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児童発達支援
児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問

営業日　　月曜日～土曜日
営業時間　9：00～15：30
利用定員　20名

営業日　　土曜日
営業時間　9：00～15：30
利用定員　8名

営業日　　月曜日～土曜日
営業時間　8：30～17：30

営業日　　月曜日～土曜日
営業時間　8：30～17：30

営業日　月曜日～土曜日
営業時間
13：00～19：00（月～金）
9:30～17：00（土）
利用定員　10名

営業日　月曜日～土曜日
営業時間
13：00～19：00（月～金）
9:30～17：00（土）
利用定員　10名

営業日　月曜日～土曜日
営業時間　8：00～18：00

契約者数　94名
・１歳～年長児までの幼児
を受け入れ、３クラスで療
育を実施した。個々の成長
に合わせて、必要に応じて
クラス間の移行を行い、よ
り適切な小集団で療育が
受けられるように調整し
た。また、年長児６名は就
学に向けて、年度途中に
他事業所（みずたま】に移
行している。
・行事では、今年度は遠足
やハロウィンの企画で徒歩
で公園や地域に出かけて
いる他、７月には木下大
サーカスに貸し切りバスで
行って来ている。くるーるで
の日頃の療育での支援を
活かして、経験の幅を広げ
ることができた。
・歩行等に課題のある利用
児に対しては、リハビリで
の取り組みを参考にして、
体を使った取り組みを行っ
てきた。

契約者数　9名

・今年度から、くるーるの児
童発達支援を利用してきた
１年生を対象に、土曜日の
わかばのクラスで放課後
等ディサービス事業を開始
している。初めての学校生
活で困っていることの把握
や、それに対する取り組
み、小学校で必要な学校
の荷物の準備等につい
て、個々に応じた支援計画
を立てて取り組んだ。
・４月は９名の利用でス
タートしているが、その内5
名は学校生活を落ち着い
て過ごすことができるよう
になった事で、年度末まで
に療育の利用を終了し、１
名は転居によって終了して
いる。

契約者数　57名

・昨年度、他事業所に移行
して行った保育所等訪問
支援を、今年度はくるーる
で引き継いで行った。ま
た、新規利用児について
も、随時、必要に応じて訪
問支援を行ってきた。
・園行事、学校行事に課題
がある利用児については、
練習段階から訪問支援を
行い、児童発達支援とも連
携して個別に予告や手立
てを講ずることで、効果的
な支援を行うことができた。
また、園、校での日常の様
子を確認することで、集団
の中で課題となるところが
明確になり、先生と相談し
ながら直接支援を実施す
ると共に、児童発達支援の
取り組みにも活かすことが
できた。

実施なし 契約者数　7名

10月から受け入れを行って
いる。
移行直後にスクラム会議を
実施したことで、関係機関
と就学に向けて課題の整
理を行うことができた。
個々に合わせた目標を設
定しサービスの提供を行う
ことができた。また、エリア
変更を行い学校（教室）を
イメージしての場面設定が
行いやすくなった。結果、
移行時に学校に対してイ
メージがもちにくい利用児
が大半であったが、徐々に
学校へのイメージがもち、
自立して出来ることが増え
ている。

契約者数74名

スクラム会議で課題を整理
し、事業所の役割を明確に
確認できる機会が多く、家
庭、学校生活の中で活かし
ていける部分を具体的に
目標として設定することが
できた。生活に関係する部
分が目標となっていること
で、利用児も取り組みの目
的を掴みやすくなり、一緒
に対応方法検討していくこ
とにもつながった。また、段
階に分けて目標設定を行う
ことで、1つの目標を達成し
て次の段階へとつなげてい
けるケースが多かった。

契約人数　：　35　　　名

支援計画作成時に目標、
達成までのアプローチを明
確に立てるように心がけ
た。目標が明確になること
で、訪問先のっ支援者とも
目標を共有して、具体的な
支援を行うことができた。ま
た、療育での取り組みと関
連した目標設定を行うよう
にしており、訪問時に利用
児と直接話をすることが難
しい場合等には療育内で
必ず振り返りを行うように
心がけた。学校、学童での
様子を訪問スタッフも見て
いることで、利用児とも状
況を細かく振り返ることが
でき、学校等で出来る対応
策についても一緒に考える
ことができた。

・事業所の移行に際して、
保護者への説明が不十分
であったため、混乱を来た
した。保護者に分かりやす
く丁寧に説明をすると共
に、他事業所との連絡調
整を密に行っていく必要が
ある。
・利用開始時には必ず保
護者ニーズを確認し、その
後もスクラム会議でその都
度、ニーズの把握に努め
た。他市からの利用児につ
いても、相談機関と連携
し、保護者、関係機関と情
報の共有を行った。
・アレルギー調査を行い、
給食に反映している。

・就学という大きな環境の
変化に対して、学校生活の
様子や家庭での様子を療
育利用時に確認し、個々
の状況やニーズの把握に
努めた。
・祖父母の送迎が多い家
庭では必要に応じて両親
に電話で様子の確認をし
ているが、家庭での手順書
等の活用について細目に
把握することができず、効
果的な支援ができにくく課
題が残った。
・３名については保護者と
の相談の上、回数を月に１
回～２回程度に減らして、
引き続きくるーるで放課後
等ディサービスの利用をす
ることになっている。

・保護者のニーズに応じて
訪問支援を実施した。要望
が挙がって来ない保護者
には、訪問支援の趣旨や
児童発達支援との連携に
ついても説明を行い、園の
様子を確認しながら、訪問
支援の打診を行った。訪問
支援実施後は、紙面の報
告書と合わせて、直接報告
を行うことで、訪問時の様
子や支援内容について、
丁寧に伝え、共通理解を
深めることができた。
・年度末にかけては、新年
度に就園する利用児の保
護者に対して、訪問支援に
ついて説明を行い、入園式
の下見を含めて支援の計
画を立てる事で、保護者の
不安を軽減することができ
た。

実施なし 移行の際に保護者への契
約説明が不十分になってし
まうことで不信感を与えて
しまうことがあった。同法人
内移行時にも保護者への
連絡、確認を丁寧に実施し
ていく。
利用前後共に園送迎を希
望する利用児が多かった
為、少なくとも月1回は保護
者に来所していただき療育
説明を行った。保護者と直
接話をする機会を設けるこ
とができたことで、就学に
向けての課題、利用児の
学校への捉えなどを保護
者と確認しでき、家でも統
一した内容を取り組んでも
らうことができた。

家庭での取り組みを目標
に設定している利用児が
多く、事業所では利用児と
スタッフで家庭で活用でき
るルールや約束等の確認
を行い、保護者とも支援方
法を一緒に検討しながら、
取り組みを行ってもらうこと
ができた。
保護者対応の時間につい
ては、長時間待たせてしま
うことがあり、保護者からも
苦情として挙がっている。
一人ずつの対応の時間の
検討を行うとともに、相談
のある保護者へは別に相
談の機会を設けるなどの
対応を今後は検討していく
必要がある。

定期的に各学校へ訪問を
行っていため、要望が挙
がっていなかった利用児に
ついてもスタッフの方から
必要に応じて学校等での
様子を保護者へ伝えてい
る。保護者からも訪問して
支援を行って欲しい部分に
ついて具体的に挙がるよう
にり、その結果、訪問して
スタッフが出来る支援内容
についても保護者へ事前
に具体的に伝えることがで
きるようになった。

・法人全体で行われた自閉
症研修とスタッフ研修で、
基本的な特性や学習スタ
イルの理解を深めてきた。
・定形発達の幼児期の育
ちや運動発達についての
研修では、幼児期の保育
教育のねらいや、体幹を鍛
えたり、感覚統合を促した
りする取り組みについての
理解を深めた。
・毎日クラス毎で振り返り
の会議を持ち、当日の療
育内容と次回に向けての
検討を行い、視点を共有し
て、支援計画に基づいた療
育ができるようにした。

・児童発達支援と同様に、
自閉症研修、スタッフ研修
で特性、学習スタイルの理
解を深めてきた。
・放課後等デイサービスの
見学、研修については、日
程調整に至らず、実施でき
なかった。

・幼児期の成長発達につい
ての研修では、園の保育
教育のねらいや取り組み
について、理解を深めるこ
とができ、園の先生との連
携の上で参考になってい
る。
・経験の浅いスタッフに対し
ては、必ず管理者、児発管
又は経験のあるスタッフと
複数で訪問支援を行い、
直接支援の仕方や、先生
への説明や相談、園との
連携について伝えてきてい
る。

実施なし 就学前の利用児への支援
を経験しているスタッフが
多いことで、日々の引き継
ぎの際に、就学に向けて必
要な支援、目標に向けての
具体的な支援方法につい
てスタッフ間で話合うことが
でき、個々に合わせた支援
につなげることができた。

法人内研修の内容を基に
支援計画作成を行うこと
で、スタッフ一人ずつからも
意見が挙がるようになっ
た。
サービス提供時は利用人
数が多く、現場でのスタッフ
同士の指導を行っていくこ
とが難しい状況であった。
しかし、日々の引き継ぎや
支援計画作成時に先輩ス
タッフから新人スタッフへア
ドバイス等を行っていくこと
ができた。

初回利用児については管
理者が訪問に同行し、訪
問先の先生と目標の確認
を行うようにしている。
まだ、経験の浅いスタッフ
だけでは訪問先での支援
方法等の検討は難しい状
況であるため、複数のス
タッフで訪問したり、訪問後
に提案した支援方法の目
的等について振り返りをし
たりしている。

・スクラム会議で他機関と
情報を共有し、相互に利用
児に対する理解を深め、課
題の整理を行った。
・松山通園センター利用児
については、リハビリの様
子を見学し、療育で出来る
ことについてアドバイスを
頂き、日々の具体的な取り
組みの参考にした。

・スクラム会議で、学校で
の様子を確認し、保護者、
学校、療育で情報を共有
することができ、個々の課
題とニーズを支援計画に
反映させることができた。

・スクラム会議で園や学
校、保護者と訪問支援の
必要性を共通理解すること
ができた。
・訪問支援を重ねる中で、
訪問支援の必要性につい
ての園側の理解が深まり、
継続した訪問支援を望ま
れる声が挙がってきてい
る。また、園の教室内での
パーテーションによる構造
化についてアドバイスを求
められるなど、連携した取
り組みができてきている。

実施なし スクラム会議で、就学に向
けて利用児の得意な所と
苦手な所、今後課題となっ
てくる部分の情報の共有を
行った。その中で、苦手な
ことに対して学校で対応で
きる方法を確認し、児童発
達支援事業で利用児に対
応方法を伝えたり、設定し
た場面での取り組みに繋
げることができた。

スクラム会議で、保護者や
学校のニーズを確認し、1
年間を通しての目標設定
の整理を行ない、放課後
等デイサービスで目標達
成に向けて課題を段階的
に設定して取り組んでき
た。また、定期的にスクラ
ム会議を設定して、モニタ
リングを行ったことで、関係
機関間で目標の評価、今
後の課題の整理も行うこと
ができた。

スクラム会議で、家庭や学
校での様子を確認した上
で、年度初めの初回訪問
において、訪問先の先生と
相談しながら課題や今後
の目標整理を行なった。学
校側から訪問支援を通して
対応方法を検討して欲しい
という要望もあり、昨年度
に比較して保育所等訪問
支援のサービスについて
理解を得られている場面
が増えてきている。

・多様なニーズを持つ利用
児について、他機関と連携
し、また、必要な研修を実
施する事で、ニーズに応じ
た療育を行うことができ
た。
・他事業所を含めたオープ
ン研修の実施や、自閉症
啓発活動の取り組みなど
を通して、センター的機能
を担うことができた。
・保護者への丁寧な聴き取
りと説明を行うことは今後
の課題である。

・利用児、保護者共に、就
学という大きな環境の変化
であったが、保護者、関係
機関との連携により、個々
の状況やニーズを把握し
て、支援計画を立てること
ができた。
・年間を通しての１年生の
成長発達の理解や、年間
行事の把握については不
十分さがあり、来年度に向
けての課題となっている。

・園で、直接先生と相談し
たり、支援方法を伝えたり
する中で、集団の中での課
題に、児童発達支援と連
携して取り組む事ができ
た。
・契約者数が多く、在園、
校も多かったため、定期的
な充分な訪問支援ができ
ないケースもあった。来年
度は小学校への訪問支援
も充実させる必要がある。

今後ニーズを確認し、必要
に応じ事業の実施ができる
ように取り組んでいく。

個々に応じた目標の設定、
取り組みにより就学に向け
ての利用児、保護者の負
担の軽減を図ることができ
た。
移行の際は事前にスクラ
ム会議に参加させてもら
い、利用児の様子、保護者
のニーズを事前に把握して
いくことができるようにして
いく。

日常生活に関する目標を
設定し、取り組んだことで、
日々の生活の中でも利用
児が自分で出来ることが増
え、保護者にも日々の中で
成長を感じてもらうことがで
きた。
来年度は利用人数が増え
るため、保護者対応の時
間については検討していく
必要がある。

学校等の支援者と直接支
援方法をその場で検討して
いくことができたことで、関
係機関で統一した支援を
行うことができた、安定して
学校生活を送れる利用児
が増えている。
訪問できるスタッフが特定
されている状況であるた
め、スタッフの育成を図り、
より多くのニーズに対応す
ることができるようにしてい
く。

成果・課題
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たかはし障害者総合相談センター

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（基本）

営業日月曜日～土曜日
（祝日）
営業時間　7:30～18:30
定員　15人程度

営業日月曜日～土曜日
（祝日）
営業時間　7:30～18:30
定員　15人程度

営業日　月曜日～金曜日
営業時間9：00～17：00

営業日　月曜日～金曜日
営業時間9：00～17：00

（法人イベント）
・6/2　親子ふれあい遊び
・11/10　復興祭
・1/12　ｳｨﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（一時預かり　いろいろ）
8月～開始、　月～土　9時
〜16時

契約人数　：　98　　名
平日、休日問わず利用児
が20人（送迎のみ、他事業
併用を含め）を超える利用
状況であった。また、営業
時間いっぱいまでの利用
児も保護者の仕事の関係
もあり増加している。その
中、放課後の活動の設定
がなかなか確立したものが
できておらず、子供たちの
‘何かして遊びたい、体を
動かして発散したい’という
気持ちになかなか対応して
いくことが難しかった。ま
た、休日の営業時には、活
動の設定をして利用児へ
活動の提供をするも興味
関心が続く時間がとても短
く、すぐに飽きてしまう状況
であった。活動内容の検討
が必要であると感じた。
放課後、休日の利用状況
とは違い、午前中の利用
のニーズは少ない状況で
あった。

契約人数　：　77名
くるーる利用前後の利用希
望がほぼである。療育の
利用とは別の部屋ですご
すことで、活動の違いを子
どもたちも理解できてい
る。スケジュールの提示が
できていなかったが個別に
あわせて提示することで落
ち着いて活動したり、切り
替えができるようになって
きている。
保護者と離れにく子どもも
あるため、楽しめる活動を
提供できるように工夫して
いる。

契約人数
特定：3名
　　（内1名　就労アセスメン
ト）
児童：176名

年々計画相談利用の人数
は増えていっており、相談
員1人あたりが抱える件数
が増えている。現在の状況
では適切に相談やモニタリ
ングを実施していくことが
困難である。
相談の内容も幼児期が中
心ではあるが、中学生、成
人期と幅も広がっている。
今後様々な相談に対応で
きるように体制を整えてい
く必要がある。

（相談）
相談センターの相談員と連
携し、相談者の相談に対
応した。また、相談の内容
によっては、就業・生活支
援センターや他機関と連携
し対応した。
（訪問）
宇治高等学校へ定期的に
訪問を通し、先生からの支
援についての相談や進路
についての相談、情報の
提供、関係機関への繋ぎ
をおこなった。
個別ケースを通して、中学
校への訪問もおこなった。
（個別ケース）
発達障害者支援センター
が対応していたケースは、
他機関へ繋ぐことができた
ため、今年度は家族に対し
ての支援がメインとなった。
（ペアレントメンター事業）
メンター活動としては、他
市への派遣１件（茶話会）、
市内での派遣３件（ペアレ
ントトレーニング）での活動
となった。

（定例イベント）
毎年恒例の三大イベントのう
ち夏祭りは豪雨災害のた
め、復興祭の名目で11月に
開催となった。復興祭・冬
フェスはももたろう基金の助
成を受けて開催。160～190
名の参加があり、売り上げを
高梁市へ寄付することがで
きた（約14万円）。また今年
度法人の活動テーマであっ
た『地域連携』はこれまで関
わりの少なかった地域の方
にイベント協力をお願いする
ことで、私たちの活動を知っ
て頂く良い機会を得ることが
できた。
（一時預かり事業）
災害後、当初の予定を前倒
し、８月より一時預かりを開
始。被災家庭は年度内無償
で預かりを実施。広報が積
極的ではなかったことが影
響し、利用者は少なかった
が、来年度、高梁市の補助
金を受けて運営ができること
となった。

受け入れ時や迎えの時に
保護者と話をする時間を設
けていた。その中で、日々
の子供たちの様子を聞くこ
とができた。また、日中一
時のサービスのみ利用の
保護者からもスクラム会議
の依頼や預かりや送迎の
相談等やそらのいろとの取
り組み等を一緒に考えさせ
てもらえるような関係性も
築きつつあると感じてい
る。その中で、保護者の役
割とそらのいろの役割がき
ちんと整理できていないこ
ともあり、再度、整理し直す
必要があると感じている。

保護者の就労ニーズに合
わせての利用が多くみられ
る。また、送迎の利用希望
もあるため利用の確認ミス
がないように心がけてい
る。
療育終了後の利用の場合
療育の様子を聞くことがで
きない保護者もいるため、
特記がある場合は療育ス
タッフが送迎時の対応がで
きるように配慮している。

低年齢で利用する児童の
保護者については、利用
の必要性について疑問を
感じている方も多くみられ
る。そのため保護者の気持
ちを十分にきき子どもの様
子について一緒に確認をし
ながら利用の目的を共有
できるようにしている。不安
の強い保護者については
ニタリング時以外も相談に
乗ることができるように調
整している。
虐待を疑われるケースに
ついて、保護者負担が大き
くならないようまた虐待が
継続されないよう注意を
払った。

定期的に家庭へ訪問を
行ったり、連絡をし本人の
様子や家族の様子を確認
していった。定期的に行っ
ていることで、家族からの
相談は少ないが、何か困っ
たことがあった時に家族の
方から連絡があり、相談で
きるような関係づくりを行う
ことができた。

法人内の研修を通して障
害特性や支援方法などを
学ぶことはできているが、
それを現場にどのように活
かせていけば良いのかが
むずかしく、実行することが
できていない状況であっ
た。

15時半以降の利用につて
は、支援スタッフと補助ス
タッフで支援を行っている。
さまざまな年齢、特性の子
どもが利用するため療育
中の子どもの様子や好き
な遊びを共有できるように
している。
法人のスタッフ研修には可
能な限り補助スタッフも参
加してもらうようにしてい
る。

事業所内では相談員が少
なく新しい情報が入りにく
いため、外部の研修には
積極的に参加するようにし
ている。また他の事業所の
相談員に利用計画を見せ
てもらうなどしながらより質
の高い計画を作成できるよ
うに心がけた。

発達障害者支援連絡会議
等への出席や外部研修に
参加することで他市町村の
取り組みや現状などを学
ぶことができた。また、高
梁市自立支援協議会（児
童部会・就労部会）での取
り組みを一会員となり、他
の会員とともに高梁市での
取り組み通し学ぶことがで
きた。

（法人イベント）
これまでイベント準備では担
当スタッフだけでは負担が大
きく、準備や打ち合わせがう
まく進まないこともあったが、
各自積極的に打ち合わせ時
間を工夫し、少しずつ担当ス
タッフが意見を出し合い、主
体的に進めることができるよ
うになってきた。
（一時預かり）
計画的な運営ができない状
況もあり、職員配置もイレ
ギュラーではあるが、専属で
１名配属できている（保育補
助員）。来年度からは研修等
も入れる予定。

スクラム会議への参加を通
して他機関との連携を図る
ようにしている。みずたまと
並行利用している利用者
のスクラム会議については
参加できていないことが多
く、今後可能な限り参加し
課題や成長を共有できるよ
うにしていきたい。

そらのいろ・くるーるのス
タッフが会議等に参加する
ことはないが、療育前後の
様子はくるーるのスタッフと
共有し、会議を通じて保護
者や関係者へ伝えるように
している。

今年度もスクラム会議を中
心に関係機関と連携を
図っている。関係者と直接
顔を合わせて情報を共有
できることでより関係を密
にとることができ約なって
いる。また事業所や学校等
を訪問することにより家庭
以外の場面の子どもの姿
を確認できるように心がけ
た。

たかはし障害者総合相談
センターの他事業所の方
や他市町村のコーディネー
ター等の関係機関との連
携し、ケースの対応や情報
の共有を行うことができ
た。

（法人イベント）
イベントを通じて、地域商店
や消防署、社会福祉士会、
老人クラブなど、これまで直
接的な関係の少なかった地
域組織の協力を得ることが
できた。
（一時預かり）
積極的な広報を控えたた
め、実施状況を利用者だけ
でなく、関係機関にも情報提
供が薄かった。来年度より、
高梁市の広報にも協力をも
らい、必要な機関へ情報提
供していく。

活動の数を利用時間、利
用者に合わせて提供をし、
子供たちとの関わりに取り
組んでいきたい。また、利
用者個々の特性に合わせ
た支援が不順分な面もあ
るため今後支援方法につ
いて療育機関と共有してい
く。子どもたちから「今日楽
しかった」と言ってもらえる
ような活動を考えていきた
い。

報酬単価が下がったため
売り上げは減少している
が、利用人数については
一定のニーズのもと保たれ
ている。今後も保護者の
ニーズに合わせてサービ
スを提供できるように継続
していく。また、療育前後と
子どもたちが比較的崩れ
やすい時間帯であることか
ら楽しめる活動を提供でき
るよう工夫していく。

ケース数がおおく丁寧な相
談支援が十分にできたと
は言えなかった。相談員の
数を増やし、より個別に合
わせた相談を提供できるよ
うに体制を整えていきた
い。
今後成人期のケースも増
えていくと予測されるため
他機関から情報を収集し
具体的な情報提供をして
いくことができるようにして
いく。

発達障害者支援連絡会議
等や外部研修で学んだこと
や情報を高梁市の取り組
みに活かすことができな
かった。他市町村の取り組
みの中からどの様に高梁
市の社会資源を活用して
活かすことができるのだろ
うか等を検討することもで
きなかったため、次年度
は、まずは、自立支援協議
会の中で情報を落としてい
けるように取り組んでいき
たい。

（法人イベント）
・職員が積極的に進行してく
れるようになったおかげで、
趣向が変化し新しい理解者・
協力者を得ることができるよ
うになった。
・災害もあり、助成金を多く
獲得したが、助成金事業に
追われる時期もあり、見切り
発車の事業もあったと感じ
る。
（一時預かり）
・広報を控え過ぎた。利用登
録は今年度2名。1名は療育
利用の兄弟児。市役所の協
力も得て来年度は積極的に
利用を促していく。

法人事業
相談支援センター

さくら
そらのいろ

そらのいろ
・くるーる


