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特定非営利活動法人 ｃｏｌｏｒ 

 

 

 

 

１．児童発達支援センター 

   児童発達支援 

放課後等デイサービス 

   保育所等訪問支援 

居宅訪問型児童発達支援 

児童発達支援センター くるーる 

２．児童発達支援事業 

   児童発達支援 

   放課後等デイサービス 

 保育所等訪問支援 

みずたま 

３．相談支援事業 

   特定相談支援事業 

   障害児相談支援事業 

相談支援センター さくら 

４．日中一時支援事業 そらのいろ 

そらのいろ・くるーる 

５．基本相談 

高梁市障害者相談支援事業 

巡回支援専門員整備に係る業務委託 

 

たかはし障害者総合相談センター レイユール 

相談支援センター さくら 

たかはし発達障害者支援センター 

６．放課後児童健全育成事業 まーぶる 

７．その他法人事業 

 

   自発的活動支援事業 

いろいろ 

 

 

 

 

 

 



１．児童発達支援センター くるーる 

（１）営業日・時間および定員 

 

 営業日 営業時間 定員 

①児童発達支援 月～土曜日 9：00-15：30 20 人 

②放課後等デイサービス 月～土曜日 9：00-15：30 20 人 

③居宅訪問型児童発達支援 月～土曜日 9：00-15：30  

④保育所等訪問支援 月～土曜日 8：00-17：30  

 

（２）各事業目標 

 ①児童発達支援 

  利用目標人数（延べ） ：  5770 人 

  （具体的内容）未就学児に対して、個別療育、小集団療育、遊び等を通し日常生活における基本的動作の習

得、集団生活への適応ができるように支援する。 

 ②放課後等デイサービス 

利用目標人数（延べ） ：  384 人 

  （具体的内容）就学時に対して、個別療育、小集団療育、遊び等を通し日常生活における基本動作の習得、

集団生活への適応ができるように支援する。 

 ③居宅訪問型児童発達支援 

  利用目標人数（延べ） ：    1 人 

  （具体的内容）通所施設を利用できない児童に対して、自宅に訪問し、日常生活に必要な基本的な動作・知

識の習得等、生活能力の向上につながる支援を行う。要望に応じて、趣味、教養又は娯楽に係る活動の機

会を提供する。 

 ④保育所等訪問支援 

  利用目標人数（延べ） ：     240 人 

  （具体的内容）保育所や幼稚園、こども園、小学校等に通う児童に対して、専門スタッフが園や学校等に訪問

し、集団生活への適応の為の専門的な支援やその他必要な支援を行う。 

 

（３）スタッフ研修 

  第２．４ 土曜日 １６：３０～１７：３０ 

  くるーる全体での運営上の課題を共有し、スムーズに業務が遂行できるようにする 

  対応困難なケースについて全体で共有し、支援の方向性を検討する。 

 

（４）関係機関連携 

   スクラム会議    350 回／年 実施予定 

  就園・就学にあたり関係機関と情報を教諭し、保護者の不安が軽減できるようにする。 

  保育所等訪問支援事業を活用し、児童が日中過ごす場所で適切に支援ができるようにする。 

 



２．みずたま 

（１）営業日・時間および定員 

 

 営業日 営業時間 定員 

①児童発達支援 月～土曜日 13：00～19：00 10 名 

②放課後等デイサービス 月～土曜日 13：00～19：00 10 名 

③保育所等訪問支援 月～土曜日 8：00～18：00 10 名 

 

（２）各事業目標 

 ①児童発達支援 

  利用目標人数（延べ） ： 3 人／月    21 人／年  

  （具体的内容） 

就学後を見据え秋（9月）位からくるーる等からみずたまへの移行を進めていく。移行前のスクラム会議にも参

加し、保護者、事業所等の関係機関とも連携を行い、保護者のニーズや本人の特性をもとにスムーズに就学で

きるよう準備を行っていく。 

 ②放課後等デイサービス 

利用目標人数（延べ） ： 288 人／月    3456 人／年 

  （具体的内容） 

スクラム会議で課題を整理し、家庭や学校生活の中で活かせる部分を具体的に目標の設定していく。具体的

な目標の設定をすることで、利用児と一緒に対応方法を検討していく。また、関係機関とも連携を図っていく。 

 ③保育所等訪問支援 

  利用目標人数（延べ） ： 20 件／月   240 件／年 

  （具体的内容） 

訪問先の支援者とも目標を共有し具体的な支援を行っていく。また、療育での取り組みと訪問先での取り組

みを関連した目標設定にすることで利用児と状況を細かく振り返りを行っていく。また、学校等でできる対応方法

も検討していく。 

（３）スタッフ研修 

   翌日に療育の振り返り、今後の課題について検討している。支援計画に基づき支援が提供されているか確認

する。支援方法については支援計画作成時に、具体的な支援方法を確認することでスタッフが共有できるよう

に取り組んでいる。また、法人内の研修を活用しながら理解を深めていく。 

 

（４）関係機関連携 

   スクラム会議   240 回／年 実施予定 

  概ね４ケ月から６ケ月に１回程度でスクラム会議を実施している。スクラム会議では現在の状況提供だけにとど

まるのではなく課題を共有できるようにしていく。また、中学校への移行の利用児も増えてきているため、中学校

の状況についてもスタッフが知り保護者や利用児に伝えることができるようにしていく。 

   

 



３．相談支援センター さくら 

（１）営業日・時間および定員 

 

 営業日 営業時間 

①特定相談支援事業 月～土曜日 ９：００～１７：００ 

②障害児相談支援事業 月～土曜日 ９：００～１７：００ 

※上記以外の時間については、携帯電話で対応する。 

（２）各事業目標 

 ①特定相談支援事業 

  契約目標人数 ：  ３人（継続も含む） 

  幼児期から関わっていた児童が、成人期に入り継続して支援を希望するケースが出てきている。幼児期からの

情報を適切に引き継いだり、継続して支援ができるように関わったりしていくことができるように体制を整えていく。

また成人期支援の情報についても十分に収集し適切に利用者に情報提供できるようにする。 

 

 ②障害児相談支援事業 

契約目標人数 ： １８５人（継続も含む） 

  地域により療育につながるケースの差が大きくみられている。今後も保健師や園、学校等と情報を共有しなが

ら療育や福祉サービスが必要なケースについては適切に情報提供できるように心がけていく。また、計画利用

人数が多くなっていることから相談に対応できるスタッフを育成しより丁寧な相談支援ができるよう体制を整えて

いく。 

 

（３）スタッフ研修 

  月１回（第２週） 

  モニタリング、更新の状況について確認する。 

  対応困難なケースについて、関係機関との連携、支援方法について確認する。 

 

（４）関係機関連携 

   スクラム会議  590 回／年 実施予定 

  スクラム会議を実施することにより、必要な関係機関が集まることができるように調整していく。調整もれのない

ように注意する。また、移行期は保護者の不安が高くなることが多いため、丁寧に相談にあたり、不安が軽減で

きるようにする。 

  事業所や園、学校に積極的に訪問し日常の様子についても共有できるようにしていく。 

  

 

 

 

 

 



４．そらのいろ そらのいろ・くるーる 

（１）営業日・時間および定員 

 

 営業日 営業時間 定員 

そらのいろ 月～土曜日 ７：３０～１８：３０ １５名程度 

そらのいろ・くるーる 月～土曜日 ７：３０～１８：３０ １５名程度 

 

（２）各事業目標 

 ①放課後利用 

 保護者が安心して就労を継続できるよう、放課後の利用児への関わりを行っていく。 

また、放課後の過ごし方として、個々に体調や情緒面などを確認しながら余暇の提供をおこなっていく。 

 

 ②土曜日、長期休暇等利用 

余暇の充実をはかる。個々にあった余暇活動を提供していく。活動内容を充実させるため事前に準備を行い、

雨天など急な事由にも対応できるようにしておく。そらのいろを利用して楽しかった、また利用したいと思える様な

活動の提供をしていく。 

 

 ③送迎利用 

安全面に十分配慮し、その上で、個々にあった支援を用いて送迎を行っていく。 

くるーる、みずたまと連携し、手立てや支援方法を検討していく。送迎時間については、保護者からの予約を

確実にいただき漏れのないように対応していく。 

 

（３）スタッフ研修 

  月に１回は、スタッフ全員で支援の状況、利用者の状況を確認していく。比較的経験の浅いスタッフが多いため

情報共有を確実にすることで適切な支援につながるようにする。また、法人全体の研修や利用児がいない時間

にくるーるの療育の様子を見せてもらうことにより個別対応の方法について学んでいく。 

 

（４）関係機関連携 

   スクラム会議には、そらのいろのみ利用の場合にしか参加できていない。くるーるやみずたまと並行利用して

いる場合も可能な限り参加し情報を共有していく。また、やむを得ず参加できない場合はスクラム会議で出た課

題を確認することで、そらのいろで提供できる支援について検討していく。 

   

 

 

 

 

 

 



５．レイユール（たかはし発達障害者支援センター・相談支援センター さくら） 

（１）営業日・時間 

 営業日 営業時間 

レイユール 月～金曜日 ９：００～１７：００ 

 

（２）各支援目標 

 ①保育・教育 

  幼児期のみではなく、中学校、高校からの相談が増えてきている。不登校や虐待のケースもみられているため、

関係機関と情報を共有し子どもの安全を第一に支援の方向性について確認していく。 

  園や学校を定期的に巡回することにより支援者側からも相談できやすい体制を整えていく。 

 

 ②就労 

  福祉的就労、一般就労ともにニーズは増えてきている。就労については市内にとどまらずさまざまな機関から情

報を収集しよりご本人にあった就労先の情報提供ができるように支援していく。計画相談や就労・生活支援セン

ターへつながった後にも情報を確認していくようにし切れ目のない支援となるようにする。 

 

 ④生活支援 

  精神障害の方の相談が多くみられている。日常生活において金銭管理、情緒不安など頻回に連絡が来ること

が多い。ご本人の気持ちを十分に傾聴していくことで精神的に落ち着くことができるように支援していく。支援方

向性については相談センター内のスタッフ（他事業所）とも連携を図っていく。 

 

（３）スタッフ研修 

  外部の研修に積極的に参加していき、知識、支援技術を高めることができるようにする。 

  研修の内容についてはスタッフ間で共有していく。 

 

（４）関係機関連携 

   スクラム会議    回／年 実施予定 

   他事業同様スクラム会議を開催できるようにする。幼児期から療育を利用し、療育終了後も会議のみ継続し

てほしいというニーズも出ている。どの年齢であっても関係者が集まり支援の方向を検討できるように高梁市と

しての体制を整えていくことができるようにする。 

 

  今後、高梁市として地域生活支援センターⅠ型の設立を予定している。Color としてどのような役割をとっていく

ことができるか検討する。 

   

 

 

  

 



６．まーぶる 

（１）営業日・時間および定員 

 

 営業日 営業時間 定員 

まーぶる 月～土曜日 ７：３０～１８：３０ ８名程度 

 

（２）各事業目標 

 ①放課後利用 

  小学校を終え疲れて事業所へ来ることが想定されるため、家庭に変わり安心して過ごせる場所となるように配

慮していく。放課後に疲れすぎ帰宅後の生活リズムが崩れることのないように活動内容についても考慮していく。 

 

 ②土曜日、長期休暇等利用 

  保護者の就労のため、利用希望の方は毎日の利用になることが想定される。そのため、活動内容を充実し楽し

く毎日過ごすことができるように設定する。宿題についても取り組む時間を設定するなど計画的に取り組み家庭

の負担が軽減されるように配慮していく。 

 

 ③送迎利用 

  希望に応じ市内小学校への迎えを実施する。事業所が小学校内ではないことを考慮しより利用しやすくなるよ

うに努める。 

 

（３）スタッフ研修 

  法人内の研修に参加するとともに外部での放課後児童クラブに関する研修にも参加していく。現在法人内で学

童支援員の資格のある者が１名であることから、複数名取得できるようにしていく。 

  

 

（４）関係機関連携 

   今年度より事業開始となるため、他の放課後児童クラブの様子を見学に行くなどしよりよいサービスの提供が

できるようにしていく。また、児童が所属する小学校とも情報共有していき学校内での様子を確認していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．その他 法人事業 

（１）各事業目標 

①スタンプラリー  

 利用目標人数 ７０人 

 （内容） 地域商店や公共機関等の協力を得て、高梁市内でスタンプラリーを実施。 

      スタンプラリーコースに高梁市内の避難場所を加え、避難場所の確認を行う。また、地域の人たちと関 

わることで、障害理解を深める機会とする。 

②夏祭り 

 利用目標人数 ２００人 

 （内容） 高梁市地域提案型助成金事業対象 

年配の方の理解へつなげるよう、老人クラブ等の協力を得てイベントを開催予定。障害理解以前に法人 

活動を理解する機会をつくり、療育利用への抵抗感を軽減できるようにしていく。また、復興支援活動の 

一環として、鳥取の災害支援活動チームが協力予定。 

③Winter Festival 

 利用目標人数 ２００人 

 （内容） 高梁市地域提案型助成金事業対象 

年配の方の理解へつなげるよう、老人クラブ等の協力を得てイベントを開催予定。障害理解以前に法人 

活動を理解する機会をつくり、療育利用への抵抗感を軽減できるようにしていく。 

④一時預かり事業 いろいろ 

 利用目標人数（延べ） ８０人 

 （内容） 災害後より開始し、障害有無に関係なく、スポットで利用できる保育施設として今年度より高梁市の補

助金事業となった。現段階で、療育利用の兄弟児が登録・利用している。 

高梁市の広報誌、ＨＰのリニューアル、ＳＮＳ等を利用し、積極的に広報活動を実施する。 

現在、保育士と児童指導員それぞれ１名で対応しているが、児童指導員スタッフには保育補助員の 

研修や社内の虐待研修等へも参加してもらう。引き続き、職員の募集を行う。 

⑤スタッフ研修（内部） 

・自閉症研修（重松先生） 概ね隔月で実施 

・運動支援研修（木本先生） 

・専門職者研修（仮） 保健士、心理師、保育士等の立場から自閉症支援の話をしていただく 

・保護者研修 保護者の体験談や支援者へ求めること等をお話頂く 

⑥外部研修・講習会 

相談支援・児発管研修 

 

（２）その他 

  自発的活動支援事業 

  親の会支援（ぶどうの会） 

  ペアレントトレーニングおよびステップアップ講座 

  高梁市自立支援協議会（児童部会、就労部会） 


