
第５回小金井市児童発達支援センター運営協議会 次第 

 

 

議題１ 令和３年７月までの実績報告について 

議題２ 巡回相談について 

議題３ 令和３年度講演会・研修会実施状況 

議題４ 新型コロナウイルス感染症の影響について 

議題５ 今後の開催日程について 

議題６ その他（自由記入） 

 

 

■資料 

資料１ 令和３年７月までの実績報告について 

資料２ 令和３年度巡回相談（きらきらサポート）の実施状況について 

資料３ 令和３年度講演会・研修会実施状況 

資料４ 新型コロナウイルス感染症の影響について 

資料５ 令和３年度運営協議会開催日程について 



資料１

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

①相談支援事業（一般） 23件 14件 14件 18件 69件

②相談支援事業（専門） 49件 80件 90件 86件 305件

③相談支援事業（☎） 160件 143件 178件 151件 632件

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

④児童発達支援事業 21人 21人 21人 21人 -

⑤放課後等デイサービス 49人 50人 50人 50人 -

⑥保育所等訪問支援事業 0人 0人 1人 0人 1人

　　　　　　　回数 0回 0回 1回 0回 1回

⑦親子通園事業 30人 32人 34人 35人 -

　　　　　　　回数 7回 13回 9回 15回 44回

⑧外来訓練事業 130人 135人 134人 137人 -

　　　　　　　回数 320回 285回 359回 332回 1,296回

⑨巡回相談事業 0回 1回 10回 7回 18回

その他

各事業の報告内容について

①相談支援事業（一般）

②相談支援事業（専門）

③相談支援事業（☎）

④児童発達支援事業

⑤放課後等デイサービス

⑥保育所等訪問支援事業

⑦親子通園事業

⑧外来訓練事業

⑨巡回相談事業

登録者数及び実施回数

巡回訪問実施回数（きらきらサポート）、学童巡回相談

継続相談の方が対象。計画相談等も含まれる。

相談者、関係機関等との電話での相談。一般相談予約数を含む。専門相談予約数は含まない。

登録者数

登録者数

登録者数及び実施回数

登録者数

令和3年 令和4年
合計

研修・講演会等

新規の相談の方が対象

児童発達支援センター運営協議会への実績報告

令和3年7月31日現在

令和3年 令和4年
合計



資料２ 

令和３（2021）年度巡回相談（きらきらサポート）の実施状況について 

 

◆１園につき 5 回（まとめの会を含む）の訪問、8 園に実施 

 

◆実施状況 

①５月中旬 市内認可保育所、幼稚園、子ども園（41 園）へ 

以下の書類を送付 （済） 

「きらきらサポート 2020 報告書」 

「きらきらサポート利用の手引 2021」   質問は電話で受け付け 

「申込書」  申込は FAX にて受け付け ５月下旬〆切 

 

②６月上旬までに実施園決定、通知 （済） 

応募園多数の場合は、過去に実施した園以外を優先 

 

 

 

 

 

 

③６月中旬～下旬に説明・打合せ（配慮点等） （済） 

事前書類の提出を依頼 

 

④６月下旬～７月上旬より訪問を開始 （現在、各園 1 回の訪問終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤１月～2 月中旬までに訪問最終回（まとめの会） 

 

 ⑥3 月～4 月にまとめに基づき報告書を作成 

今年度応募数   10 園 （内、4 園が 3 年連続応募） 

  参考）過去の応募数 

令和 2 年度→11 園 

令和元年度→15 園 

＜各園 1 回目を終えて＞ 

・カンファレンスに出席できる先生は限られているが、そこで出た話題を園全体

で共有してくださるようすがある。 

・以前のきらきらサポートで先生方と話し合った工夫を活用し、さらに子どもた

ちの導線や動作が整理され、生活のしやすさにつながっていた。 

・普段の困りごとが訪問当日に起こらないこともあったが、そのほかの活動での

クラスのようすや、先生方の話をもとに対応について考えていった。 

・事前にいただいた相談内容に対して、きらきらレポートが参考になりそうだっ

たので訪問時に持参した。先生方はすでにお持ちで、活用されていた。 

・先生方がすでに様々な工夫に取り組み、その内容については精査されており、

きらきらサポートでは優先順位について整理をすることがメインの話題とな

った。 

・子どもへの対応だけでなく、家庭へのサポートが大きなテーマになる園もあっ

た。きらりだけでなく、関係機関の利用や役割分担についても整理した。 



資料３ 

 

令和３（2021）年度講演会・研修会 実施状況 

 

◆新型コロナウイルス感染拡大が続いていることから、紙面講座・オンラインの活用、ペアレントトレーニング等、グループワーク・ロールプレイの要素がある研修は

通常より人数を減らし、動画の活用、フェイスシールド着用等の対策を行う。 

◆参加のしやすさを考慮し、新規に土曜日を活用したペアレントトレーニング（短縮版）を実施（8 名程度募集のところ、4 名の希望）。 

 

種別 予定 内容 講師 実績 

一般市民向け 

講演会 

9 月 22 日（水） 

※オンライン 

子どものネット・ゲーム依存 

～理解と対応について～ 

三原 聡子 （臨床心理士） 

独立行政法人国立病院機構 
久里浜医療センター 

チラシ配布、ホームページ（Twitter）にて案内中 

一般市民向け 

講演会 
７月 28 日（水）

より配布 

昨年度に続き、紙面講座「きらきらレポート」を作成し配布。 

No.5 体幹を意識しよう 

No.6 ほっと ひといき♡ ～かんたんにできるリラクゼーション 

No.7 スムーズな眠りのために 

No.8 こどもにも大人にも？やさしいサポートグッズ 

きらり利用者            244 名 

保育園・幼稚園・子ども園等  58 ヶ所 

学校                 17 ヶ所 

学童                  9 ヶ所 

発達支援・福祉関係機関    30 ヶ所 

その他の関係機関        20 ヶ所 

支援者向け 

研修 

支援者向け 

研修 

7 月 21 日（水） 

※オンライン 
日常生活の中でからだを育てよう きらり作業療法士 2 名 

計 84 名 （当日視聴 8 名、後日視聴 94 名） 

保育園・幼稚園・子ども園等  21 機関 54 名 

学校                 4 校 4 名 

学童保育              1 施設 2 名 

発達支援・福祉関係機関    4 機関 15 名 

その他の関係機関        2 機関 9 名 

きらり 

保護者向け 

学習会 

情報提供 
◎「就学相談等説明会（5/14）・市公式 YouTube」案内 

◎就学相談の流れ・就学支援シート等紹介 

全事業 

年長・年中児保護者に配布、掲示にて案内 

7 月 1 日（木） 

子どもの育ちを後押しする関わり 梶原 千恵（言語聴覚士） 

通園 

年長児保護者 3 名 

7 月 13 日（火） 
通園 

年中・年少児保護者 3 名 



資料３ 

 

11 月 8 日（月） 

※オンライン 

仮） 

医療機関の活用について 
きらり臨床心理士 準備中 

①5 月～7 月 

②9 月～12 月 

ペアレントトレーニング（幼児） 

6 回+フォローアップ 1 回 
きらり臨床心理士 

① 4 名 ×6 回終了  

② 案内中 

①４月～7 月 

②9 月～12 月 

ペアレントトレーニング（学齢） 

6 回+フォローアップ 1 回 
きらり臨床心理士 

① 4 名 ×6 回終了  

② 案内中 

５月～7 月 

ペアレントトレーニング（学齢） 

短縮版 

4 回+フォローアップ 1 回 

きらり臨床心理士 4 名×4 回終了 

 

 

＜アンケートより（一部募集・集計中）＞ 

紙面講座「きらきらレポート」 

・紙面としては読みやすく、参考になるというご意見が多かった。 

・保護者向けには実際に話を聞く方が分かりやすいかもしれないというご意見を頂いた。 

・読んでみたいテーマについて、いくつかご回答いただいた。 

 

支援者向け研修「日常生活の中でからだを育てよう」  

・内容については普段の生活での取り組みが取り上げられていて、大変参考になったとのご意見が多かった。 

・後日視聴が出来、自分で見返せることが好評であった。 

・取り上げてほしいテーマについてのご回答をいただいた。 

 

きらり保護者向け学習会「子どもの育ちを後押しする関わり」  

・少人数で話やすく、質問がしやすかったという意見が複数あった。 

・絵本の大切さがわかった。本の紹介や様々な情報をきくことができて充実していたという感想が多かった。 



資料４ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響について 

― 令和 3（2021）年 8 月 20 日現在 ― 

 

 

◆昨年度より実施している感染拡大防止のための通園・放課後等デイサービ

スの行事内容の縮小・変更、外来訓練・親子通園を 15 分早く終了して消

毒・換気を行うなどの対策は現在も継続している。 

 

◆行事等は昨年度よりも通常実施に近づけられることを期待していたが、感

染拡大の状況からは難しいと考えている。 

 

◆令和３年４月以降、感染症対策として利用を控えている方は、全事業合わ

せて６名。今月になり増えている。 

 

◆地域で子どもへの感染、家族内での感染が急増しているため、感染防止策

をさらに徹底している。一方で安全管理や療育上の必要性から、接触を控

えることには限界がある。感染症に関連した職員の休み等が重なると、通

常の支援の提供が困難になる事態も考えられる。 

 

◆三密を避けるための部屋の調整は引き続き苦慮している。 



                                   

令和３年度運営協議会開催日程について 

 

１ 年間開催回数 

４回 

 

２ 次回以降の予定 

回 開催日 時間 場所 

第４回 令和３年５月２７日（木） 午前１０時から正午まで 
小金井市役所本庁舎 

３階 第１会議室 

第５回 令和３年９月３日（金） 書面開催に変更 

第６回 令和３年１１月１１日（木） 午前１０時から正午まで 
小金井市役所本庁舎 

３階 第１会議室 

第７回 令和４年１月２８日（金） 午前１０時から正午まで 
小金井市役所本庁舎 

３階 第１会議室 

 

※ 新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況によっては、開催中止や場所・方法の

変更もあり得ます。その際には各委員にご連絡をいたします。 

 

 

資料５ 

 


