
児童発達支援事業「さくらんぼ園」 

 

H２２年６月さくらんぼ園が新園舎に移転してから３年が経過しました。この間、入園児（利

用人員）も増え続ける中で、就学前の発達支援を必要とする子どもたちの療育の充実に努めてき

ました。 

□ H２４年度の外部講師を招聘した園内研修会 

  ６月  ①「感覚・運動あそび」１     

講師 京都府特別支援教育スーパーサポートセンター 

作業療法士 灘 祐介 先生 

      ②音楽療法「リズムあそび」   講師 コロロ発達療育センター 

  ９月  「SSTを取り入れた療育・指導」  

        講師 花園大学教授 小谷裕美 先生（小児科医）                       

 １０月  「京都府療育教室連絡協議会全体研修会」 

        講師 大阪府立大学 准教授  里見恵子 先生 

 １２月  「感覚・運動あそび」２      

講師 作業療法士 灘 祐介 先生 

 これらの取り組みが新年度の作業療法士（OT）スーパーバイザーの定期的な来園につながり、

職員体制充実と一人ひとりに応じたきめ細かな療育指導を実施することができました。 

 また、舞鶴市からの受託事業として始めた「ピアカウンセリング事業」について全員の保護者

からアンケート調査をおこないました。母親教室への参加や保護者同士のおもいを聞く「ほっこ

りカフェ」の実施、そして毎月の「ピア通信」が同じ目線で悩みを語り、共感しあう場になり保

護者支援の役割を果たすことができました。 

 関係機関との連携についても、在籍園とのつながりを図るため公開療育と懇談会や年長児が就

学する小学校との連絡会（療育参観含む）を実施し、療育と小学校の教育に連続性を持たせるた

めの取り組みを行うことができました。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 

遊びの中のやりとりを大切にしたことばの指導を通して、指導者

（大人）の感性を高めコミュニケーションの力を育てる。 

運 動 ･社 会 性 
感覚運動あそびや音楽療法、SST、ムーブメント、手遊び等をと

おして身体・情緒の安定を図り社会性を育てる。 

認知・言語  

 

認知・言語に焦点をあてた療育を行い、就学を見通した個別指

導を行う。 

保護者支援  

 

母子療育、保護者支援を通して家族関係の安定を図り、子育て

の喜びを実感できる療育を行う。 

◆保育所・幼稚園等の訪問・連携 

子どもたちが並行通園する保育所（園）・幼稚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、就学先小学校からの見学の場を積極的に設け、公開療育や懇

談会を行い、同じ目線で指導にあたることができるよう連携を図りました。 

◆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計画的に設け、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 10 名 ● ● ○ ● ● 

午後療育グループ 13：00～15：30 10 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  

◆児童発達支援事業利用実績 

延べ利用人員 ９２７人 （２３年度実績） 延べ利用人員 ８２３人 

延べ回数 ２，７４７回  延べ回数 ２，３５２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 63 73 75 75 75 74 80 82 82 82 83 83 

延べ回数 186 277 246 225 220 237 281 249 179 237 251 159 

（２３年度実績） 

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 

 



平成２４年度月別事業実施状況 

 

月 療育相談(インテーク)等 主な行事 保護者支援 

4月 療育相談(２件) 新入園児・利用者説明会（6日） 母親教室(16日～20日) 

5月 療育相談(１件) 

発達記録チェック 

 

公開療育(２８日～６月１日) 

 (並行通園先との連絡会) 

保護者役員会(７日) 

  (予算案・事業計画について) 

就学説明会(1６日) 

  (年長児の保護者対象) 

舞鶴支援学校説明会（２２日） 

母親教室(14日～18日) 

6月 療育相談（２件） 

四方Dr受診(２件) 

ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

 母親交流会・ほっこりカフェ 

(１１日) 

7月 療育相談（１件） 

 

舞鶴市教育委員会教育相談 

(年長児対象) 

母親教室(18日～24日) 

8月 療育相談（３件） 

四方Ｄｒ受診(２件) 

ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

舞鶴市教育委員会教育相談 

(年長児対象) 

親子夏祭り (2５日) 

 

9月 療育相談（０件） 

発達記録チェック 

 母親教室(18日～24日、27日) 

 

10月 療育相談（３件） 

四方Ｄｒ受診(２件) 

ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

 

舞鶴支援学校体験入学 

（年長児対象） 

京都府療育教室指導者連絡協議会 

全体研修会(西駅交流センター) 

保護者学習会（29日） 

（卒園生のお母さんのお話） 

個人懇談 

舞鶴支援学校体験入学(10・11日) 

11月 療育相談（２件） 親子バス遠足(７日) 

 須磨海浜水族園 

ほっこりカフェ(１９日) 

12月 療育相談（２件） もちつき・クリスマス会（５日） 

 

 

1月 療育相談（２件） 

四方Ｄｒ受診(２件) 

ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

発達記録チェック 

 

 

母親教室(２１日～２５日) 

 

2月 療育相談（１件） 

四方Ｄｒ受診(１件) 

ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

就学先小学校連絡会(４日～８日) 母親教室(18日～3月 1日) 

保護者学習会(2６日) 

(親子のコミュニケーション) 

3月 療育相談（８件） 卒園式（13日）  

舞鶴支援学校連絡会(４日、７日) 

個人懇談 

                 

 


