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はじめに

●事業の概要

●こんなお子さんが対象になります

●対象年齢・学校

●対象地域

●プロジェクトゆうあいとキッズスペースゆうあい

・特定非営利活動法人プロジェクトゆうあいは、障がい者の社会参画支援、人にやさしい
まちづくりを標榜し、平成１６年７月に設立されたNPO法人です。松江市内のバリアフ
リーマップの制作をはじめ、障がいのある人の生活の質を高めていくための様々な事業を
行っており、障がい者の就労支援にも取り組んでいます。
・平成２３年１１月より、障がいのある児童（学齢期）の放課後時間を活用した療育の場「放
課後等デイサービス」事業を開始し、現在３つの事業所、第１～第３キッズスペースゆうあ
いを運営しています。

・障がいのある子供の余暇（放課後、夏休み、冬休み、春休み）活動の支援として、様々
な生活体験、社会体験、学習の機会を提供します。そのための送迎サービス（学校から
事業所、事業所から自宅）を行います。
・第1～第３キッズスペース、いずれも定員は１０名です。利用者は、さまざまな障がい（知
的障がい、発達障がい、視覚障がい、聴覚障がい、肢体障がいなど）のあるお子さんを対
象とします。基本的には建物内でお子さんを見させていただきますが、近隣への散歩や、
公園での活動、車で移動しての所外活動も行います。制度としては、放課後等デイサー
ビス事業が基本となりますが、対象となる時間帯については、日中一時支援事業の併用
をお願いしています。

・ことばが少ない　・おともだちとうまく関われない　・視線があいにくい　
・じっとしていることが難しい　・すぐに手が出てしまう
・人のいうことが理解できにくい　・こだわりがある　・会話がうまくできない　
・聞こえない、聞きにくい（聴覚障がい）　・見にくい、見えない（視覚障がい）　
・うまく歩けない　・手足の動きが十分ではない　など

・城北小、内中原小、法吉小、母衣小、川津小、生馬小、各種特別支援学校など橋北地
域を主な対象としていますが、それ以外の地域、学校についても送迎サービス利用との
兼ね合いから、個別ご相談に応じています。

・小学生以上18歳未満。
・特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室に通うお子さんが対象となります。
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サービスの利用にあたって

●活用する制度と利用料金

●送迎サービス

●利用日、利用時間

事業名 障害児通所支援事業（児童福祉法）

個別、集団療育 見守りの支援

放課後等デイサービス事業
＜小学１年～１８歳＞

日中一時支援事業
（地域生活支援事業）
＜年齢区分なし＞

標準利用料金：
１回あたり882円（学校休業日は102 3円）
※標準よりも多くの指導員を配置する「加配」
　を基本にした単価としています。
※その他個別に加算があります。

利用料金
１23～19 0円／回

事業趣旨

料金

※障がいの区分または程
　度、利用時間によって
　料金がかわります。

・放課後等デイサービス　
　平日　11:30～17:30
　土曜、夏休み、春休み、冬休み、学校振替休日　9:00～17:00　
　※第2キッズは土曜はお休み
・日中一時支援事業　17：00～19：00（第1キッズのみ）　　
・事業所の休み：日、祝日、お盆、年末年始　

　※お菓子代-実費（50円程度）／創作活動等にともなう材料代金などの実費
　
   そのほか、所外活動における入館料や交通費などの実費（事前にお知らせします）

＜月負担の上限について＞
上記を合計し、利用日数に応じて月単位で精算させていただきます。
保護者の収入に応じて、利用料金の月額上限があります。（日中一時支援事業を含めて）
・生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯：月負担額0円
・市民税課税世帯で市民税所得割28万円未満：4,600円　28万円以上：37,200円

・児童福祉法にもとづく「放課後等デイサービス」の活用を基本としますが、同事業の時
間外については地域生活支援事業にもとづく「日中一時支援事業」を組み合わせてご活
用ください。
・サービスに関わる費用の一部をご負担いただきますが、保護者の収入に応じて月額の
上限があります。
・制度の活用については、市役所の障がい者担当課にお問い合わせください。療育手帳
を持たない方でも、病院の診断書等によって市の窓口で認定を受けることが可能です。

・学校の授業が終わる時間に送迎の車にて伺います。お子さんの迎えは、保護者さまにお
願いしておりますが、ご自宅の場所等を勘案し、必要に応じてご自宅までお送りしますの
でご相談ください。学校からの送迎、自宅と事業所間の送迎費用は、54円／片道。
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私たちがお子さんへ接するにあたって

・日常生活における基本動作及び、集団生活への適応が習得できるように支援します。そ
れぞれのお子さんごとに、個別支援計画を作成し、目標を持った支援を行います。
・楽しさと厳しさの両面からお子さんに接し、興味、関心をつむぐことができるよう、様々
なプログラムを取り入れています。お子さんのよい面を可能なかぎり伸ばしていく一方で
日常生活に必要なルールや生活習慣が十分に身につくよう、きめ細かくお子さんに接し
ていきます。
・1人のスタッフが、１名～２名のお子さんを担当します。お子さん１人に対して基本となる
担当者を決め、児童発達支援管理者とともに、責任を持った療育の体制としています。

●１日の利用イメージ

●療育プログラムのメニュー

・音楽　・絵画、工作　・お菓子づくり　・買い物体験　・屋外散策　・読書、読み聞かせ
・体操　・ボールあそび　・カードゲーム　・ＩＣＴ機器を用いた療育　など

●事業の概要

社会体験
屋外体験

・公園や、公民館の広場を活用し
た運動、遊びを取り入れます。
・近隣のスーパーや、商店街での
買い物体験を行うなど、さまざま
な社会体験ができるようなプロ
グラムを取り入れます。

地域との
関わり

・公民館での催しの実施、公共交
通を活用した所外活動の実施な
どを通じて、お子さんの社会性を
育むとともに、地域の方々に障が
い児についての理解を深めても
らえるようにしていきます。

ICT機器の
活用

・プロジェクトゆうあいは、設立以
来ＩＣＴ機器の活用によって障が
い者の社会参画の場を広げる取
り組みを行ってきています。その
経験や情報網を活かして、適切
なＩＣＴ機器（パソコン、タブレッ
ト端末、専用機器等）の利用アド
バイス、利用訓練を行います。

【放課後】

１４：００～１５：３０　学校から来所
１５：００～１６：００　個別訓練
１６：００～１６：３０　おやつ
１６：３０～１７：００　集団活動
１７：００～１７：３０　終わりの会・自由活動
１７：3０～　お迎え、送迎、または日中一時支援利用

【土曜・長期休暇時】

  ９：００～１０：００　自宅から来所
１０：００～１２：００　体操・個別活動
１２：００～１３：００　昼食
１３：００～１６：００　所外活動
１６：００～１６：３０　おやつ
１７：0０～　お迎え、送迎、または日中一時支援利用
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●様々な団体・組織との連携

●ゆうあい農園

・2015年度より、神戸「音遊びの会」の協力を
得て、障がいのある子供の音楽活動である「た
のしい楽団」の運営に参画。年に６回、日曜また
は祝日に練習会を開催しています。浜田真理子
さんをはじめ市内のミュージシャンに協力いた
だいています。
・市内の他放課後等デイサービス事業所との連
携して、毎年１２月に「よしととひうた紙芝居＆ラ
ンチバイキング」を開催しています。
・障がい児のスポーツに関わる団体として、スペ
シャルオリンピックス島根の活動の情報を随時
提供しており、キッズゆうあいからも多数の子
供たちが参加しています。
・地域の障がい児支援団体である、あったかス
クラム活動／手をつなぐ育成会／ことばを育て
る親の会などの情報を随時提供しており、キッ
ズゆうあいのご家族も多く参加されています。

・大庭空山の市民農園の一区画を、キッズゆう
あいとして借りています。この農園で季節ごとに
サツマイモや玉ねぎなど、様々な野菜をつくっ
ています。収穫のときが一番のもりあがり時で
す。土まみれになりながらも、自分たちで育て
た野菜を手にし、ご家庭では楽しい夕食の食材
になっています。

たのしい楽団

よしととひうたの紙芝居＆ランチバイキング

法人の理事長の三輪です。

ゆうあい農園の収穫の様子

盲導犬といっしょに子どもさ
んたちと楽しく交流させて
いただいています。
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●３事業所の連携、合同による取り組み

・キッズスペースゆうあいの３事業所は、それぞれの事業所の特徴を活かしながら、療育
プログラムでの連携や、合同イベント、合同での所外活動を行っています。多くの子ども
さんとの交流の機会をつくり、より幅の広い活動体験を提供しています。

●土曜日・長期休み時の所外活動

法人の事務局長の田中です。

・第１キッズ、第３キッズでは土曜日に
午前から運営しております。長期休み
時は、３事業所とも午前からの運営で
す。利用時間が１日となる土曜、長期
休み時においては、午後の半日、車や
バス、鉄道を使った所外活動を基本に
しています。見聞を広め、様々な社会
体験を得る機会としています。

キッズでは全 体を見 渡す
役割。キッズ通信の編集長
でもあります。

春のバス遠足
夏まつり

作品展示会

クリスマス会

路線バスでお出かけすることも
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職員の体制

●中心スタッフの略歴

●スタッフについて

・資格保有者：教員免許-５名　介護福祉士-3名　社会福祉士-２名　
精神保健福祉士-２名　保育士-４名  　ヘルパー２級または介護職員初任者研修-７名
・児童発達支援管理責任者を除き、１人の指導員が児童１名～３名（平均２名）を担当。
・その日の利用者数にあわせてスタッフ数を調整していますが、例として10名の利用の場
合、管理責任者を除き平均5名～７名のスタッフ配置となるシフト組をしています。
・フロアで児童に接するスタッフのほか、送迎を専門とする送迎スタッフがいます。

●研修体制について

・スタッフは、計画的に障がい児の支援
発達に関わる研修を所内及び所外にお
いて参加させています。
・避難訓練や、救急訓練、虐待防止研
修も定期的に行っています。

当法人理事・事務局長／一級建築士／
当法人障がい者就労支援事業管理者

田中隆一第１、２キッズ管理者
／キッズ全体責任者

当法人職員／保育士／城北地区あったかスクラム
代表／子どもにダウン症の男の子

田中佐智子第１キッズ児童発達
支援管理責任者

当法人職員／介護福祉士／社会福祉士／
精神保健福祉士

石原慎也第２キッズ児童発達
支援管理責任者

法人代表
（非常勤）

三輪利春 当法人理事長／全盲の視覚障がい者／松江市視
覚障がい者福祉協会会長／島根県盲導犬ユー
ザーの会会長／島根NPO連絡協議会代表幹事

青山修一 当法人理事／法人の会計責任者／障がいのある
子どもの音楽活動「たのしい楽団」世話役／介護
職員初任者研修

第３キッズ管理者兼
児童発達支援管理
責任者／キッズ全体
実務責任者

アドバイザーの難波です。子どもた
ちの療育について、いろいろアイデ
アをだしますよ！
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３つのキッズスペースゆうあい

●キッズスペースゆうあい　３事業所ごとの特色

●集団活動プログラムのイメージ

第１キッズスペースゆうあい
住所 北堀町３５－１４ 北堀町５９－２ 西川津町４０８－７
管理者 田中隆一（法人理事／事務局長） 田中隆一（法人理事／事務局長） 青山修一（法人理事）
児童発達支援
管理責任者

田中佐智子 石原慎也 青山修一

運営曜日 平日／土曜／学校休日
１７：３０～１９：００延長あり
（日中一時支援事業）

平日／学校休日 平日／土曜／学校休日

・生活訓練（トイレ、着席など）
・運動訓練
・コミュニケーション訓練
・創作活動、音楽活動
・食育
・就労に向けて作業体験

・友達との遊び、さまざまな
 遊び経験の拡大
・社会体験（買い物、交通
 ルール、外出時のマナー）
・食育
・創作活動、音楽活動
・就労に向けて作業体験

・社会体験（買い物、バス乗降、
 危険予知、地域清掃など）
・聴覚障がい児のコミュニケー
 ション向上
・運動

・鉄筋コンクリート建築の２階。
 ワンフロアーをアコーディオ
 ンカーテンで仕切っている。
・トランポリン、運動マット、
 バランスボール
・隣接してスーパーマーケット、
 城北公民館。

・住宅地にある民家の１、２階。
・２階に学習専用の部屋。
・庭あそびができる。
・第１キッズとは徒歩５分ほどの
 距離。
・近くにスーパーマーケット、
 城北公民館、子守稲荷神社。

・住宅地にある平屋の民家。
・庭あそびができる。
・バスケットゴール２基。
・近くに楽山公園、河川敷の遊歩
 道あり。北公園が徒歩圏内。
・第１キッズとは車で５分程度。

中心となる
療育メニュー

施設・
周辺環境

第2キッズスペースゆうあい 第3キッズスペースゆうあい

集団プログラムのメニュー
（日替わりで毎日１５分～３０分程度） 第１デイ

運動遊具あり 散歩、庭活用 散歩、庭活用

手話スタッフ

平日もあり

第２デイ 第３デイ

IT学習
 ・iPadの学習ゲーム　・任天堂DSを使った文字会話
 ・プロジェクタを使った映像クイズ　・パソコン学習ソフトなど

運動
 ・マット運動、体操、平均台、トランポリン、掃除
 ・リズム遊び、ボールを使った遊び

食育
 ・ホットケーキ、ピザパンづくり
 ・たこ焼きづくり、そばうち　など
創作活動、音楽
 ・月テーマ（ひな祭りなど）の創作　・絵画　・習字　・リズムあそび
 ・オリジナル紙芝居づくり、紙や粘土を使った工作

言葉の学習
 ・読み聞かせ、文字の勉強
 ・手話の勉強（簡単なことば、あいさつなど）
 ・盲導犬とのふれあい

所外活動
 ・買い物体験、図書館での読書、公園、城山などへの散策
 ・公民館でのブランコ、すべり台、ボール遊び
 ・プール（夏休み）、バス、電車乗車体験　など
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●第１・２キッズMAP

第１キッズ児童発達支援管
理責任者の田中です。生活
訓練を中心に、楽しいプログ
ラムを提供しています。

●ゆうあい文庫

障がい児の療育、子育
てに関する書籍を収集、
蓄積しており保護者の
みなさんに貸出をしてい
ます。

第１キッズ

第２キッズ第２キッズ
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第２キッズ児童発達支援管
理責任者の石原です。友達
と一緒に取り組めるプログ
ラムを提供しています。

子どもへの接し方 ～キッズスペースゆうあい１２の心得～

●子どもの障がいを可能な限り理解するよう努める。
●1日に１回以上、必ず褒める。いいことをしたときだけでなく、悪いことをしなかった
　ときにも。
●叱るときにははっきり叱る。あいまいな叱り方をしない。
●抱っこなどのスキンシップは、年齢相応にルールを決める。
●子どもが不安感を持ったとき、問題行動を起こしたときなど、その都度原因を明確
　にし、次の対応に生かす。
●複数の子どもがいっしょに過ごす時間をつくり、コミュニケーション力を養う。
●その日のスケジュールを明確にし、最適なプログラムを用意する。
●学びの時間、遊びの時間を適切に組み合わせる。
●その子どもに適した教材、遊具を準備し使いこなし、IT機器も活用する。
●子どもに対して、スタッフ間でのていねいな言葉づかいをする。
●障がいの種類、程度にかかわらず、その子の年齢に応じた話し方をする。
●子どものプライバシーを守る。



キッズ全体の実務管理をし
ている青山です。
たのしい楽団の世話人とし
ても子どもたちの様子を見
守っています。

●第３キッズMAP
●キッズ通信・ホームページ

日々の活動を「キッズ通信」とし
て毎月発行、利用者さまに配布
しています。バックナンバーはＨＰ
からご覧になれます。
http://pjui .com/day
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キッズスペースゆうあい みんなの約束
やくそく

お気軽にお問い合わせください　ご相談・施設の見学はいつでもうけたまわります

特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい（法人本部）松江市北堀町35-14　電話 0852-32-8645
FAX 0852-28-1116　mail: info@project-ui.com　http://www.project-ui.com/

第１キッズ：松江市北堀町35-14　電話 0852-26-6345  （PHS）070-5523-2220　

第２キッズ：松江市北堀町59-2　電話 0852-24-9979  （PHS）070-5671-3951　

第３キッズ：松江市西川津町1408-7　電話 0852-24-0911  （PHS）070-5055-0852

１．あいさつ「こんにちは」「さようなら」「いただきます」

　「ごちそうさま」をしっかり言います

２．うれしいことをしてもらったときは「ありがとう」を言います

３．いけないことをしたときは「ごめんなさい」とあやまります

４．みんなとなかよくします

５．みんなと楽しく いっしょに遊びます

６．みんながよろこぶことを 進んでします

７．じぶんよりも小さい子や弱い子を助けます

８．ものを大切にし 使ったものはかたづけます

９．好きなこと 得意なことにどんどん取りくみます

い

たの あそ

すす

よわ たすちい

たいせつ

す とくい と

い

つか

ここ

い

●言えるといいな
い

１０．みんながいやがることは 言いません しません

●中高生プログラム～学齢期以降の生活に向けて～

・第１キッズから第３キッズまで中学生、高校生
の子どもさんを対象にした「中高生プログラ
ム」に取り組んでいます。プロジェクトゆうあい
では障がい者就労支援事業に取り組んでいま
すが、その事業メニューを生かした古本のク
リーニングや、みしまやの本棚への古本補充、
パソコンの訓練や公民館での料理教室、園芸
活動など、将来の就労に向けて多彩な体験活
動を行っています。

パソコンの勉強の様子

●できるといいな

●やったらだめよ
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