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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

社会福祉法人戸田蕨福祉会は、戸田市、蕨市との共同での施設建設協議を経て昭和

５３(1978)年３月に設立、４月にあすなろ学園は知的障害児通園施設としてスタート

しました。平成２４(2012)年４月に福祉型児童発達支援センターとしての位置づけを

行い、保育所等訪問支援、特定相談支援事業、障害児相談支援事業を順次開始し、現

在の地域支援事業にとつながっています。 

あすなろ学園は、戸田市、蕨市からの支援のもと、この４４年という年月を子供た

ちや保護者と共に重ねてきましたが、障がい児を取り巻く環境の変化に対応した事業

の展開と、４０年以上経過している施設の更新も課題となっています。そのため、今

後の役割と施設面の整備について検討し、戸田市、蕨市、両市の児童発達支援センタ

ーとして、現時点での方向性を明らかにし将来の目標に向かうために計画を策定する

ものです。 

 

２．計画の期間 

   令和４（2022）年４月から令和 14（2032）年 3 月までの 10 年間を大きな方向性を

示す長期計画とします。その中で 5 年単位の計画期間で、前期計画（令和 4（2022）

年度～令和 8（2026）年度）と後期計画（令和 9（2027）年度～令和 13（2031）年度）

を策定します。 

本計画では、前期計画として５年間の計画期間とし、令和７(2025)年度・８(2026)

年度に後期計画の策定を行います。なお、建物の更新・整備については、昭和 53

（1978）年の建設から約 60 年後の令和 21（2039）年度を実施の目安とし、前期計画

の中で課題の整理などを行い、後期計画で具体的な計画とします。 

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

(令和4年) (令和5年) (令和6年) (令和7年) (令和8年) (令和9年) (令和10年) (令和11年) (令和12年) (令和13年)

長期計画

前期計画

後期計画
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２章 基本的な考え方 

１．基本理念 

出あい、支えあい、つながりあう あすなろ学園 

～三つの”あい“を大切に～ 

 

基本理念は、これまでの学園で継承されてきた「ていねいさ（児童、家族の全体像の

把握）」、「あたたかさ（強みを引き出す、共感）」、「つながり（連携して児童、家族を支

える）」をベースにしています。また、三つの「あい」には、子どもたちへの愛（あい）、

人との向き合い（むきあい）、出会い（であい）の場を作るなどの意味も込められてい

ます。 

２．支援の理念 

（１）支援の理念 

三つの豊かさ（遊び・心・やりとりの豊かさ）を育てるあすなろ学園 

 

学園の支援の歴史の中で大切にしてきた「幼児期らしい生活や遊び作り」、「意欲や感

情の育ち」や「信頼関係や社会性の育ち」など、生きる力の土台となる支援目標を表し

ています。 

 

（２）支援の基本目標    

  ①次のライフステージを見通した支援 

②専門性にもとづく支援 

③連携した支援 

④子育て応援団としての支援 

 

３．計画の基本方針と長期目標 

 （１）計画の基本方針 

  

  ①児童発達支援センターの基本的役割としての計画 

 国の「児童発達支援ガイドライン」の中で、児童発達支援センターには、発達支援

と家族支援、地域連携という役割を果たすための専門性の発揮と地域の中核的な支援

機関としての役割が期待されています。就学前児童を対象とした通園事業は、就学後
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の支援も求められ、地域支援事業は家族と地域の関係機関をつなぐ支援として重要さ

を増しています。本計画でも児童発達支援センターの役割を軸とした計画とします。 

 

②地域の児童や施設状況及び保護者ニーズなど環境変化に応じた計画 

戸田市、蕨市では乳幼児数の減少傾向がみられ、併せて、幼稚園、保育園で障がい

児の受け入れ体制が整ってきたことや、児童発達支援事業所の新設が進んできたこと

により、通園児童数が年によっては横ばいとなっています。一方で、他施設での受け

入れ児童数の増に伴い、地域支援の対象児童数は増加傾向にあります。そのため、各

事業に占める児童数の変化を考慮した上で、今後の事業展開を図っていく必要があり

ます。 

 

 ③戸田市、蕨市の障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画等に沿った計画 

  戸田市、蕨市、両市において、第１期障がい児福祉計画（平成 30（2018）年度から

令和 2（2020）年度）と、第２期障がい児福祉計画（令和 3（2021）年度から令和 5

（2023）年度）が策定され、あすなろ学園は、それぞれに児童発達支援センターとし

ての記載があり位置づけられています。このため、戸田市、蕨市の障がい福祉計画、

障がい児福祉計画での基本方針や成果目標に沿った計画とします。 

 

④将来的な施設の更新を見すえた計画 

   あすなろ学園は、昭和 53（1978）年に開園し、令和 3（2021）年度には築 43年の経

過となります。今後、およそ 20年以内には、施設の老朽化による建て替えなどによる

更新が考えられることになります。そのため、本計画では施設の更新にあたり課題の

整理を行い、手法やスケジュールなど具体的なことを後期計画の中で検討するための

準備を行います。 

 

（２）長期計画（10 年間）の目標 

  ①療育の専門性を高めるとともに、地域支援事業で対象年齢の拡大を目指します。 

 ②新たな支援（個別療育やペアレントトレーニングなど）について導入の検討をします。ま

た、他の児童発達支援事業所との情報共有や研修実施などを目指します。  

 ③医療的ケア児の受け入れについて検討し、保護者の負担軽減を目指します。  

  ④人材確保と人材育成の体制を整備し、人材の充実を図ります。 

  ⑤情報化への対応に努め、情報提供の充実と支援情報の発信に努めます。 

  ⑥施設の更新を検討し、施設整備に必要な計画を整えるなど、建替えなどに向けた準

備を行います。 
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第３章 あすなろ学園の現状と課題 

 あすなろ学園での各事業における支援の強みと課題を確認し、今後の継承すべきこと

と課題を以下のとおり示します。 

  現状（強み、課題） 今後（継承と課題、方向性） 

児童発達支

援事業 

療育内容 

・特徴をもった児童発達支援事業所が数多

く設立されている。 

・あすなろ学園の退園児の発達から、親子

の愛着、大人との信頼関係など関係作り

を軸にした支援が、子どもの理解や模

倣、表現や社会性の育ちにつながったこ

とがわかる。 

・幼児期、学童期の全体的な発達（運動、理解、言

語や社会性、感情など)とその時期特有の遊びと

生活を豊かに育てることを目標として、小集団を

基礎とした療育内容を創造し、保護者ニーズとし

て高まっているグループ療育や個別療育を職員体

制の充実とともに検討する。 

支援対象 

・通園先の多様化により、通園児の減少傾

向も見られる。 

・医療的ケア児を親子通園で受け入れてい

る。 

・支援対象の拡大（２歳児通園や併用通園）につい

ても検討課題である。 

・医療的ケア児の支援について検討する。 

家族支援 

・家族全体を視野に丁寧に支援すること

で、家族、保護者との信頼関係の土台が

できている。 

・他機関と連携した就学・就園支援体制が

ある。 

・諸外国からの家族が増加し、発達の問題

を抱える児童の相談が増加傾向にある。 

・保護者会活動の歩みもあった中、働く保護者の増

加や価値観などの変化により、活動の在り方や内

容の縮小を検討する。 

・諸外国からの家族に対して、育児支援や障がい理

解における日本語による助言の困難さがある。 

地域支援事

業 

・学童期への移行に向けて、保護者から支

援の継続希望がある。 

・関係機関との連携（図 1 参照） 

・学園公開や、連携して学ぶ場づくり（実

践交流会など）の開催 

・保育所等訪問支援の学童期までの拡大に向けて、

発達等の研究と人材確保が求められる。 

・関係機関と連携し、施策・事業などを検討する場

への参加 

・ホームページ等の情報提供の充実 

職員の支援

の質の向上 

・ケース会や内部研修の充実を図ってき

た。 

・外部研修や実地研修の検討や、日常の療育体制の

中で参加できる体制の検討 

・専門職（言語聴覚士、心理士等）の人材確保の検討 

・職員のメンタルヘルス対策 

施設整備 ・経年劣化による老朽化がみられる。 

・令和２年４月より約 20 年後（築 62 年）の令和

21（2039）年を目途に、建て替えなどを計画す

ることが必要 
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あすなろ学園 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【図 1】 あすなろ学園と関係機関 

 

  

保健師・ケースワーカー 

<戸田市・蕨市> 

 地域の保育園・幼稚園 ボランティア 

<戸田市社会福祉協議会など> 

 

 

 

・カンガルー通園 

・定期連絡会 

・ケース連絡会 など ・学園公開  

・巡回相談  

・保育所等訪問 など 

・ボランティア体験 など 

 

教育・福祉・保育行政 

<戸田市・蕨市> 

 

 

・戸田市障害者施策推進協議会 

・蕨市地域自立支援協議会 など 

戸田わかくさ会等

他の事業所 

・実践交流会 など 

南児童相談所・南部 

保健所 など 



6 

 

第４章 前期計画 

１．事業展開 

（１）児童発達支援事業（通園事業）と地域支援事業  

各事業において、令和 8（2026）年度までの 5 年間で行う支援の概要を以下のとおりと

します。 

 

①児童発達支援事業（通園事業）   

支援項目 内 容 目標達成年度 

親子通園のあり方

の検討 

働く保護者の増加や保護者負担の軽減のため、

親子通園の頻度や支援内容について検討する。 

令和 4 年度 

個別的療育の試行

と実施 

 

 

保護者の療育ニーズを考慮し、児童個々の興味

に沿った教材や遊びを通じたやりとりをプログ

ラム化し、親子通園時に職員が提供・支援す

る。 

令和 4 年度 

（試行） 

上記のような個別の親子プログラムの提供だけ

でなく、単独通園時においても職員が個別療育

プログラムを定期的に児童に実施・支援する。 

令和 5 年度 

個別的療育の検証

と療育プログラム

の充実 

 

上記の個別療育実践を振り返り、個別的療育の

検証とあすなろ学園としての集団・グループ・

個別など形態別の支援方法・プログラムの体系

化を図る。 

令和 7 年度 

家族支援プログラ

ムの充実 

 

家族支援の充実のため、学園としてのペアレン

トプログラムを作成し、家族支援の体系化を図

る。 

令和 7 年度 

医療的ケア児の支

援の検討 

障害児福祉計画などの動向をふまえて、今後の

支援の在り方を検討し、保護者支援の充実を図

る。 

令和 8 年度 

  

【数値目標】令和 8 年度までの達成目標 

通園児童数 40 名（定員の維持） 

個別的療育 各児童につき月 1 回程度（児童の状況により異なる） 
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②地域支援事業   

支援項目 内 容 目標達成年度 

保育所等訪問支援

の対象一部拡大 

 

移行支援として、訪問支援の継続利用児を中心

に、小学1年生まで対象を拡大し、学校のニーズな

ども把握する。 

令和 4 年度 

(一部拡大) 

専門職（言語聴覚

士等）の採用と活

用 

巡回相談、保育所等訪問支援の質的向上を図るた

め、支援対象を拡大する際などに、非常勤の専門

職を採用し、活用していく。 

令和 5 年度 

障害児相談支援の

対象拡大 

 

 

 

保育所等訪問支援の対象拡大も視野に、計画相談

対象を小学 3 年生まで段階的に拡大する。 

※令和 3年度に、移行支援として小学 1 年生まで対

象を拡大したが、幼児期から学童期へと継続性を

もった支援を目指し、さらなる拡大を検討する。 

令和 7 年度 

保育所等訪問支援

の対象拡大 

 

小学１年生までの一部拡大を検証し、発達の節目

などから小学３年生までを目安として対象を検討

し、拡大を実施する。 

令和 8 年度 

 

【数値目標】令和 8 年度までの達成目標 

障害児計画相談数 

（小学 3 年生まで拡大） 

児童数 年間 70 名 

  内訳：就学前 60 名 小学生 10 名 

保育所等訪問支援 

（小学 3 年生まで拡大） 

児童数 20 名(月 1 回程度を基本、年間 200 回) 内

訳：就学前 15 名 小学生 5 名 

巡回相談 

(埼玉県療育等支援事業) 
訪問数 35 施設 年間 70 回（年 2 回程度の訪問） 

発達相談(埼玉県療育等支援事

業) 、親子相談 
年間件数 90 件 

 カンガルー通園利用登録数 

(埼玉県療育等支援事業) 
年間登録世帯 50 世帯 (延べ人数 800 人) 

在宅支援訪問療育事業 

(埼玉県療育等支援事業) 

年間児童数 20 人 

 (観察訪問 18 人/医ケア児 2 人) 

  

（２）人材の確保と育成 

①支援充実のための専門的職員の採用 

②人材確保と定着に向けた工夫  

③職場内研修の充実とシステム化 

④外部研修の積極的な活用 

⑤他の児童発達支援センターとの職員交流 
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（３）情報提供の充実 

①保護者との連絡への ICT 活用 

②情報発信の充実 

 

２．施設の更新  

  あすなろ学園園舎は、昭和５３(1978)年３月に竣工し、建築後 44年が経過しようとし

ています。平成 5（1993）年度に大規模修繕工事、平成 25(2013)年度に耐震補強工事を

行いましたが、経年劣化による老朽化が進んでおり、検討が必要となっています。令和

２年４月より約 20 年後（築 62 年）の令和 21（2039）年を目途に、建て替えなどを計画

することが妥当と考え、前期計画、後期計画の中では、課題を整理したうえで、基本構

想、基本計画を策定していくこととします。 

なお、建物の更新にあたっては両市との協議を行い進めていきます。市内施設の計画

にも注視し、前期計画の中ではさまざまな方向から検討し、更新についての方針など基

本構想に向けて検討し、後期計画へとつなげていきます。 

 

＜前期計画の内容＞ 

①課題整理 

 課題としては、場所の決定と更新方法があります。  

現在地での建て替え 躯体を残して行う工法で建て替え

敷地内の既存の場所か

敷地内の別の場所に新たに建てるのか

新たな場所を確保し

移転しての建て替え
場所の確保などの課題がある。

仮移転用地と施設の確保が必要で、

給食提供が必須なことから、

仮の施設整備にも経費がかかることが予想される。

 

 

②スケジュールの概要決定 

 建て替えなどに向けては、基本方針、基本構想、基本計画を検討し、その後、基本

設計、実施設計等へと進んでいきますが、前期計画では、課題を整理したうえで、そ

れらのスケジュールの概要を決定していきます。 

 

③資金計画の検討 

現時点では詳細が未定であることから、現施設の再取得を行った場合の費用額を算

定し、今後の積立などについて計画します。課題は下記のとおりです。  
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・事業費については再取得額を上回る額が予想されること 

・再取得額以外にも土地整備費用の負担がかなりある見込みであること 

・積立には厳しい状況があること 

・法人資金額を活用するも、費用全額を法人でまかなうことは困難なこと 

→国庫補助金の活用、福祉医療機構などからの借入金の検討 

戸田市・蕨市と補助金について協議の必要  

上記の進め方は、法人内で検討委員会を設置、両市の関係課を含めて協議し検討します。 

 

３．計画の推進に向けて 

計画の推進を図るうえで、毎年度の進捗確認を行い、評価を行っていきます。その評

価に基づき、修正が必要な場合は見直しを実施し、改善を図っていきます。 

さらに、次の後期計画へと引き継ぐために、前期計画の実施状況を評価したうえで、令

和 7（2025）年度から検討、令和 8（2026）年度に後期計画を策定することとします。 
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