
令和２年度（２０２０年度）

社会福祉法人 いなほ福祉会

児童発達支援センター 通園くじら 事業報告書

１．事業所所在地

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦３４２

電話 ０７３５－２９－７５０２

FAX ０７３５－２９－７５０３

２．事業の目的・方針・・・発達支援・家族支援・地域支援

地域の障害や発達につまずきのある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指

導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行うこと＜

発達支援＞や通所児童の家族に対して障害受容のサポートを行うこと＜家族支援＞を

事業の目的とします。

又身近な地域における通所支援機能として、日々通所してくる児童はもとより、通所児

童以外の地域の障害児やその家族を対象とした支援や保育所をはじめとする障害児を

預かる施設への援助や助言をあわせて行う（保育所等訪問支援事業）など、地域の中核

的療育支援施設としての役割を果たし＜地域支援＞、又児童発達支援センターの必須事

業である、障害児支援利用計画（相談支援）を行い全ての障害児者に必須となる計画相

談作成の事業所として、障害者の計画相談事業と協力共同しながら地域の要望にこたえ

ていきます。

３．利用定員と利用実績（令和３年３月末日）

定員 ２０ 名   利用登録者  ２７名                 

利用月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1 月 2 月 3 月 合計

開所日数 20 18 24 22 18 22 23 23 22 21 20 23 256

延利用人数 371 352 458 433 366 439 485 428 449 426 428 496 5130

１日平均 18.55 19.55 19.08 19.6 20.3 19.9 21.0 17.8 20.4 20.3 21.3 21.6 20.04

４．職員体制

職種 定数 現員

管理者 １名（兼務可） １名

児童発達支援管理責任者

（児童発達支援/保育所等訪問支援） １名 １名

相談支援専門員 １名（兼務可） ４名（兼務）

保育所訪問員 １名（兼務可） １名（兼務）

保育士 ４名 ４名

児童指導員 ２名 ５名

指導員 ２名

看護師（児童指導員） １名

給食調理員 １名 ２名



送迎運転手 ３名

嘱託医 １名 ２名

合  計 １２名 ２６名

５．営業日及び営業時間

① 営業日

月～金曜日（年末年始・夏期休暇・春期休暇を除く）

第１・３土曜日

② 営業時間

月～金曜日    ９：００～１５：００（毎週火曜日の午前中は親子保育）

第１・３土曜日  ９：３０～１１：３０（月２回）

６．今年度の重点方針

＜発達支援＞・・通所児童への支援

発達につまずきのある幼児や障害を持つ児童とその家族に対して、通園の方法をとり、

日常生活における療育の場を提供し、障害の固定化の予防や日常生活における基本的

動作を習得し及び集団生活に適応できるよう、適切な指導や援助を行い豊かな育ちを

保障します。また保護者が見通しを持った子育てが行えるよう具体的な生活の中で子

育て上の困難に対する支援を行います。

＜家族支援＞・・通所児童の家族に対しての支援

親子保育の実施や懇談会、学習会を開催し、同じ悩みを持つ保護者同士のつながりを

つくりながら保護者や家族の障害受容のサポートをしていきます。また適正な就学や

転園について一緒に考え、見学等行いながら、子どもの立場に立った次の進路決定の

サポートをしていきます。

① 質の高い保育の提供と発達支援の充実を目指します

今年度は、新型コロナウイルスの感染が広がり、今まで経験したことのない緊急事

態宣言下での開園時間の短縮や三密を避けるための親子保育、又、遠足、家庭訪問、

保護者会の中止など、様々な場面で判断を行わざるを得なかった年となりました。そ

の中であっても正規・非正規職員問わず全ての職員が、できる限りの感染防止をし、

真摯に保育に向き合いながら、２大行事である運動会や生活発表会を行うことが出

来ました。発達に課題がある子どもたちだからこそ大人との関わりだけではなく、子

ども集団の中で発達を保障する事に力を注ぎました。また、愛情を注ぐ職員の関わり

が、子どもたちの生活の力、コミュニケーションの力、自尊心の向上につながり、改

めて、人との良好な関係が心身の健全な発達に影響をもたらす事を実感しています。

② 職員の専門性の向上に努めます

職員研修として主に発達についての研修を数回行いました。毎日の保育後に主任

とグループリーダーを中心に子どもの状況、想定されること、取り組み等について常

に話し合い、次の日の保育に繋げました。療育のプロとして常に発達段階からの切り

口で子どもの姿を捉えることを意識して取り組んできました。子どもは一人一人違

い、場面も様々である事から、これからも常に学習をすることを心掛けます。



③ 年長児（５歳児）の地域交流をはかります。

新型コロナの影響で、他園との交流は大変難しい年でしたが、転園に迷いがあるご

家庭を対象に、他園での体験入園を計 4回行いました。また、保育園のご提案とご協

力で、あずかり保育として約 2週間保育園に通う取り組みも初めて行っています。よ

り良い進路選択につながる事と、地域の保育園と連携できたことが大きな成果とな

りました。また、「地域の子どもたちに我が子の存在を知ってほしい」「地域の子ども

たちと触れ合わせたい」と強く望まれるご家庭には進路選択の一環として保育所交

流を行いました。通園でつけた力を健常児の中で発揮できる場面があり、良い経験と

することが出来ました。毎年、地域の保育園に通っていた子どもが保育園の中では力

を発揮することが難しく、迷いながらも通園くじらに転園してこられる方がおられ

ますが、今年度は、「通園くじらに転園した友だちに会いたい」と初めて保育園の 5

歳児が交流にお越しくださいました。園庭にてくじらの 4.5 歳児と保育園の 5 歳児

で『だるまさんがころんだ』をして遊び、楽しそうな子ども、恥ずかさや緊張から遠

巻きに見る子どもの姿がみられ、職員も勉強させていただくことができました。

④ 発達相談員の育成に努めます。

子どもの発達課題を科学的に見極めた上で適切な保育実践ができるよう、毎年公

認心理師を招致し、発達検査、発達相談を行ってきました。今年度は、通園で初めて

発達相談員を正規雇用し、園で適切な時期に心理判定を行い、保育士や保護者への助

言を行う状況を整えました。保育現場を知るための研修として、前半に児童分野の全

事業所で保育実践に入り、後半は発達相談員として園の子どものケースを担当しま

した。毎日の子どもの様子を知り、保護者の思いに触れることで、利用者の思いに寄

り添う事のできる発達相談員として機能するよう育成に努めます。

＜地域支援＞・・・地域の子育て環境や支援体制の構築   

⑤ わんぱく教室の充実（月２回の開催）

保健師さんより紹介していただくケースでわんぱくにつながった子どもが増え、

後半は通園くじらの 5歳児も参加し、活気ある教室を開催する事が出来ました。保

健師さんが介入する事で、保護者も教室に通う意義をもち、共に子育てに向き合う

ことが出来ています。わんぱく教室参加家族が、就学先で一緒になることがあり、

子どもも保護者も仲間作りをすることができたり、集団が苦手で自信を持てなかっ

た子どもたちがわんぱく教室の中では生き生きと取り組んで自信を付けている姿が

あったり等、月 2回の開催ではありますが、発達支援、家族支援として意義のある

ものとなってきています。

≪わんぱく教室実績≫

利用月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1 月 2 月 3 月 合計

開所日数 2 2 2 １ 2 2 2 1 2 16

延利用人数 7 5 5 6 11 16 16 8 21 95

⑥ 相談支援専門員の確保

非常勤の相談支援専門員を２名増加し、今年度は、通園くじらを卒園し進学した新

１年生についても相談支援業務を行う事としました。保護者の思いに寄り添い、障害

や福祉に関する幅広い知識も必要なことから、要件を兼ね備えた人材の確保が難しい

状況がある一方、これからも利用者が増え続けることを想定すると、引き続き相談支

援専門員の確保を目指していかなければいなりません。



≪障害児相談支援実績≫

串本町 太地町 那智勝浦町 新宮市 合 計

登録児童数 １０名 ２名 １４名 ７名 ３３名

７．利用者への福祉サービス

（１）日課

(月～金曜日)
9:00    10:00      11:15      12:45    14:00    14:15    15:00

登園   散歩・製作  給食    午睡    起床  おやつ あつまり

  自由遊び 音楽リズム等    着替え            着替え    降園

(第１・第３ 土曜日)

9:30     登園     10:00  あつまり・活動    11:30  降園

（２）保育・療育支援

＜ねらい＞

子どもは、ほぼ毎日、１日６時間程、母親と離れ、保育者による配慮と適切な指

導や援助をうけながら、生活や遊びを通して、生活のリズムや基本的な生活習慣な

どの確立をめざし、乳幼児期の豊かな育ちを保障します。

保護者・家族とともに、行事や学習会を通し、育ち合う保育をめざします。

＜内容＞

①道具を使った遊びや活動や、また毎日の散歩や外遊び、音楽リズム、絵本の読

み聞かせ、手遊びなどを多くとりいれた保育・療育を行いました。

②子ども自身が見通しを持ってわかって楽しめ、生活リズムをつけ、食事・排泄

・睡眠など、基本的な生活習慣を身につける保育・療育を行いました。

③就園や就学について保護者とともに考え、見学や体験入園などの取り組みを行い

ました。

（３）親子保育の実施・懇談会・学習会の開催

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、毎週行っていた親子保育の開催方法をグ

ループ別とし、隔週火曜日の９時から１１時までとして実施しました。家庭訪問は、

前期は電話で行い、後期は面接という形で行っています。３園合同で行っていた学習

会は、園ごとに集まってのオンラインで実施しました。保護者会、座談会は中止とし

てきましたので、学習会後に保護者同士の話し合いの場を設けてきましたが、保護者

からの強い要望で座談会を２回開催しています。保護者主体の座談会は、和気あいあ

いとしゃべることのできるゲームやすべての人と話ができるグループ別懇談など、ア

イデアに富んだ開催となり、保護者同士のつながりの大切さを改めて実感するものと

なりました。

《保護者学習会》

日程 内容 講師

７月１４日 発達の学習会① 社会福祉法人 桃郷 児童発達支援センター つくしんぼ園

発達相談員 山本 翔太先生



７月２８日 保育の意味 社会福祉法人 いなほ福祉会

児童発達支援センター通園くじら 敷地 美圭

８月２５日 先輩のはなし～就学

について～

卒園児保護者

９月１日 発達の学習会② 社会福祉法人 桃郷 児童発達支援センター つくしんぼ園

発達相談員 山本 翔太先生

１０月６日 発達の学習会③ 社会福祉法人 桃郷 児童発達支援センター つくしんぼ園

発達相談員 山本 翔太先生

１１月７日 発達障害について 社会福祉法人 いなほ福祉会

児童発達支援センター 通園めだか 磯﨑 尚子

１２月８日 事業所見学ツアー 社会福祉法人 いなほ福祉会 各事業所担当者

１月１２日 子どものメディア依

存を防ぐ

三重県発達障害支援センターれんげ

堀口 佳子氏

２月２日 幼児期の食について 那智勝浦町管理栄養士 木下 亜紀子氏

３月１６日 福祉制度の話 社会福祉法人 いなほ福祉会

児童発達支援センター通園くじら 田尻 直樹

（４）その他必要な援助

園での発達相談の開催    

市町や保健所による発達相談等への情報提供と同行

個別療育・個別相談・医療機関への同行及び情報提供

（５）健康管理

年２回 嘱託医による健康診断を実施しました。

年 1回 歯科嘱託医による歯科検診を実施しました

年２回 検尿を実施しました

年１回 和歌山県立盲学校の先生による 視力検査を実施しました。

（６）送迎サービス

基本的には保護者の方でお願いしますが、車を運転できない、又遠方で通所が困難な

方でお困りの方には保護者の希望を聞き、送迎利用契約等を締結し、実施しました。

送迎利用実績

利用月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1 月 2 月 3 月 合計

延利用人数 143 170 206 226 219 246 274 246 253 256 269 264 2772

（７）給食サービス

生活の一部として食事習慣を身につけ、楽しく食事が食べられるようにました。偏食

の強い子どもやアレルギーの子どもへの除去食の提供、嚥下困難のある子どもには、

刻み食や、小分けにして少しずつ提供する等、個別に対応しました。一食につきおや

つも含め２００円（低所得者については１００円）徴収しました。

８．諸記録の整備

保育日誌・ケース記録・個別支援計画・健康診断記録・給食日誌・避難訓練記録・

研修記録等、児童発達支援センターとして定められた必要書類の整備を行いました。



９．利用者・家族のプライバシーの確保

人権擁護の立場から個人のプライバシーの保護並びに配慮を徹底しました。

職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密を第三者に漏らし

てはならない。更に職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、

職員との雇用契約に明記するなど必要な措置を講じました。

１０．緊急時の対応

利用児が怪我や発熱、その他緊急事態が生じた時には応急処置を行い、速やかに家族

に連絡するとともに、管理者に報告しました。また、必要な場合には、医療機関への

緊急搬送等の措置を講じました。

・救命救急講習会の実施（年に 1回）

１１．事故発生時の対応

事故が発生した場合は、県、市町村及び家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を

講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録しました。

また、万一の事故に備え、損害保険に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。

１２．非常災害対策（安全管理）

天災及びその他の災害が発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講じます。

また、防火責任者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、職員に周知徹底をはか

るとともに、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の

指揮をとります。又非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を定期的に

行いました。

・避難訓練等の実施（月に１回）

・防犯訓練 の実施（年に１回）

・消防設備等の点検（年に２回）

１３．虐待防止・人権擁護のための措置

利用者の人権擁護・虐待防止等に対応するため、責任者及び推進委員の配置、相談窓

口の設置等虐待防止体制の整備、職員に対する研修その他の必要な措置を講じました。

  虐待防止責任者     保田 央    

  虐待受付担当者    砥嶋 德美   

１４．苦情解決のための措置

利用者家族からの苦情に迅速かつて適切に対応するため、相談窓口の設置その他の必

要な措置を講じました。

  苦情解決責任者      保田 央     

   苦情解決担当者（受付）  砥嶋 德美     

   第 三 者 委 員          那智勝浦町役場 福祉課 福祉厚生係

受付日 申出人 苦情の内容 解決方法

10月 13日 保護者 運動会の際、水分補給

が必要だったにもかか

わらず、我が子だけ水

分を与えてもらえなか

った。また、職員にその

当日の状況と職員の対応について全職員より事

情を徴収するとともに、全職員参加の職員会議と

正規職員の職員会議を数回開催。普段水分補給を

行っている状況の把握をし、この日の対応の反省

を行った。また、職員の応対が、保護者の思いを



旨を伝えたのに、謝罪

をせずに言い訳が返っ

てきた。

理解するよりも自己擁護になってしまう面につ

いて、対人援助業務の学習が必要と判断。学習を

重ねていく旨を保護者に伝達した。

１５．職員（援助者）の援助技術の向上

（１）職員会議の実施（月４回）

（２）研修の実施

   ・研修計画の策定

   ・各種研修会への参加

   ・発達の学習、障害についての理解、就園・就学についての学習等

   ・各々の職員の目標設定並びに人事考課を実施しました

《内部研修》

日 程 主催 研修内容 講 師 参加人数

５月３０日 通園くじら 「保育の意味」 事業所保育士 １３名

６月２４日 通園くじら 救急救命講習 那智勝浦町消防職員 １２名

７月１５日 通園くじら 障害者虐待防止、人権擁護 保田 央 １６名

８月２９日 いなほ福祉会 障害児者福祉の歴史

いなほ福祉会の歴史

細野桂子理事

細野建治理事長

１０名

９月２６日 通園くじら 児童虐待とトラウマについて 志村 浩二先生 ７名

１０月３１日 いなほ福祉会 いなほ福祉会の理念

正規職員の果たすべき役割

細野桂子理事

細野建治理事長

３名

１２月２８日 通園くじら 子どもの成長・発達について 山本 翔太先生 １１名

３月２３日 通園くじら 発達障害について 磯崎 尚子 ２名

《外部研修》

日 程 主催 研修内容 講師等 参加人数

９月 ５日 発達保障学校 「施策について」① 田村 和宏先生 １名

１０月 ３日 発達保障学校 「施策について」② 田村 和宏先生 １名

１０月２０日 新宮保健所 母子保健講演会「ことばの

育みとその支援のために」

福田 尚子先生 １名

１１月 ７日 発達保障学校 「施策について」③ 田村 和宏先生 １名

１２月 ６日 発達保障研究

センター

発達診断セミナー 白石 正久先生

河原 紀子先生

寺川志奈子先生

服部 敬子先生

８名

１月１６日 串本町保健センター 「発達のみちすじと子育て」 山本 翔太先生 １名

１月２４日 発達保障学校 人間発達講座

「自分づくり生きるわた

し」

坂本 彩 先生

副島 賢和先生

川田 学 先生

寺川志奈子先生

奥田 知志先生

２名

２月２０日 人間発達研究所 人間発達講座 集中講義 中村 隆一先生 １名

３月 ７日 人間発達研究所 「夜明け前の子どもたち」

の制作とそのスタッフたち

玉村 公彦先生 １名



≪情報共有・議論の場≫

職員会議               ２５回

ケース会議               随時

グループ会議             ２１回

モニタリング会議            ９回

個別支援会議             １５回

給食会議               １２回

運動会・生活発表会および年間保育総括  ２回

日々の保育の反省 職朝・昼礼      毎日

１６．事務・財務管理

（１）会計処理の適正化を図りました

（２）請求事務の効率化・適正化を図りました

（３）経費の省力化を図りました

１７．その他の業務

（１）和歌山県障害児保育運動連絡会へ結集し、その運動の一翼を担いました

（２）東牟婁圏域自立支援協議会子ども部会への協力を行いました

（３）地域の啓発活動（地域住民の障害への理解の促進）に努めました

（４）地域との協力に努めました

＜資料 年間行事＞

日 程 内 容

４月 ６日（月） 入園式

４月 在園児家庭訪問

５月 新入児家庭訪問

７月３１日（金）

８月 １日（土）

５才児お泊り保育

８月２５日（火） 夏まつり（コロナ対策の為、縮小開催）

８月１２～１５日 夏休み

１０月１３日（火） 運動会

１０月～１１月 個人懇談

１２月２４日（木） クリスマス会

１２月２９日～１月 ２日 冬休み

２月２０日（土） 生活発表会

３月２３日（火） お別れ会遠足

３月２６日（金） 卒園式・転園式

３月３０日～４月 １日 春休み


