　　インシュリン注射　人工呼吸器　胃瘻など医
療的ケアの必要な子供を持つお母さんの体験談を中心とした講演会及び交流会
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平成29年度取組実績　事業名（取組内容） 平成30年度取組予定　事業名（取組内容）

市町村における医療的ケア関連事業の取組実績及び実施見込み 資 料 ４

講演会
尾張西部保健福祉圏域アドバイザー事業
〔日時〕平成29年7月8日(土)午前10時～12時
〔場所〕一宮市尾西生涯学習センター6階大ホール
〔内容〕
①講演[演題]『 重症心身障害児者と家族が住みよい地域をめざす 』
　講師：全国手をつなぐ育成連合会・政策センター委員　平塚市手をつなぐ育成会会員
　　　　　又村あおい氏
〔参加者〕87人
※高度医療依存児、重症障害児者が安心して暮らすことができる地域をつくるために、ライフステージごと
に必要な医療的ケアの対応できる社会資源の確保や、医療と福祉の連携の必要性を周知啓発する目的で
講演会を開催した。

第４回　もーやっこジュニアの広場 第５回　もーやっこジュニアの広場

瀬戸旭医師会が中心となり開催 瀬戸旭医師会が中心となり開催

日時：平成２９年１１月２５日（土）１３：００～１７：００
場所：瀬戸蔵　多目的ホーム、会議室
内容：対象は、瀬戸市、尾張旭市その近隣にお住いの医療ケアを必要とする子どもとその家族。ＤＶＤ鑑賞
やパパママカフェ、ゲームコーナーなど、参加された家族の方も楽しんでいただけるイベントです。
　また、地域の医療関係者を対象に、小児在宅医療研修会や小児ケア実技研修も開催。

日時：平成３０年１０月６日（土）１３：００～１７：００※予定
場所：瀬戸蔵　多目的ホーム、会議室　※予定
内容：未定

児童発達支援事業 児童発達支援事業

〔主催〕半田市障がい者自立支援協議会(医療的ケア児支援に係る検討会) 〔主催〕半田市障がい者自立支援協議会(医療的ケア児支援に係る検討会)

〔開催回数〕年４回(５月、７月、１０月、１月)
〔場所〕半田市役所　会議室
〔内容〕半田市の医療的ケア児を取り巻く課題の解決に向けた協議。
[主な協議事例]…送迎、支援体制など
〔構成員〕１３名(内訳：障がい児通所事業所、訪問看護事業所　等)

〔開催回数〕年４回(６月、７月、１０月、１月)
〔場所〕半田市役所　会議室
〔内容〕半田市の医療的ケア児の情報共有と課題の解決に向けた協議。
[主な協議事例]…送迎、支援体制など
〔構成員〕調整中

児童発達支援事業

〔主催〕半田市障がい者自立支援協議会(医療的ケア児支援に係る検討会)

【医療と福祉の連携研修】
〔日時〕平成２９年１０月１２日(木)　１０：００～１１：４５
〔場所〕半田市役所　大会議室
〔内容〕
[演題]医療と福祉の連携
(医療的ケア児とその家族の実態や医療と福祉の連携における課題等)
[講師]あいち小児医療総合センター在宅支援室　上原氏

障害児者医療研修事業 障害児者医療研修事業

〔主催〕半田市障がい者自立支援協議会 〔主催〕半田市障がい者自立支援協議会

【介護職員等に対する喀痰吸引講座　基本研修・実地研修】
〔日時〕
基礎研修；平成２９年７月３日(月)９：３０～１６：００
　　　　 　　 平成２９年７月３日(月)９：３０～１７：３０
実地研修；２日程度
〔場所〕雁宿ホール
〔内容〕
基礎研修；　講義・人形を使ってのシュミレーション研修

【介護職員等に対する喀痰吸引講座　基本研修・実地研修】
〔日時〕
基礎研修；平成３０年７月２日(月)９：３０～１６：００
　　　　 　　 平成３０年７月６日(金)９：３０～１７：３０
実地研修；２日程度
〔場所〕雁宿ホール
〔内容〕基礎研修；　講義・人形を使ってのシュミレーション研修

一宮市
福祉課

瀬戸市

半田市
健康子ども
部子育て支
援課

半田市
健康子ども
部子育て支
援課

半田市福祉
部地域福祉
課
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春日井市 - -

母子保健事業 母子保健事業

〔主催〕豊川市保健センター 〔主催〕豊川市保健センター

【とことこの集い（長期療養児の子を抱える親の集い）】
〔日時〕平成２９年９月２８日（木）　午前９時３０分～正午
　　　　 平成３０年２月２７日（火）　午前９時３０分～正午
〔場所〕豊川市健康福祉センター
〔内容〕医療的ケア児などの主に身体機能に障害を抱えている子とその保護者を対象
　　　　　に、参加者同士の交流の中で不安の解消・情報交換・仲間づくりを図る。
〔参加者〕約３０名
〔その他〕豊橋あゆみ学園障害児等療育支援事業・豊川保健所と共催

【とことこの集い（長期療養児の子を抱える親の集い）】
〔日時〕年２回
〔場所〕未定
〔内容〕医療的ケア児などの主に身体機能に障害を抱えている子とその保護者を対象に、参加者同士の交
流の中で不安の解消・情報交換・仲間づくりを図る。
〔参加者〕約３０名
〔その他〕豊橋あゆみ学園障害児等療育支援事業・豊川保健所と共催

津島市 - -

碧南市地域自立支援協議会　作業部会（こども部会） 碧南市地域自立支援協議会　作業部会（こども部会）

　事例紹介 　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（又は設置の検討）

医療的ケア児の支援事例を紹介し、医療的ケア児に関する検討の必要性を確認するとともに、次年度より
設置を検討していく医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置について制度説明を行った。

　医療的ケア児を取り巻く社会環境について確認するとともに、現状の課題及び支援策等について協議又
は協議の方針等の検討を行う。（詳細未定）

事業の予定なし

ただし、医療、福祉、教育等の有識者からなる既存の刈谷市障害者自立支援協議会の子ども部会の枠組
みを活用し、医療的ケア児も含め、障害児全般の課題等について意見交換や情報共有を図ることが可能
である。

重症心身障がい者・医療的ケアの必要な障がい者の居住の場の確保に関する支援検討会 家族介護者負担軽減事業

〔主催〕豊田市障がい福祉課
〔日時〕5月17日　午前10時～午前11時30分
〔場所〕豊田市役所
〔内容〕①市内の重症心身障がい、医療的ケアの必要な障がい者の人数について（情報
　　　　　　共有）
　　　　②市内の居住系サービスの整備状況について（情報共有）
　　　　③支援策の在り方についての意見交換
〔参加者〕8名
障がい者支援施設、障がい福祉サービス、障がい児通所支援事業者の管理者、看護師、相談支援専門員

心身医療的ケアの必要な重症心身障がい児・者の介護負担を軽減するため、レスパイトを目的とした医療
型短期入所を実施する医療機関に対して補助金を交付する。
〔対象医療機関〕６病院
〔受入延べ日数〕未定

医療的ケアのある方の生活を考えるワーキンググループ

〔主催〕豊田市地域自立支援協議会

【定例会】
〔日時〕毎月第4火曜日　午前９時３０分～午前11時（研修開催日は、別に調整）
〔場所〕豊田市役所
〔内容〕①医療的ケア児者の実態調査方法についての検討
　　　　②医療型短期入所新規開設のための検討
〔構成メンバー〕
・市委託相談支援事業者（１名）・障がい児・特定相談支援事業者（１名）・障がい福祉サービス事業者（２
名）・行政（１名）※みよし市（福祉圏域内市町村）から相談支援専門員（１名）

碧南市
福祉こども
部福祉課
基幹相談支
援センター

豊田市
障がい福祉
課

豊田市
障がい福祉
課

-

豊川市
保健セン
ター

刈谷市
福祉総務課
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市町村名
関係部署

平成29年度取組実績　事業名（取組内容） 平成30年度取組予定　事業名（取組内容）

市町村における医療的ケア関連事業の取組実績及び実施見込み 資 料 ４

福祉事業所・訪問看護ステーション等で勤務する医療職研修会

〔主催〕豊田市地域自立支援協議会

【定例会】
〔日時〕①10月23日午後2時から午後3時30分②12月19日午後2時から午後3時30分
　　　　　③2月8日午後2時から午後4時※自由参加で正午～昼食（経管）見学
〔場所〕①豊田市障がい者総合支援センター暖②障害者支援施設光の家
　　　　　③豊田市障がい者総合支援センター暖
〔内容〕①日本重症心身障害者学会学術集会伝達研修②大規模災害への対応について
　　　　　③ポジショニング支援について
〔参加対象（参加声かけ対象）〕
・障がい福祉サービス事業者・訪問看護ステーション・特別支援学校
〔参加者〕①８名②９名③11名
※研修会終了後、定例会を開催

重症心身障害児（者）等在宅支援事業補助金 重症心身障害児（者）等在宅支援事業補助金

（内容）医療的ケア児を含む重症心身障害児（者）等の日中活動サービス等を実施する事業者に対して、
事業運営の安定化を図るための補助金を交付

（内容）重症心身障害児（者）（医療的ケア児を含む）等の日中活動サービス等を実施する事業者に対し
て、事業運営の安定化を図るための補助金を交付

医療的ケア児のための看護師配置実施事業

（内容）安城市立の小中学校に通学し、日常的に医療的ケア等の支援を必要とする児童及び生徒の教育
活動のため、看護師資格を持つ職員を該当校に配置

西尾市 - -

蒲郡市障害者自立支援協議会　こども部会

【医療的ケア児のコーディネーター設置、医療的ケア児に関する支援体制の協議の場の設置】
[協議体]　蒲郡市障害者自立支援協議会　こども部会
[概要]　３０年度(年４回開催）の議題の中で医療的ケア児に関するコーディネーターの設置と、医療的ケア
児に関する支援体制の協議の場としての機能付与（部会員に医療関係者を追加）について検討予定。（蒲
郡市自立支援協議会設置要綱も医療的ケア児に関する検討機能を付与するという内容で改訂予定）

犬山市 ・インクルーシブ教育システム推進事業
・医療的ケアとして配置される看護師の人件費及び損害保険費用
　医療的ケア支援員
　賃金1,300円×4時間×80日＝416,000円
　損害賠償保険料　42,690円

・インクルーシブ教育システム推進事業
医療的ケアとして配置される看護師の人件費及び損害保険費用
医療的ケア支援員
賃金1,300円×4時間×100日＝520,000円
交通費200円×100日＝20,000円
損害賠償保険料　42,690円

・犬山市児童発達支援事業実施施設での相談 ・犬山市児童発達支援事業実施施設での相談

　重症心身障害児の保護者に対し、相談の場を設置（１回/月）
前年度在籍の重症心身障害児（今年度は養護学校の幼稚部に在籍）の保護者から要請があれば、相談
の場を設けていく。

・各窓口での相談 ・医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

相談があれば随時対応
既存の自立支援協議会などを活用して、保健、医療、障害福祉、保育、教育などの関係機関に協議の場を
設置することを目指す。

蒲郡市福祉
課

豊田市
障がい福祉
課

安城市
福祉部
障害福祉課

-

安城市教育
委員会
学校教育課
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市町村名
関係部署

平成29年度取組実績　事業名（取組内容） 平成30年度取組予定　事業名（取組内容）

市町村における医療的ケア関連事業の取組実績及び実施見込み 資 料 ４

常滑市こど
も課

-
常滑市障がい者総合支援協議会子ども部会において
医療的ケア児支援に関する協議を検討予定
〔開催回数〕年3回程度、第1回目は6月末を予定

江南市 - -

小牧市 - -

〔主催〕稲沢市地域自立支援協議会

●医療的ケア児の支援に関する講演会を検討中
日時：平成３１年１月１９日（土）
場所：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）
講師：未定
●医療的ケア児支援関するネットワーク会議の立ち上げを予定

稲沢市
学校教育課 医療的ケアが必要な児童に対応するため、看護資格を持つ支援員を配置

平成２９年度実績：気管切開をした児童１名に対し、支援員１名を配置
医療的ケアが必要な児童に対応するため、看護資格を持つ支援員を配置

重症心身障害児等居場所づくり事業 重症心身障害児等居場所づくり事業

〔主催〕新城市（健康福祉部こども未来課：社会福祉法人新城福祉会へ委託） 〔主催〕新城市（健康福祉部こども未来課：市内法人へ委託予定）

〔日時〕平成２９年７月２４日、８月４、１０、２２、３０日　１０：００～１５：００
〔場所〕新城市　西部福祉会館
〔内容〕
　豊橋特別支援学校に通う医療的ケア児を含む重度障がい児の長期休暇における居場所づくりの構築、
地域の児童との交流を図った。
〔参加者〕
　豊橋特別支援学校に通う重度障がい児数（医療的ケア児含む）　実５名、地域児童数　延べ４７名、講師
及びスタッフ数　延べ５０名

〔日時〕未定
〔場所〕未定
〔内容〕
　豊橋特別支援学校に通う医療的ケア児を含む重度障がい児の長期休暇における居場所づくりの構築、
地域の児童との交流を図う。
〔参加者〕
豊橋特別支援学校に通う重度障がい児数　実５名（予定、医療的ケア児含む）、地域児童数　未定、講師
及びスタッフ数　未定

【東海市自立支援協議会こども部会・ワーキンググループ】

〔内容〕医療的ケア児に関する勉強会や研修会及び当該児童に対する支援等についての検討会等（詳細
は未定）

大府市
高齢障がい
支援課

-

専門研修委託事業
〔主催〕大府市
【喀たん吸引等3号研修】
〔日時〕平成30年10月頃
〔場所〕人間環境大学
〔内容〕医療的ケア（喀たん吸引）を行うことができる介護職員を養成するために、特定の者を対象とする3
号研修を実施する。

知多市
子ども若者支
援課

- 知多市障がい者自立支援協議会（子ども部会）にて医療的ケア児の支援体制の整備について検討予定。

知立市 - -

医療的ケア児に関する勉強会

主催：こども部会（尾張旭市自立支援連携会議）
日時：平成２９年５月１９日
場所：市役所
内容：「医療的ケアの基礎知識について」
講師：にこまる　廣中　志乃氏
参加者：こども部会構成員１４名

稲沢市
福祉課

尾張旭市
福祉課

-

新城市
こども未来
課

東海市
女性・子ど
も課

-
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市町村名
関係部署

平成29年度取組実績　事業名（取組内容） 平成30年度取組予定　事業名（取組内容）

市町村における医療的ケア関連事業の取組実績及び実施見込み 資 料 ４

高浜市 - -

岩倉市 - -

第１回かけはしキッズ 第２回かけはしキッズ

（主催）豊明東郷医療介護サポートセンターかけはし （主催）豊明東郷医療介護サポートセンターかけはし

〔日時〕平成２９年１１月３日(金）午前１０時～１２時
〔場所〕豊明団地集会所
〔目的〕医療的ケア児を含む重症心身障害児および家族の交流・意見交換・学びの場
〔内容〕ドキュメンタリーDVD上映「風よ吹け！未来はここに！！」上映
　　　　 重症心身障害児（医療的ケア児含む）と家族の交流会、意見交換など
〔参加者〕重症心身障がい児家族１１組、医療・福祉・行政関係者　計５４名

〔日時〕平成３０年５月２０日(日）午前１０時～１２時
〔場所〕豊明市文化会館ギャラリー
〔目的〕医療的ケア児を含む重症心身障害児および家族の交流・意見交換・学びの場
〔内容〕講演「医療ケア児・重症心身障がい児への支援について」
　　　　 重症心身障害児（医療的ケア児含む）と家族の交流会、意見交換など
〔参加者〕重症心身障がい児家族、医療・福祉・行政関係者　40名程度
※11月頃に第３回を開催予定（内容未定）

日進市 - -

田原市障害者自立支援協議会（医療的ケア児に係る会議）

福祉と関係機関の連携会議の設立を検討中

愛西市 - -

清須市 - -

北名古屋市 - -
弥富市 - -

みよし市障がい児医療的ケア費給付事業 みよし市障がい児医療的ケア費給付事業

具体的取組内容 具体的取組内容

経管栄養、導尿など比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了する医療的ケアを必要とする児
童に対し、保育園、幼稚園、学校などで訪問看護を利用したときの費用の一部を給付する。
１　対象者
 次のいずれにも該当する方
(1) 保育園などに通園・通学する医療的ケアが必要な市内在住の児童の保護者
(2) 訪問看護を利用することにより、児童の付添介護が不要となる又は付添介護の負担が
　　軽減される者
２　対象経費
訪問看護ステーション等から派遣された看護師が、保育園等において、児童1人につき1日90分以内で行っ
た医療的ケアに要する経費（月１０回を限度）
３　費用負担
原則として１割　※世帯の所得に応じて負担上限月額あり

経管栄養、導尿など比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了する医療的ケアを必要とする児
童に対し、保育園、幼稚園、学校などで訪問看護を利用したときの費用の一部を給付する。
１　対象者
 次のいずれにも該当する方
(1) 保育園などに通園・通学する医療的ケアが必要な市内在住の児童の保護者
(2) 訪問看護を利用することにより、児童の付添介護が不要となる又は付添介護の負担
　　が軽減される者
２　対象経費
訪問看護ステーション等から派遣された看護師が、保育園等において、児童1人につき1日90分以内で行っ
た医療的ケアに要する経費（月１０回を限度）
３　費用負担
原則として１割　※世帯の所得に応じて負担上限月額あり

あま市 - -

医療的ケア児に係る療育支援体制についての検討会

〔主催〕長久手市障がい者自立支援協議会児童教育支援部会（作業部会)
医療的ケア児の支援に携わる関係機関による課題検討など
〔日時〕未定
〔場所〕長久手市役所内
〔内容〕未定
〔参加者〕関係者１５名程度

田原市
地域福祉課・
子育て支援課 -

豊明市
児童福祉課

みよし市
福祉課

長久手市 -
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市町村名
関係部署

平成29年度取組実績　事業名（取組内容） 平成30年度取組予定　事業名（取組内容）

市町村における医療的ケア関連事業の取組実績及び実施見込み 資 料 ４

医療ケア児、重症心身障がい児の交流会 医療ケア児、重症心身障がい児の交流会

主催　豊明東郷医療介護サポートセンター　かけはし 主催　豊明東郷医療介護サポートセンター　かけはし

【かけはしキッズ】
開催日：平成29年11月3日
場所：豊明団地周回所けやきテラス１階
内容：ドキュメンタリーDVDの上映とグループワーク

【かけはしキッズ】
開催日：平成30年5月20日、9月頃予定
場所：豊明文化会館他
内容：講話等とグループワーク。
医療ケア児と重症心身障がい児の子や親の交流会だけでなく、医療、福祉、教育、行政などの様々な職種
が集まり、家族や支援者の困りごと等の共有や各々の役割、連携について考える場となる。

豊山町 - -

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

近隣市町と連携し、支援のための関係機関の協議の場を設置。（関係機関・・・保健、医療、福祉、保育、教
育関係）

扶桑町 - -

大治町 - -

スクールサポーター配置事業 スクールサポーター配置事業

気管切開児童の痰の吸引を行う看護資格を持ったスクールサポーターを配置している。 気管切開児童の痰の吸引を行う看護資格を持ったスクールサポーターを配置する。
飛島村 - -
阿久比町 - -
東浦町 - -
南知多町 - -
美浜町 - -
武豊町 - -

幸田町 -

《主催》幸田町地域総合支援協議会　こども部会
《日時》未定
《場所》未定
《演題》「医療的ケア児に関する取組～先進地の実践から学ぶ～」
《講師》未定

自立支援協議会
詳細は未定ですが、今年度協議の場を設ける予定
地域ケア会議

主催：住民福祉課

医療的ケア児支援のための、保険・医療・福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場
を設置（詳細は未定）

医療的ケア児に係る検討会
現時点では既存のどの協議会にその機能を持たせるか等未定であるが、今年度中に医療的ケア児に係る
協議の場を設けることを目標とし、関係機関と検討を進めている。

蟹江町
教育部
教育課

大口町

-

東郷町
福祉部福祉
課

設楽町 -

東栄町役場
住民福祉課

-

豊根村
住民課 -

30


