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総　  評

◇更なる改善が望まれる点

◇特に良いと思われる点

●子どもに寄り添った丁寧な支援が出来ています
会社の理念を念頭に、全職員が利用者本位の考えを持って一人ひとりに丁寧に支援しています。子
どもが安心して自分自身の思いを表現して生活できるよう、子どもに寄り添った支援と見守りを行
なっています。

●多くのスペースを有効活用して自主性・協調性を育んでいます
当施設は３階建ての学童クラブで、１階のプレイルーム、2・３階のなかよしスペース、宿題・お
やつスペース、ゆったりスペースなどがあり、学童の一人ひとりの個性に合わせて居心地良い居場
所となっています。館内の「思いやりの樹」には子ども一人ひとりが「ありがとう」のメッセージ
を張り付け、思いやりの気持ちを持つ生活を育くんでいます。
　
●地域との連携を積極的に深めています
学童クラブはサービス利用者が限られており、一般に開放された施設ではない中、地域の様々な活
動に積極的に参加しています。高輪児童館の行事や地域児童施設合同行事、あっぷリング高輪、桂
坂を花いっぱいにする活動などに参加したり、地域を知る桂坂探検隊、地域清掃のグループ桂坂ク
リーン隊加入参加など、地域行事との連携を深めています。

●学童クラブの宣伝活動をより積極的に取り組むことが望まれます
通りに面したビルの中に学童クラブがあるということを、地域住民がまだ認識できていない現状が
あります。地域に浸透した学童クラブとして存在を知らせるためにも、人目につきやすい玄関やビ
ルの壁面を有効活用してポスターやおたよりを貼るなど、壁面装飾等の工夫を図ることが望まれま
す。

●保護者会や入会説明会を積極的に利用して、保護者同士の交流のきっかけ作りとなれるよ うな
工夫が望まれます
学童クラブという特性上、保護者の交流の機会がなかなか得られない現状がありますが、入会説明
会や保護者会といった保護者の集まれる機会を活用し、保護者同士がお互いに交流するきっかけと
してグループワークの手法を取り入れる等、プログラム内容の工夫が望まれます。



a 評価項目を実施している

b 評価項目を実施しているが十分ではない

c 評価項目を実施していない

通番 評価

1 ①　理念が明文化されている。 a

2 a

3 ①　理念や基本方針が職員に周知されている。 a

4
②　理念や基本方針が利用者等に周知されてい
る。 a

評価

5 ①　中・長期計画が策定されている。 a

6
②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定さ
れている。 a

7 ①　計画の策定が組織的に行われている。 a

8 ②　計画が職員や利用者に周知されている。 a

詳 細 講 評

　　Ⅰー２　計画の策定

評価項目

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

　評　価　基　準

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

　　Ⅰー１　理念・基本方針

評価項目

 ② 理念に基づく基本方針が明文化されている。

（１）　理念、基本方針が確立されている。

コ　メ　ン　ト　

全職員にライフサポート理念の配布を行っています。
ホームページでも経営理念などが示されています。
基本方針は、児童育成の理念を基に作成し、児童育成パ
ンフレット等に記載されています。

職員はライフサポート理念を携帯することで、いつでも
理念の確認ができるようにしています。また、入社時の
研修、リーダー会議、毎日の朝礼やミーティングの際に
確認もしています。
利用者には、施設見学や入会説明会の際に、説明を行っ
ており、室内掲示も活用して周知に努めています。

（２）　計画が適切に策定されている。

児童育成基本方針に基づいた事業計画は、子どもや保護
者からのアンケート、子ども会議や保護者会等で出た意
見を参考に、年度当初に決定し作成されています。
年間目標、月ごとの運営目標、子どもの目標を定め、
中・長期計画の実行がされています。

年間計画の策定にあたっては、子どもや保護者からのア
ンケート、こども会議、保護者会等での意見を参考に、
職員会議で年間プログラムや月間プログラム計画を策定
しています。
事業計画書は、全職員に配布されるとともに、ファイリ
ングをすることで計画が振り返られるように工夫されて
います。利用者には、年度の初めに年間プログラム、ク
ラブだよりで月間プログラムの配布をしています。ま
た、保護者会や室内掲示でも周知されるように配慮して
います。

コ　メ　ン　ト　



評価

9
①　管理者自らの役割と責任を職員に対して表
明している。 a

10
②　遵守すべき法令等を正しく理解するための
取り組みを行っている。 a

11
①　質の向上に意欲をもち、その取組に指導力
を発揮している。 a

12
②　経営や業務の効率化と改善に向けた取組に
指導力を発揮している。 a

評価

13
①　事業経営をとりまく環境が的確に把握され
ている。 a

14
②　経営状況を分析して改善すべき課題を発見
する取り組みを行っている。 a

15 ③　外部監査が実施されている。 a

Ⅱ－１　経営状況の把握

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ　組織の運営管理

（１）経営環境の変化等に適切に対応している。

評価項目

Ⅰー３　管理者の責任とリーダーシップ

評価項目 コ　メ　ン　ト　

コ　メ　ン　ト　

指導員マニュアルの中で管理者の役割と責任が明記さ
れ、リーダー、サブリーダーには別に研修が行われてい
ます。全職員へは、ミーティングを通じて周知していま
す。
職員が順守すべき法令や倫理等に関しては、コンプライ
アンス研修のほか、コンプライアンス・チェックシート
を活用して確認をする取り組みがされています。

子どもや保護者が学童クラブを安心して利用することが
できたり、利用者にとって安全に運営されることを考
え、毎月の職員会議で計画を検討し、決定しています。
日々の朝礼、終礼の中でサービス内容を評価、見直しを
行っていますが、同時に職員の意識を正したり、指導を
行い、リーダーシップを発揮しています。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

毎月開催される本社との会議や学童クラブ事業連絡会、
高輪児童館主催の地域懇談会などを通して、学童保育を
取り巻く環境の情報を収集するほか、小学校担任との連
絡会や地域団体会合から、地域情報の収集をしていま
す。
毎月の利用児童数の把握、事業費の収支状況などを記し
た使用状況報告書によって、課題を抽出し、その分析の
もと改善策に取り組むことにしています。
事業所の監査は、外部監査機関ではなく、法人の外部税
理士による監査を行っていますが、区に提出する「おや
つ代」の監査は、保護者が行っています。



評価

16
①　必要な人材に関する具体的なプランが確立
している。 a

17
②　人事考課が客観的な基準に基づいて行われ
ている。 a

大

18
①　職員の就業状況や意向を把握し必要があれ
ば改善する仕組みが構築されている。 a

19 ②　福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。 a

20
①　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示
されている。 a

21
②　個別の職員に対して組織としての教育・研
修計画が策定され、計画に基づいて具体的 な
取り組みが行われている。

b

22
③　定期的に個別の教育・研修計画の評価・見
直しを行っている。 a

23
①　実習生の受入れに対する基本的な姿勢を明
確にし、体制を整備している。 ー

24
②　実習生の育成について積極的な取り組みを
行っている。 ー

（１）　人事管理の体制が整備されている。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２　人材の確保・育成

評価項目

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

コ　メ　ン　ト　

当施設は区との委託契約で運営されており、実習生の受
入れは業務に含まれていません。今後、放課後児童指導
員育成などで実習が必要とされた場合の体制はできてい
ます。

当施設の人事管理は、法人の体制のもとに進められ、区
の求める条件を適えた人材を採用、そのスキルを持つ人
材を事業所に配置しています。毎月リーダーとサブリー
ダーには人事研修が行われ、管理者用の「人事の手引
き」によって、職員の自己申告の実施、勤務状況調査、
人事考課、個人面談などが行われています。
年２回の人事考課にあたっては、一定の基準により客観
的で的確な考課ができるよう、考課者向けの研修を義務
付けして、公正な人事を目指しています。

全職員対象の「自己申告書」をもとに、年２回リーダー
との面談、本社スーパーバイザーとの面談が行われ、そ
こで職員の就業状況、意向を把握しています。勤務シフ
トや勤務時間などの改善要望があれば柔軟に対応してお
り、急な欠勤対策では「ヘルプ」制度での対応をしてい
ます。福利厚生では、社員寮、誕生日休日、リゾートト
ラスト利用などがあります。また「メンタルヘルスケ
ア」に力を入れ、ストレスチェック、カウンセリング、
従業員支援プログラム導入などを充実させています。

当施設の職員として目指すべき像は、法人の「ライフサ
ポート理念」にある社員像として描かれています。研修
の基本姿勢として、社員に求められる能力、知識を身に
着けることがあげらています。全職員対象のコミュニ
ケーション研修、リーダー・サブリーダーを対象とした
「リーダーシップ能力開発研修」など各種研修が年間計
画として立てられ、実施されています。
職員一人ひとりの個別研修計画は作成されていません
が、目標管理制度による目標設定、年３回の上司との
個々人の面談では、長期的視野に立った職員のキャリア
形成を目論んだ育成を念頭に話し合われています。



評価

25
①　緊急時（事故、感染症の発生時など）の対
応など利用者の安全確保のための体制が整 備
されている。

a

26
②　利用者の安全確保のためにリスクを把握し
対策を実行している。 a

評価

27
①　利用者と地域とのかかわりを大切にしてい
る。 a

28
②　事業所が有する機能を地域に還元してい
る。 a

29
③　ボランティア受入れに対する基本姿勢を明
確にし、体制を確立している。 a

30 ①　必要な社会資源を明確にしている。 a

31
②　関係機関等との連携が適切に行われてい
る。 a

32 ①　地域の福祉ニーズを把握している。 a

33
②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行
われている。 a

地域の学校、児童館、児童施設との関わりを重視してお
り、他施設・機関との合同行事等への参加を積極的に
行っています。ビル内の施設であり子どもたちが体を
使って自由に遊ぶには限界があると思われますが、近隣
の大学施設（アリーナ）で子どもカレッジとして開放さ
れているプログラムにも参加することで地域との交流機
会が増えています。その他、地区の祭りではダンスを披
露するなど、地域との様々な触れ合いの場を持っていま
す。地域の講師をボランティアとして招き、牛乳パック
等を使って貯金箱の製作なども行いました。
学童クラブは本来、地域に開放する目的で設けられた施
設ではないため、安全確保の面からも機能の地域への還
元は最小限に抑えられるべきです。近隣保育園児等との
交流が図られています。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４　地域との交流と連携

コ　メ　ン　ト　

安全対策チェックリストに従って、毎月２回以上サービ
ス全般にわたる安全確認を行っています。日常の安全確
保、不審者侵入時の対応、登室時・帰宅時の安全確認等
を実施しています。緊急時の子どもたちへの対応方法に
ついては、詳細を記載した資料を全ての保護者に配布
し、周知を図っています。アレルギー対策についても、
全職員が講習を受け、適切な対応が出来るように取り組
んでいます。

Ⅱ－３　安全管理

評価項目

地域の児童館との連携を強くしており、児童館主催の地
域懇談会や保護者会に出席することで、新しい情報を得
ることもあります。子どもたちを児童館のプログラムに
参加できるようにした結果、新しい取り組みが当クラブ
で始まった例もあります。「君もコマ名人になろう」と
銘打った児童館での取り組みに参加した結果、当クラブ
でもコマクラブが始まりました。

評価項目

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

（１）利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。

コ　メ　ン　ト　

区所管課や管轄支所等の行政機関をはじめ、学校、幼稚
園、保育園などと緊密に連携して質の高いサービス提供
に取り組んでいます。登室時や帰宅時が子どもたちに
とっての危険が存在します。職員がその存在をはっきり
見せて街頭で送迎することが、安全確保の大きな力とな
りますので、警察等とも連携して、一層の安全確保の推
進を期待します。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。



評価

34
①　利用者を尊重したサービス提供について共
通の理解をもつための取組を行っている。 a

35
②　利用者のプライバシー保護に関する規程・
マニュアル等を整備している。 a

36
①　利用者満足の向上を意図した仕組みを整備
している。 a

37
②　利用者満足の向上に向けた取り組みを行っ
ている。 a

38
①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整
備している。 a

39
②　苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・
機能している。 a

40
③　利用者からの意見等に対して迅速に対応し
ている。 a

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

（２）利用者満足の向上に努めている。

子どもの学年により、低学年、中学年、高学年にグルー
プ分けし指導目標を定めて、職員間で共有しています。
低学年生に対しては行事等を通じて基本的生活習慣が身
に付くように指導しています。中学年の子どもに対して
は、目的を持ち仲間と仲間とやり遂げる力の養成を、高
学年の５～６年生については行事を企画したり自ら運営
することで、自信や意欲が養われるように支援していま
す。個人情報やプライバシー保護についての取組みは徹
底しています。

（３）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

コ　メ　ン　ト　評価項目

夏休み前と事業年度末の年に２回、保護者会を行ってい
ます。登録者数１２０名余り、約１００世帯の内４０～
５０人の保護者の参加があります。夏休みの過ごし方
や、年度末には１年間の活動報告に合わせてクラブでの
子どもの様子をスライド上映しています。その他、子ど
も会議や意見箱の設置等もしていますが、これらの機会
を通じて利用者意向の把握を行い、新しいテーマが発掘
された場合にはプログラム計画書を起案して導入を図っ
ています。

利用者からの意見や苦情に対しては、苦情対応マニュア
ルに従って解決に取り組みます。当クラブはビルの１～
３階のフロアを使ってサービスを提供していますが、具
体例としては窓からの子どもの転落防止について対応策
を講じました。保護者から非常脱出口のある窓部分から
の転落の危険性が指摘されました。建物の構造に関わる
部分であるため、区所管課と連携して窓に安全策を講じ
ることで、利用者の危惧の解消を図りました。日常業務
で生じる様々な意見・苦情に対しては、出来る限り当日
中に対応、解決することを基本としています。



評価

41
①　サービス内容について定期的に評価を行う
体制を整備している。 a

42
②　評価の結果に基づき組織として取り組むべ
き課題を明確にしている。 a

43
③　課題に対する改善策・改善計画を立て実施
している。 a

44
①　個々のサービスについて標準的な実施方法
が文書化されサービスが提供されている。 a

45
③　標準的な実施方法について見直しをする仕
組みが確立している。 a

46
①　利用者に関するサービス実施状況の記録が
適切に行われている。 a

47
②　利用者に関する記録の管理体制が確立して
いる。 a

48
③　利用者の状況等に関する情報を職員間で共
有化している。 a

Ⅲー３　サービスの開始・継続

評価

49
①　利用希望者に対して活動選択に必要な情報
を提供している。 a

50
②　サービスの開始にあたり利用者等に説明し
同意を得ている。 a

（２）提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

クラブだよりや室内掲示を通じて、プログラムの告知や
活動内容の周知に努めています。また、希望者の見学に
も常時対応しています。毎年３月には、新入予定者への
説明会も開催し、入会説明会では資料を配布したり、港
区のホームページにも概要を掲載する等、情報開示を積
極的に行っています。
利用案内を配布した上で、説明会や面談を実施し、保護
者に必ず口頭で説明を行い、同意を得ています。また、
個人情報や写真掲載に関しても同意書に署名してもらう
など丁寧な対応がされています。

Ⅲ－２　サービスの質の確保

クラブでは毎月十数種類のプログラムが実施されていま
すが、桂坂クリーン隊と呼ぶグループが毎月地域の清掃
活動を行っています。自分が住み学ぶ地域を自ら清掃し
て綺麗にすることで、環境に優しくするという人間性と
道徳性が養われます。回収したゴミが、その後どのよう
に処理されるのかについても学ぶことができます。食育
の一環として月に２回ほど行われるパティスリー桂坂
は、おやつ作りを通して食に対する興味や関心を育て、
味覚の発達を促すことが目的ですが、好評で参加希望者
が多いため日程調整に苦労するほどです。これらプログ
ラムに実施についての課題等は職員間で共有され、ミー
ティングを通じて改善策が話し合われ、PDCAサイクルに
従って処理されています。

コ　メ　ン　ト　

（３）　サービス実施の記録が適切に行われている。

評価項目

（１）サービス提供の開始が適切に行われている。

毎日のサービスの実施記録は、運営日誌に記入され保管
されています。当日のスタッフ名、学年別・男女別登室
状況、当日の行事、事故等の特記事項、各フロアの様
子、保護者や学校との連絡事項などが記録されていま
す。その他、ミーティングノート、プログラム報告書な
どが記録として残され、必要な職員間で情報共有されて
います。

（１）質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。

提供するサービスについては指導員マニュアルに定めら
れ、職員に周知されているほか、日々の朝礼、終礼や
ミーティングを通じて確認されています。入退室につい
は、従来のバーコード読み取り方式から区のセンサーに
よる自動モニタリング方式に変更されています。各プロ
グラムの実施内容等については毎年見直しが行われ、必
要な変更・改善が加えられています。

コ　メ　ン　ト　評価項目



評価

54 ①　サービス実施計画を適切に策定している。 a

55
②　定期的にサービス実施計画の評価・見直し
を行っている。 a

評価

56
①  遊ぶ際に守るべき事項（きまり）が、利用
者に理解できるように決められている。 a

58
②　利用者が自発的かつ創造的に活動できるよ
うに環境を整備している。 a

59
③　くつろいだり、休憩したりするふれあいス
ペースを作っている。 a

63
①　保護者同士が交流する機会が設けられてお
り、保護者が企画や運営に参加している。 a

64
①　職員が個々の児童の状態や心理を考慮して
適切に援助している。 a

65
②　職員が個別・集団援助技術を念頭におい
て、個人や集団の成長に向けて働きかけてい
る。

a

66
③  障害の有無や国籍の違いを超えて、児童が
一緒に遊びお互いに理解を深める取り組み が
行われている。

a

67
④　行事やクラブ活動が、日常活動とのバラン
スや児童の自主性・主体性を育てることを意識
して 企画されている。

a

（１）利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

評価項目 コ　メ　ン　ト　

Ⅲー４　サービス実施計画の策定

（２）　保護者への対応

（３）　児童への対応（核となる活動）

職員間の合議のもと、本社規定の承認を得て活動計画書
を策定しています。新たなプログラムを取り入れる際
は、担当者が計画書を作成し全職員へのプレゼンテー
ションを通して課題を出し、プログラムを実施していま
す。
定期的な計画検討会議を通じて、評価・見直しを行って
います。プログラム実施後は各担当者が成果、課題等を
報告書に記入し、全職員でミーティングを行うことで次
回のプログラムに活かせるような取り組みがされていま
す。

コ　メ　ン　ト　

遊びのルールを決めた際は、子ども会議、帰りの会、室
内掲示を利用して、分かりやすく周知しています。新入
生歓迎会時には、学童クラブのルールを○×クイズ形式
で教えたり、各フロアーの使い方、フロアー移動する際
の職員への声かけなどの指導も行っています。
活動目的によって、スペースを分けて活動することで、
自発的に宿題や読書、創作活動や遊びが出来る環境づく
りをしています。
また、フロアの広さ、部屋の仕切りを有効に使い、子ど
もがくつろいで過ごせるスペースを確保し、学年を超え
た子どもの交流も大切にしています。クラブ室以外を共
有スペースとして、子どもがゆっくりくつろいだり、触
れ合いスペースとして活用しています。

（１）　遊びの環境整備

保護者会のプログラムの中で、子どもに人気のゲームを
保護者同士が体験することで子どもへの理解を深めた
り、保護者のスキルを活かした講座を企画することで、
主体的に保護者が学童クラブの企画や運営に関われるよ
うな機会を提供しています。

子ども一人ひとりを理解し、職員間で情報を共有するこ
とによって適切な援助が出来るように心掛けています。
職員の気づきをミーティングやケースワークで取り上げ
たり、保護者や学校と連携して情報共有も行っていま
す。
日常の班活動や帰りの会、遊び等に、グループワークの
手法を取り入れることで、集団の中での成長や協調性を
育み、活動にメリハリをつけています。
また、日常活動や行事は、児童が自主性・主体性を育め
るよう、自由遊びを中心にしており、職員が主体となら
ないように配慮しています。

Ⅳ 学童クラブの活動に関する事項

評価項目



70
①　利用者からの相談への対応が自然な形で行
われている。 a

71
②　虐待を受けた児童や不登校児への支援体制
が整っている。 a

72
①  障害のある児童の利用に対応する支援策が
整っている。 a

73
①  住民による子育て支援活動や健全育成活動
を促進している。 a

74
②　地域社会で児童が安全に過ごせるような取
り組みをしている。 a

75 ①　広報活動が適切に行われている。 a

76
②　学童クラブの活動内容をわかりやすく知ら
せ、利用促進につながるように創意ある広報活
動 が行われている。

a

クラブだよりを保護者と小学校に配布したり、学校説明
会等にも参加して学童クラブの説明を行っています。施
設見学者には、桂坂学童クラブ紹介を配布した上で、丁
寧に説明もしています。クラブだよりや室内掲示版を通
じて、活動の様子やプログラムの告知を行い、利用促進
に向け広報活動を行っています。地域パトロールや子ど
もの見守りをする際に、一目で職員と分かる統一のユニ
ホームを職員が着用することで、地域に学童クラブの存
在を知ってもらうように取り組んでいます。

（７）　広報活動

地域の児童館・児童施設の合同行事や地域懇談会、「桂
坂を花いっぱいにする活動」などに参加し、地域との交
流を図ったり、参加することでクラブ外の児童とも触れ
合える機会となっています。
プログラムとして「桂坂探検隊」と称し地域探検を行っ
て、安全マップを作ることで子どもの安全へ役立ててい
ます。地域清掃活動や「桂坂を花いっぱいにする活動」
で植えられた花の水やり等をすることで、近隣住民との
交流を図っています。

（６）　地域の子育て環境づくり

（５）　障害児への対応

（４）　利用者からの相談への対応

相談があった際には、面談や電話など保護者の希望に
沿った形での対応を行っています。お迎えの時なども職
員から声をかけたり、常に相談しやすい環境作りに取り
組んでいます。
子どもとのコミュニケーションの中で、子どもの様子の
変化を見逃さず、問題の早期発見を心掛けています。子
ども家庭課、学校等の関連機関と連携を取って、よりよ
い支援が出来るよう体制を整えています。

入会時に「生活状況調査書」を提出してもらうことで、
事前に状況把握をしています。全職員でミーティングを
行い、担当職員以外でも支援が出来るよう、研修や巡回
指導記録を共有し、体制を整えています。


