
児童デイサービス事業（さくらんぼ園） 

 

２２年６月のさくらんぼ園新園舎への移転を機に、試行的取り組みを行った就学児童（舞鶴

養護学校 （※２３年４月に舞鶴支援学校に改名））の放課後児童デイについては、児童を迎

える体制が大きな負担になることや、小規模事業所での定員管理（１日１０名）、更には就学

前の子どもの待機状況を鑑み、このまま運営を行うことは困難であると判断し、２３年度は従

来の就学前の子どもへの療育を基本としました。 

職員体制においては、園長の交代及び、臨時職員２名の退職による交代と臨時職員１名の

増員により、新たな体制となりましたが、職員間の意思の疎通を図り連携を強めることにより、

きめ細かな療育体制の充実を図りました。 

また、舞鶴市からの受託事業として、同じ子育てをしている保護者への相談事業として、「ピ

アカウンセリング事業」を２名のメンター（相談員）に委嘱し実施しました。年度末での事業開

始であったため、本年度は、主として母親教室への参加及び「ピア通信」を発行するなど保護

者等への事業の周知・啓発を行いました。 

 

施設においては、新園舎での療育指導を実践する中で改善点を検証し、動きの部屋に放

送設備の設置、子ども用手洗いの給湯機設置、インターホンの増設、玄関スロープ上屋根の

雪止め設置、融雪・植栽散水用の井戸設置、除雪機の購入など、施設整備及び環境整備の

充実を図りました。 

 

個別事項は次のとおりです。 

◆療育指導 

子ども一人ひとりに個別支援計画を作成し、自由あそびやグループ指導、個別指導を通し

て適切に丁寧な働きかけを行い、日常生活や集団生活がよりよく過ごせるように専門的な立

場から一人ひとりのこころに寄り添い発達支援を行いました。 

※療育内容 

身 辺 自 立 着替えや排泄などの身辺自立の指導を行う。 

言    語 

コミュニケーション 

子どもの好奇心を大切に、理解言語や表出言語を育て、豊かな

遊びの中でのやりとりを大切に、コミュニケーションの力を育てる。 

運 動 ･社 会 性 
音楽療法、感覚統合遊び、戸外遊び等を通して必要な動きを身

に着け、楽しみを知り、情緒の安定と社会性を育てる。 

認   知 発達状況の把握と発達段階に応じた個別指導を行う。 

 

◆幼稚園・保育所等の訪問・連携 

子どもたちが並行通園する幼稚園・保育所（園）や病院などの関係機関を訪問し、子どもの

実態把握とよりよい支援ができるように連携を大切にするとともに、家庭訪問し、家庭の関わり

や家庭での過ごし方を一緒に考えていきました。 

また、保育所（園）・幼稚園からの見学の場を積極的に設け、同じ目線で指導にあたることが

できるよう連携を図ってきました。 

 

◆保護者支援（母親教室、保護者学習会、父親教室） 

   毎日療育後に行う子どもたちの様子の報告や、毎月１回の母親教室による懇談会、そして

保護者学習会を定期的に計画し、子育てについてのアドバイスや情報提供を行いました。 



◆療育相談 

未就学児や卒園生の保護者の相談活動を行うと同時に、当園の利用を考えておられる保

護者を対象に相談活動をおこないました。また、必要に応じて嘱託医による受診を紹介し助

言を得る機会を提供しました。 

 

◆その他 

嘱託医による定期的な診察やケースカンファレンスの場を設定し、療育指導に生かす活動

を行いました。 

 

◆通園形態 

対象児…１歳半から就学前の子どもたち 

火曜日～金曜日（グループ指導・個別指導）、水曜日午前は、母子療育 

 

◆療育時間・利用定員 

療育時間 定員 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

午前療育グループ  9：30～12：00 ５名 ● ● ○ ● ● 

午前療育グループ 13：00～15：30 ５名  ● ● ● ● 

●月曜日～金曜日（集団・個別療育） ○水曜日：午前（母子療育） 

 

◆デイリープログラム 

午前療育グループ 

（１単位） 

午後療育グループ 

（２単位） 

時間  活動内容  時間  活動内容   

9：30 
 

 

登園・身辺整理 

自由遊び・排泄 

 

 
13：00 

 

 

登園・身辺整理 

自由遊び・排泄 

 

 

10：00  グループ指導  13：30  グループ指導  

11：00  個 別 指 導  14：15  個 別 指 導  

11：45  降 園 準 備  15：15  降 園 準 備  

12：00  降    園  15：30  降    園  

 

◆児童デイサービス利用実績 

利用人員 ８２３人 （２２年度実績） 利用人員 ７５７人 

延べ回数 ２，３５２回  延べ回数 ２，２９１回 

月別内訳 

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

利用人員 58 58 63 65 64 68 71 72 72 74 78 80 

延べ回数 137 182 224 193 187 212 214 232 187 181 228 175 

（２２年度実績） 

利用人員 ５２ ５４ ５６ ６０ ５８ ６１ ６５ ７１ ７１ ７１ ７０ ６８ 

延べ回数 128 142 209 193 168 209 215 248 185 202 222 170 

 



 

平成２３年度月別事業実施状況 

月 園 児 園児・保護者 保護者 

4月 療育相談(1件) 新入園児・利用者説明会（４日） 母親教室(18日～22日) 

5月 療育相談(4件) 

ＮＣチェック 

 

避難訓練(30日) 第 1回保護者役員会(9日) 

  (予算案・事業計画について) 

就学説明会(18日) 

  (年長児の保護者対象) 

舞鶴支援学校説明会（２４日） 

母親教室(16日～20日) 

6月 療育相談（３件） 

 

第 31回 めだかの学校(20日) 母親交流会お食事会(れんが） 

(8日) 

母親教室(13日、21日～24日) 

7月 療育相談（２件） 

四方Dr受診(1件) 

舞鶴市教育委員会教育相談 

(年長児対象) 

保護者学習会（19日・20日） 

（福祉制度に係る説明会） 

8月 療育相談（５件） 舞鶴市教育委員会教育相談 

(年長児対象) 

親子で遊ぼう 夏祭り(27日) 

第 2回保護者役員会(24日) 

 (バス遠足について) 

9月 療育相談（６件） 

ＮＣチェック 

避難訓練（２２日） 母親教室(5日～9日) 

保護者学習会（２７日） 

（卒園生のお母さんのお話） 

10月 療育相談（３件） 親子バス遠足（14日） 

（東条湖おもちゃ王国） 

舞鶴支援学校体験入学 

（年長児対象） 

第 3回保護者役員会(6日) 

 (後期行事計画) 

 父親教室(21日) 

個人懇談 

11月 療育相談（１件） 第 32回 めだかの学校(30日) 第４回保護者役員会(７日) 

（おしゃべり会について） 

おしゃべり会(8日) 

12月 療育相談（３件） もちつき・クリスマス会（16日） 

 

母親教室(5日～9日) 

舞鶴支援学校見学(7日) 

1月 療育相談（４件） 

ＮＣチェック 

 

 

母親教室(16日～20日) 

 

2月 療育相談（５件） 親子で遊ぼう（１９日） 母親教室(6日～9日、17日) 

第４回保護者役員会（24日） 

（卒園式、報告書などについて） 

保護者学習会(29日) 

(絵本の読み聞かせとその楽しさ) 

3月 療育相談（６件） 卒園式（１４日）  個人懇談 

※ さくらんぼ園たよりを毎月１回発刊 


