
第６回小金井市児童発達支援センター運営協議会 次第 

 

 

日時：令和３年１１月１１日（木）午前１０時から 

場所：小金井市役所本庁舎３階第一会議室     

 

 

 

１ 開会 

２ 第５回運営協議会の開催報告について 

３ 令和３年１０月までの実績報告について 

４ 巡回相談（きらきらサポート）の中間報告について 

５ 令和３年度講演会・研修会の報告について 

６ 新型コロナウイルス感染症の影響について 

７ 次年度の利用者募集について 

８ 運営協議会委員による業務評価について 

９ 今後の開催日程について 

10 その他 

11 閉会 

 

 

■配布資料 

資料１ 第５回小金井市児童発達支援センター運営協議会会議録 

資料２ 児童発達支援センター運営協議会への実績報告 

資料３ 令和 3（2021）年度巡回相談（きらきらサポート）の中間報告について 

資料４ 令和 3（2021）年度講演会・研修会 実施状況 

資料５ 新型コロナウイルス感染症の影響について 

資料６ 次年度の利用者募集について 

資料７ 令和３年度 運営協議会委員による業務評価について 

資料８ 令和３年度運営協議会開催日程について 
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会  議  録 

会議の名称 第５回小金井市児童発達支援センター運営協議会 

事 務 局 福祉保健部自立生活支援課 

日   時 令和３年９月３日（金） 

開 催 場 所  書面審議による開催 

委 員 

小 川 順弘  会長  

中 島 雄佑 副会長  

亀 井 瞳   委員 吉 見 絵里  委員 

宮 崎 笑美子 委員 宇田川 麻里  委員 

遠 山 敬子  委員 不 破 淳一  委員 

五味渕 裕子   委員 秋 葉 美苗子 委員 

佐々木 由佳  委員 向 井 隆一郎 委員 
 

事 務 局 

自立生活支援課長         天野 文隆 

自立生活支援課障害福祉係長   中野目 裕子 

自立生活支援課障害福祉係主任  大久保 圭祐 

児童発達支援センター長      佐々木 宣子 

傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 ０人 

傍聴不可等 

の 理 由 
書面審議のため 

会 議 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 新型コロナウィ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） 

提 出 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 

開催方法等 

新型コロナウィルス感染症対策として、第５回小金井市児童発達

支援センター運営協議会については書面審議で開催することと

し、委員に対して資料及び返信用書式を送付し、１２人の委員中

資料１
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１２人の意見表明があった。過半数を超える意見表明があったこ

とから本書面審議は成立する。 

 

議題１ 令和３年７月までの実績報告について 

【委員からの意見】 

・各事業が着実に実施され成果を挙げていることが認められる。 

・コロナの中、頑張っていらっしゃいます。 

 

議題２ 巡回相談について 

【委員からの意見】 

・希望する園については、全て訪問実施したと認める。 

・１園５回は、適切な回数であると考える。 

・カンファレンスの成果が園の共通理解へとなっている。 

・きらきらサポートで多くの先生方と子どもたち、保護者の方が実質的にも精神的

にもサポートを受けて改善されていくのを見れてとても嬉しいですし、きらり通

園に通う前に不安にかられていた保育園生活を少し送った身としてはとてもよく

心情がわかります。 

・コロナ禍で大変だと思いますが、きらきらサポートを待っている園やご家庭が沢

山あると思いますので、続けて頂きたい。 

・応募園数について、４園が３年連続で応募されている一方、年々応募数は減って

います。このような状況については、どのように捉えていますでしょうか。 

 

議題３ 令和３年度講演会・研修会実施状況 

【委員からの意見】 

・対象者を絞ることで講演内容及び研修会内容が明確になっている。今後、更に会

の充実を図るように努めていきたい。 

・発達障害等の子ども達への関わり方や具体的な問題行動などの入門編のような研

修をしてくださると、より理解が深まると感じます。 

・きらきらレポートなど、情報共有して下さりありがとうございます。ペアトレな

ども開催することで、子どもの気持ちを理解し寄り添える歩み寄れる保護者の方

が増えて、保護者の辛さも軽減されると良いですね。 

 

議題４ 新型コロナウィルス感染症の影響について 

【委員からの意見】 

・細かな配慮が感じられる。 

・しっかり対応していただき、ありがとうございます。 

・去年まで通園に通わせて頂いておりましたが、先生たちが子どもと保護者のため
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に、本当にたくさん工夫して頂き、イベント系は大満足でした。心配りが何より

あたたかくて、同時に子どもの成長を見れてとても嬉しかったです。昨年より、

通常通りにというのは難しいと思うので無理なくで大丈夫だと思います。たくさ

んの思い出、ありがとうございました。 

・お互いにですが、対策ご苦労様です。 

 

議題５ 今後の開催日程について 

【委員からの意見】 

・了解しました。 

・今回の判断は正しいと考えます。 

・次回以降も書面開催でいいと思います。（インフルも流行する時期ですし、コロナ

のこともありますが、集まるリスクはもっと大きいと時期的にも考えます。） 

・ZOOM などのリモート開催、もしくは書面での開催を希望します。会議室でディス

カッションが飛び交うような内容の会議ではない（時間をとても気にしてらっし

ゃるようなので）為、リモートで充分だと考えます。 

 

議題６ その他（意見等ある場合はご記入ください。） 

【委員からの意見】 

・センターと事務局（自立生活支援課）との連携がよく図られていると感じている。 

・子ども家庭支援センターと連携を持って頂きたい。 

・書面を読み上げるような会議であれば、皆様時間もお忙しい為、ZOOM のような形

で安心できる形にして頂きたいです。 

 

以上 

 



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。 
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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 

 



資料２

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 17件 13件 25件 124件

②相談支援事業（専門） 49件 80件 90件 86件 72件 89件 94件 560件

③相談支援事業（☎） 160件 143件 178件 151件 158件 147件 163件 1,100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 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 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 0人 0人 0人 1人

　　　　　　　回数 0回 0回 1回 0回 0回 0回 0回 1回

⑦親子通園事業 30人 32人 34人 35人 35人 35人 38人 -

　　　　　　　回数 7回 13回 9回 15回 17回 16回 17回 94回

⑧外来訓練事業 130人 135人 134人 137人 136人 144人 143人 -

　　　　　　　回数 320回 285回 359回 332回 300回 333回 333回 2,262回

⑨巡回相談事業 0回 1回 10回 7回 0回 11回 8回 37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10月31日現在

令和3年 令和4年
合計
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令和 3（2021）年度巡回相談（きらきらサポート）の中間報告について 

 

  ・全８園中、４園が２回目まで、４園は３回目まで終了している 

（内２回は、園都合の中止） 

 

【状況】 

◎ クラスの状況や時期によっては、対応に普段以上の配慮が必要となることが

ある。担当心理士が第三者的立場で「クラス運営の大変さ」を整理して園全

体で共有することで、担任の先生の負担や不安を軽減する役割を担うことが

あった。クラス集団のどこに注目・サポートして、全体をまとめあげるかに

ついて、園全体で検討することができた。 

 

◎ 先生方が発達を見守ってきたお子さんが、ある時期にぐっと伸びたという話

題が出た。特に幼児期は発達の個人差が大きいため、それぞれのお子さんの

発達を点で見るのではなく、様々な場面を通して「経過」として追っていく

ことの大切さを、心理士も改めて確認できた。 

 

◎ お子さんのためを思って、お子さんの苦手なことや「こうすればできた」と

いうことを園と家庭で共有することが大事と考え、強く保護者に話される先

生もいる。伝え方や伝える時期によっては保護者の傷つきにつながる危険性

もあることを踏まえ、熱心ゆえに勇み足にならないように先生方と確認し、

先生方も配慮してくださっている。 

 

◎ 引き続き、担当心理士も感染予防に気を遣いながらの訪問、保育が続いてい

る。感染予防しながらも、巡回相談の質を落とさないよう、配慮と工夫を積

み重ねていく。 

 

 

【課題】 

◎ 他区・他市にある系列園から異動してきた先生や、他の保育現場でのご経験

のある先生もいる。気になるお子さんについての助言や、集団生活の可否に

ついて判断を求めるなど、他区・他市が実施している巡回相談をイメージし、

相談希望の問い合わせをいただく場合も多い。また、小金井市立保育園の巡

回相談との差を感じているという強い思いを、お話しになる先生もいた。 
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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、今年度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 

計 43 名 （当日視聴のみ） 

市民、市内在勤 

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 
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11 月 17 日（水）

～24 日（水） 

※オンライン 

子どもの様子を伝える 

～医療機関との関わりを中心に～ 
きらり臨床心理士 申込〆切（50 名参加予定）、配信準備中 

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 4 名にて実施中 

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 4 名にて実施中 

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 
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「子どものネット・ゲーム依存」アンケート        2021.9.22      ※参加者 43 名（36 媒体） 
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【アンケート感想 より】 

 自分にとってあまり関わりのなかったゲームというものですが、お子さんたちの支援にはその問題点を知ることの大切さを感じました。  

 コロナ禍で子どもたちのゲームやネット依存が増えているとニュース等でお聞きし、関心がありましたので今回参加させていただきました。  

 相談の内容として『子どもの生活・実情にを理解し、その状況にあったルールを相談して作っていく約束事の大切さ』『子ども自身が NO を言えるスキ

ルを学ぶことの大切さ』ということを点についても、自分自身でしっかりととらえていくとともに、今後、相談の場面においても伝えていきたい。 

 実生活に問題があったり、うまくいかない事がネット・ゲームへの依存の入り口になるということが心に残りました。 

 子供はまだ小さいですが、先々のネットゲームとの関わり方を具体的にイメージすることができ、大変勉強になりました。 

 親も子に与えるものについて、しっかり勉強、理解しなければならないと痛感いたしました。 

 ゲーム依存については感じていましたが、今回、動画についても考えさせられました。 

 はじめの部分しか視聴できず、やはりオンラインでないほうが集中できる。 

 

 

 

 

【今後講演会取り上げてほしいテーマ より】 

 子どもの体力低下について（ネット依存でも問題になっていましたが、体力が低下するとどんなことがおきるのか。かんたんにできる予防策など） 

 中学以降の進路について 

 １８歳以上となったときの支援について 

 性教育に関して 

 子どものコミュニケーションの在り方を豊かにするために周囲ができること 

 不登校、登校しぶりについて 
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新型コロナウイルス感染症の影響について 

― 令和 3（2021）年 11 月 1 日現在 ― 

 

 

 7 月終わりから 8 月まで、小金井市内における新規患者数が多い状況が

続いた。このため、利用者・職員共に感染症に関連した休み（感染防止のた

め、本人や家族の体調不良、濃厚接触者特定期間等）が増加することが想定

されるため、8 月 4 週目より外来訓練の利用料に関しては、欠席分の負担を

なくし、振替は行わない対策をとっている。3 月末までは継続する予定である。 

 

 通園、放課後等デイサービス（放デイ）の行事は、昨年度よりも充実す

るよう、工夫している。 

  ・通 園→ミニプレイデーに全年齢の保護者が参加できるよう、開催場

所を工夫。宿泊行事については宿泊を伴わない夕方までとし、

「近隣果樹園にてキウイ狩り、「きらり内にて花火」など新

たな体験を企画。 

  ・放デイ→夏のイベントとして、旅行会社に依頼し、きらり内にて「疑

似ぶどう狩り体験」「映像による工場見学」を実施。 

 

 現在、感染者数は減少傾向であるが、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継続していく。 

 

◆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。 
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次年度の利用者募集について 

 

 

◆令和 4（2022）年度のきらりの定期的な利用（児童発達支援：通園、放課

後等デイサービス、外来訓練、親子通園）に関して、11 月 1 日～11 月 30

日に利用申請書の受付を行っている。 

 

◆利用者募集に関しては、市報で周知の他、きらり館内への掲示、現利用者

への申請書類の配布を行っている。 

 

◆相談を経てから利用申請を受け付けている。このため、これまでに相談を

受けたことがない方については、新規に相談を予約していただくこととな

る。また、年度の後半となり、次年度の生活を本格的に考え始める時期で

もあり、10 月～11 月は一般相談（初回相談）の申込が多くなっている。 
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令和３年度 運営協議会委員による業務評価について 

 

１ 令和元年度まで 

児童発達支援センターきらりが行っている各事業（児童発達支援・放課

後等デイサービス・外来訓練・親子通園）を本協議会委員が実際に現場に

赴いて事業の評価を行っており、例年１２月～１月頃に実施しておりまし

た。 

 

２ 令和２年度 

次の２つの結果を活用して総合的に評価しました。 

・外来訓練・親子通園事業についての利用者アンケートの結果 

（以前より業務評価の一環として事務局により実施していたもの） 

・児童発達支援・放課後等デイサービス事業についての東京都福祉サービ

ス第三者評価 

 （受託者である社会福祉法人雲柱社が実施しているもの） 

 

３ 令和３年度（案） 

令和２年度実績を活かしつつ委員の皆様が現場の状況を確認できる機

会を考慮し、次の結果により実施したいと考えております。 

・外来訓練・親子通園事業についての利用者アンケートの結果 

・児童発達支援・放課後等デイサービス事業についての東京都福祉サービ

ス第三者評価 

・希望委員による児童発達支援センター視察 

 

 



                                   

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。 
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