
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 通園めだか 事業報告書

１．事業所所在地

   三重県南牟婁郡紀宝町鮒田１０５２－１

    電話 ０７３５－２８－００２０

    FAX ０７３５－２８－００２１

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＞を事業の目的とする。

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

果たす＜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く。

３、利用定員と利用実績（令和３年３月末日）

利用定員 ２４名   利用登録者 ２３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 23 18 23 23 18 20 23 19 20 18 19 21 245日
延利用人数 353 362 449 419 364 417 473 380 411 370 411 444 4,853人
１日平均 15.3 20.1 19.5 18.2 20.2 20.8 20.5 20 20.5 20.5 21.6 21.1 19.8人

送迎利用実績（行き１４人・帰り１４人利用）

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 207 162 401 413 358 418 473 412 414 396 420 417 4,491人

４、職員体制

職 種 定数 現員

管理者 １名 １名（兼務）

児童発達支援管理責任者 １名 １名

相談支援専門員 １名 ２名（兼務）

訪問支援員 １名 １名（兼務）

保育士または

児童指導員

６名 ５名(１名兼務)
４名(１名兼務)

補助職員 1名
公認心理師 ２名

相談員 1名
給食調理員 １名 2名



送迎運転手 ２名

送迎添乗員 １名

嘱託医（嘱託職員） １名 ２名

管理栄養士（契約職員） １名

合 計 １２名 ２３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・第３土曜日 ９：３０～１１：３０

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新たな職員集団で、保育の向上に努めます

  めだかで３年以上働いた職員が２名異動した中で、グループリーダーを中心に保育集団を構築

しました。１年間グループの職員を概ね固定して保育を行ったことで、職員同士の信頼関係が構

築され、経験年数の長い職員が保育の大切なところを伝え保育技術を向上することにつなげられ

たことは成果であったと思います。しかし、固定することで他のグループの子どもへの対応の仕

方がわからず、めだか全体で保育について議論できる場が持ちにくかった弊害もありました。年

度後半には保護者から子どもへの対応の仕方についてご意見をいただくこともあり、今後はめだ

か全体で保育について議論できる体制の構築が課題となります。

②公認心理師が常駐することで、科学的に子どもの発達を捉えた療育・保育を行います

  公認心理師が週３日程度常駐することになり、園での発達相談が必要な時にいつでも実施でき

る体制になりましたが、年度途中に２名とも産休・育休に入ったこともあり、当初考えていたケ

ース検討が予定通りは実施できませんでした。しかし、子どもの支援の仕方で困ったことがあれ

ばいつでも相談できるという体制ができたことは、感覚で保育・療育を行うのではなく、科学的

に子どもの発達を捉えた実践を行うということに繋がりました。

  またその都度職員の課題に合わせた職員研修を計画し実行できたことは、とても大きな成果で

した。保護者対応の仕方、ストレスとどう向き合うか等、今までできなかった内容の研修も実施

でき、福祉職員としての専門性の向上に繋がりました。

③職員の専門性の向上に努めます

  法人の正規職員を対象とした法人正規職員研修を計画・実施することができました。まずは基



本的な福祉の歴史やいなほ福祉会の歴史と理念、正規職員の果たすべき役割とは何かについて意

思統一を図ることができました。継続した取り組みの中で、いなほ福祉会の職員としての専門性

の向上に繋げていく上で、大事な一歩を踏み出せた一年でした。

④並行通園を見直します

地域の保育所や幼稚園に通っている集団になじみにくい子どもなどを対象に、平日・週１回（月

曜日開催）の並行通園を実施しました。今年度は１名の利用がありました。２年間の実践の中で、

月１回の親子保育は定着でき、主たる活動の場所を持ちながら、週１回ありのままの姿でめだか

の保育・療育を受けるスタンスが定着きてきたと考えています。地域の保育所・幼稚園との連携

という点では、新型コロナウィルスの関係もあり進められませんでしたが、並行通園のスタイル

は通園めだかの中で定着することができた１年でした。

⑤居宅型児童発達支援事業の開所にむけて模索します

年度当初は、居宅型児童発達支援事業開所にむけて模索する予定でしたが、訪問療育を実施し

ている医療的ケアが必要な子どものご家族の就労保障が難しい状況となり、居宅訪問型保育事業

を立ち上げる方向に軌道修正しました。新事業開始に向けて行政との交渉や職員の確保など、必

要な手立てを打つ中で、看護師２名・幼稚園教諭１名を職員として配置できることとなり、令和

３年５月事業開始に向けて進めることができました。

＜地域支援＞・・障がい児等療育相談支援事業と相談支援・わんぱく教室

⑥公認心理師が地域の相談に応じる体制を作り、相談機能の強化に努めます

３市町から委託を受けている、障がい児等療育相談支援事業に公認心理師を配置し、巡回相談

やすくすく子育て相談室のような定期的に相談を受ける機会を作るとともに、地域からの電話相

談や保育所等への訪問支援を行い、相談機能の強化に努めました。公認心理師が２名配置できた

ことで、地域の子どもの発達検査を必要な時に実施し、科学的な根拠のもとでの発達相談を行い、

主たる活動の場である保育所や学校と情報を共有し、支援の方向性を一緒に模索する機会を作る

ことができました。今後はさらなる連携を求められることとなり、地域の障がい児への支援の向

上につなげていけると考えています。

⑦相談支援専門員を新たに雇用します

年度途中に、相談支援専門員を新たに１名雇用することで計画しましたが、実現できませんで

した。現相談支援専門員の計画相談の業務内容は定着しましたので、今後は子どもの発達段階と

地域のフォロー体制を理解し、子どもの発達を見極めた家族支援を行う相談支援専門員として、

更なる専門性の向上に努める必要があると考えています。

≪計画相談の実績≫

熊野市 御浜町 紀宝町 合 計

登録児童数 １４名 ９名 ２１名 ４４名

利用計画作成数 ３６件・モニタリング数 ５７件・担当者会議 ２件

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２・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、家族と離れ、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・療育をおこないました。

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・療育をおこないました。

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

今年度は新型コロナウィルスの影響で、感染防止対策の為、年齢毎で隔週火曜日９時から

１１時３０分まで、親子保育を実施しました。

年１回の家庭訪問・年１回の個別懇談を実施し、保護者の悩みに寄り添うと共に、進路につ

  いて共に考える機会を設けました。また個別で相談がある場合には、その都度面談を実施し、

保護者に寄り添いました。

系統だった保護者学習会を、下記の通り開催しました。

日程 内容 講師

６月 ２日 就学相談会

（５才児対象）

三重県発達障害支援センターれんげ

堀口 佳子氏

６月 ９日

１６日

通園の保育で大切にして

いること

放デイほたる 管理者 仲 さより

６月２３日 就学の先輩の話

（４・５才児対象）

卒園児保護者

７月２１日

２８日

発達の学習会① 社会福祉法人 桃郷 相談支援事業部

発達相談員 山本 翔太先生

９月 ８日

   １５日

発達の学習会② 社会福祉法人 桃郷 相談支援事業部

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 相談支援事業部

発達相談員 山本 翔太先生

１０月１３日 転園の先輩の話 転園児保護者・在園５才児保護者

１１月１０日 発達障害について 通園めだか 公認心理師 磯崎 尚子

１２月 ７日 子どものやる気を引き出

す子育て

通園めだか 公認心理師 榎 みお

１月２１日 子どものメディア依存を

どう防ぐ

三重県発達障害支援センターれんげ

堀口 佳子氏

２月１８日 福祉制度と地域の社会資

源について

事業所評価の報告

通園めだか 園長 下口 公未佳



（４）その他必要な援助

・３市町が実施する広域二次健診（発達相談）に資料を提出し、相談にも同席して、子ど

もの理解を一致させるとともに、発達支援に活かしました。

・園にて年１回全園児の発達相談を実施しました。

・個別療育（言語療法・作業療法・理学療法）へ同行し、園での発達支援に活かしました。

・個別相談（巡回相談・のびのび療育相談会）へ同行し、保護者の悩みに寄り添うととも

に、園での発達支援に活かしました。

・三重県立子ども心身発達医療センターの OT・PT・ST の方々に年２回園を訪問して頂

き、支援の仕方についてのアドバイスを頂き、園の発達支援に活かしました。

（５）健康管理

学校保健安全法施行規則に基づき、下記のとおり実施しました。

・年１回 検尿

・年２回 小児科嘱託医による健康診断

・年１回 歯 科嘱託医による歯科健診

・年１回 三重県立盲学校の先生による 視力検査

（６）送迎サービス

事業実施区域内の希望者全員の完全送迎を実施しました。保護者の希望をきき、送迎利用

契約等を結んだ上で、実施しました。

（７）給食サービス

給食については、おやつ代も含め１食につき２００円（非課税世帯は１食１００円）の個

人負担で実施しました。

管理栄養士による献立作成を行い、カロリーや量の管理を行いました。また、月１回管理

栄養士と管理者によって献立を調整し、栄養面も考えながら子どもが喜んで食べる給食メニ

ュー作りを工夫しました。

年１回、嗜好調査を行い、献立に反映させました。今年度はコロナウィルスの影響で、給

食試食会は実施できませんでした。

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・

同行記録等、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

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

者に報告し、必要に応じて医療機関へ受診する等の適切な対応を行いました。

緊急時の対応

発生日 対 象 発生状況 対応・結果

４月 ６日 園 児 部屋の廊下側ガラス戸

で指を挟み出血

整形外科病院を受診。

骨に異常なし。化膿止めの飲み薬で対応。



６月１２日 園 児 散歩中、階段で滑り眉間

を打つ。

腫れがひどかった為、整形外科病院を受

診。骨に異常なし。処置等なし。

７月２９日 園 児 室内で滑り、右ひじを痛

がる

整形外科病院受診。骨に異常なし。脱臼

もなし。処置等なし。

８月 ６日 送迎バス

園 児

送迎中、対向車がはみ出

してきて接触事故発生

園児に怪我はなし

100％相手方の責任ということで解決。

園児については、病院受診もなしで様子

を見て終了。

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

故状況及び事故に際して取った処置について、記録するものとします。

  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。

  令和２年度、県・市町村へ報告する事故は発生していません。

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。

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。

・避難訓練の実施 （月に１回）

・消防設備等の点検 （年に２回）

・消防設備の自主点検（月に１回）

・通報訓練    （年に１回）

・救命救急講座  （年に１回）

・防犯訓練    （年に１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を行いました。また令和２年５月２０日に虐待防止研修を実施し、欠席者

には伝達研修を行い、全ての職員が虐待防止について理解できるようにしました。

毎月、虐待チェックリストを全職員交代で記入し、虐待防止と人権擁護の意識の向上と自己確

認を行いました。

園児が怪我をして冷やす際に、体を拘束する事案があり、保護者に説明をして了承を得るとと

もに、必要な措置であったか、行き過ぎた対応でなかったかを職員会議で話し合い、やむを得な

い対応であったことを確認しました。

虐待防止責任者     下口 公未佳   

虐待防止担当者（受付） 下平 明子    

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    下口 公未佳   

   苦情解決担当者（受付） 下平 明子    

   第三者委員       紀宝町役場 福祉課課長       

   第三者委員       紀宝町社会福祉協議会 事務局長   

苦情になる前に対処するべく、保護者との懇談会や話し合い等の中で出た意見に対して、必



要な手だてを打ち保護者にお返ししていくことを、丁寧に行ってきました。

《苦情解決実績報告》

受付日 申出人 苦情の内容 解決方法

３月１５日 保護者 職員の対応の仕

方について改め

てほしい

保護者と職員での話し合いの場を設け、その後園

としての対応をお伝えすることで、申出人より「納

得できました」との回答をいただき解決した。

第３者への報告は希望されず、話をきいて園として対応することで解決しました。

１５、職員（援助者）の援助技術の向上

（１）職員会議（ケース会議・グループ会議含）の実施（週１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。

≪職員研修≫

☆内部研修

日 程 主催 研修内容 講 師 参加人数

5月 30日 通園めだか

放デイほたる

虐待防止研修 下平 明子

寺地 有未

２０名

6月 24日 通園めだか 保護者のクレームにどう対応する？ 榎 みお ７名

6月 29日 通園めだか 救命救急講座 紀宝消防署職員 ８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

３名

9月 26日 通園めだか トラウマ

―児童虐待・愛着障がいとの関連―

志村 浩二先生 ８名

10月 27日 通園めだか ストレスと上手につきあう 榎 みお １０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

グループワーク

細野建治理事長

細野桂子理事

５名

☆外部研修

日 程 主催 研修内容 講師等 参加人数

10月 8日 子ども心身発達医療センター 肢体不自由児にかかわるための基礎講座１ 古川 敦PT ２名

10月 12日 子ども心身発達医療センター 肢体不自由児にかかわるための基礎講座２ 谷川友紀ST ４名

10月 22日 子ども心身発達医療センター 肢体不自由児にかかわるための基礎講座３ 伊藤亜衣OT ４名

10月 23日 子ども心身発達医療センター 肢体不自由児にかかわるための基礎講座４ 西村淑子Dｒ １名

10日13・14日 三重県 相談支援専門員初任者研修 １名

10月 23日 三重県 児童発達支援管理責任者基礎研修 １名

11月 5日 三重県 児童発達支援管理責任者基礎研修 １名

11月 30日 発達支援部会 こころとからだの学習会 中谷奈央子氏 ４名

11月 20日 三重県 障害者虐待防止・権利擁護研修

「共通コース」

１名

12月 6日 発達保障研究センター 発達診断オンラインセミナー 白石先生他 ３名

12月 10日 三重県 HACCP制度化学習会 １名



1月 24日 発達保障学校 人間発達講座 副島先生他 ３名

2月 19日 三重保問研 ２歳児の制作 ６名

2月 21日 三重県 医療的ケアを要する重症児・者の

地域ネットワーク連携研修会

岩本医師他 １名

≪情報共有・議論の場≫

職員会議                   月３回

発達相談報告によるケースカンファレンス    月１回

グループ会議                 月１回

モニタリング会議・個別支援会議       年間９回

給食会議                 月１回

運動会・生活発表会および年間保育総括    年間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はかりました。

   小口は、毎週水曜日に事務センターの職員が来園し処理を行いました。

（２）請求事務の効率化・適正化をはかりました。

ほのぼののシステムを導入し、基本情報の登録、受給者証の入力、出席の管理は通園めだか

で行い、請求は事務センターで行いました。

（３）経費の省力化をはかりました。

   節電や消防備品の経費削減に努めました。

１７、その他の業務

（１）三重県障害児通園施設等連絡協議会へ結集し書記を務めるなど、その運動の一翼を担いました。

（２）講演会などを開催して、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。

＜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１０日（金） 七夕夕涼み会

７月３１日・８月１日 ５才児お泊り保育

８月１２～１６日 夏休み

９月７～１１日 保育開放週間

１０月２４日（日） 運動会

１０月～１２月 個人懇談

１２月２２日（火） クリスマス会

１２月２９日～１月４日 冬休み

２月１３日（土） 生活発表会

３月 ２日（火） お別れ遠足（熊野川ドームさつき）

３月２６日（金） 卒園式

３月２９日（月） 転園児お別れ会・保育修了日

３月３０日・３１日 春休み


