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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

●地域のイベントに積極的に参加しています
地域の様々なお祭りに積極的に参加しています。日頃から練習しているダンスを披露したり、ハ
ロウィンパーティーでは仮装をして、近隣の高齢者施設を訪問する等、お年寄りからも喜ばれて
います。クリスマスパーティーでは毎年恒例の子ども達のケーキ作りが好評です。保護者や学校
の先生、地域の方を招待して信頼関係の構築にも大きく寄与しています。

●小学校と良好な関係がつくられています
学校で行われている新一年生の説明会の中で、学童クラブが説明する機会を設けており、小学校
と連携の取れた関係作りがされています。日々の子どもの様子等、情報共有が密接に行なわれて
おり、学童クラブ・小学校と分けず、子どもに対して総合的な支援がされる体制が整備されてい
ます。

●改定されたところが分かりやすいように表示される工夫が望まれます
毎年運営マニュアルの見直しが行われています。「放課ＧＯ→クラブこうがい」「平成２８年度
運営マニュアル」の冊子の最後のページに毎年見直しがなされてる証拠として、２７年改訂、28
年改訂と記載されていますが、具体的に今年度はどこがどのように改訂されたかが分かるような
フォームを作成されると（たとえば、改訂された部分の文字の色分け等）より分かりやすいマ
ニュアルになるのではないかと思われます。

●保護者同士の交流機会を作り出す工夫が望まれます
地域連携がよく取れていますが、保護者同士の交流の機会をさらに進めるために、入会説明会や
保護者会の機会を交流のきっかけとした取り組みが望まれます。例えば、短い時間で出来るグ
ループワークを取り入れたり、子どもに人気のゲームを保護者にやってもらうことで、話のきっ
かけ作りが出来るようなプログラム等を取り入れることが期待されます。



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

　　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。

月次の事業計画は２ヶ月前に作成されています。リー
ダーとサブリダーが協力して作成し、統括リーダーが確
認後、社長名で区の担当課に提出しています。施設内で
の毎月の月例会議では、当月の活動についての振り返
り、今後の計画、研修参加報告、気になる子どもへの対
応などについて話し合われ、必要な情報共有がなされて
います。これらの内容は月齢会議議事録に詳細に記録さ
れています。

コ　メ　ン　ト　

　評　価　基　準

詳 細 講 評

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　

当年度の運営マニュアルが策定されていますが、冒頭部
分で区のクラブ実施要綱からの抜粋と共に基本理念と基
本方針が述べられています。また、業務終了ミーティン
グで用いられるチェックシートにも基本理念と基本方針
が貼り付けられており、職員は毎日目にすることになり
ます。子どもの「自主性」「社会性」「想像性」を育む
ことを主とする理念と、五つの方針は事務室の壁面にも
掲示されています。

(２）　理念や基本方針が周知されている。

理念、基本方針は年初の月齢会議において職員全員で読
み合わせを行い、周知を図っています。また、小学校で
実施される新１年生への入学説明会には必ず出席して時
間を割いてもらい、クラブの説明を行っています。年２
回開催される協議会には小学校の校長、副校長、PTA会
長、保護者代表、地域代表区担当者等に参加してもら
い、クラブで実施する行事等の事業計画についての説明
と打合せを行っています。

（２）　計画が適切に策定されている。

毎年度の事業計画は前年度末に策定し、協議会において
説明し了解を得ています。その後、上期終了時の協議会
で振り返りを行い、必要な見直しも実施しています。地
域の保護者にサポーターを依頼し、土日を除く毎日１
５：１５～１７：１５までの時間帯で協力を得ていま
す。クラブ運営を含むあらゆることについて、気になっ
た事柄について定期的に開催するサポーター懇談会で提
示してもらい、サービス改善につなげています。



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

毎年改訂される運営マニュアルに役職ごとの役割と果た
すべき業務内容が明記されています。リーダーに課せら
れた役割は多く、子どもの安全確保、学習、家庭との関
わり、学校・行政との折衝からおやつ代の管理まで広範
囲に及んでいます。サブリーダーはリーダーの補助に当
たり、一般職員（指導員）は子どもへの支援補助と位置
付けられています。職員が把握すべき法令等について
は、必要な資料を配布するほか、理解度テストを実施す
るなどして周知を図っています。

区内４小学校の放課GO→クラブが集まって、毎月リー
ダー会議が行われており、情報共有を行うと同時に内容
によっては活動に活かしてています。リーダー、サブ
リーダー、統括リーダー等、それぞれに振り返りシート
があり、対外折衝、安全管理、児童指導、事務管理、心
構えなどについて自己評価を加えて経営や業務の効率化
や改善に向けて取組んでいます。

Ⅰー３　管理者の責任とリーダーシップ

評価項目

Ⅱ－１　経営状況の把握

コ　メ　ン　ト　

コ　メ　ン　ト　

（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。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

クラブでは年間を通して誕生会や運動系、文化系などの
各種イベントや、クッキングなどの行事が数多く実施さ
れています。しかし、保護者にとって子どもがどのよう
な日常を過ごしているのか、普段の姿が見えないという
課題があります。今年度は各イベントへの保護者の参加
を促し、保護者参加型の行事を増やしました。手作り
ケーキやお茶出し、親子工作などを実施することで、ク
ラブでの子どもの姿を実感してもらうことができまし
た。逆に小学校のＰＴＡが主催する行事には必ず出席
し、コミュニケーションの増進を図っています。おやつ
代として徴収した経費については、その収支について保
護者代表による監査を受け、承認されています。

評価項目



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

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。

a

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。 c

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。 c

当クラブは区との委託契約に基づいて運営されており、
実習生の受入れは委託業務には含まれていません。

全ての職員が安心して長く働けるよう、法人として就業
環境の整備と心身両面でのサポートを実施しています。
ヒアリングシートを用いて、業務内容の変更、勤務場所
の異動などを把握し、出来るだけ叶えられるように取組
んでいます。非常勤から常勤へ、一般職からリーダー職
へなど、年に２回人事考課シートを用いた考課を行い、
統括リーダーが全職員に対してヒアリングを実施し、適
材適所の人員配置を心がけています。

小学校の学期に合わせて、年に３回統括リーダーが全職
員と面談を行っています。提起される問題については早
期に解決が図れる仕組みが構築されています。また、メ
ンタルケアの面ではグループ法人が導入しているセーフ
ティーネットがあり、２４時間体制で職員からの相談を
受け付けています。福利厚生面では、グループ法人が運
営する、もしくは加入する外部プログラムに当施設職員
も加入しており、自由に利用できるようになっていま
す。

職員は、毎年度末に年間振り返りシートに必要事項を記
入し提出するようになっています。受付での応対、室内
と校庭での指導状況、企画・提案についての実績、こと
ば遣いなどについて５段階の自己評価と上司評価、改善
策等が記載されます。さらに困った事や悩んだこと、努
力したことなどについても記載してステップアップの材
料としています。法人本部による研修のほか、都の研
修、区の研修など職員は数多くの研修に参加しており、
スキルアップを図っています。

（４）実習生の受入れが適切に行われている

（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　

（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



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

地域の方や保護者によるサポーター制度が導入されてい
て、勉強会が年２回開催され、情報交換等を通して地域
の福祉ニーズの把握に努めています。また、議員、ＰＴ
Ａ会長、校長、副校長、サポーターで構成されている協
議会を開催しています。毎月発行するお便りを地域の方
や近隣の関係機関に配布しています。毎月地域交流イベ
ントにも参加しています。

地域のお祭りには、毎年、お手伝いとして参加し、子ど
も達は日頃から練習しているダンスを披露しています。
ハロウィンパーテーには仮装をして地域の老人施設を訪
問して喜ばれています。親子工作では、保護者と一緒に
作品を作るイベントを開催したり、クリスマスパーテー
では、子ども達がケーキを作り学校の先生や地域の方や
保護者を招待しています。また、ＰＴＡ主催のフェスタ
こうがいではフィリピンカレーを提供して地域への還元
にも取り組んでいます。

（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　

危機管理マニュアルを指導員（職員）に配布し、読み合
わせをしたり、室内には怪我、事故発生時の対応マニュ
アルを掲示して、利用者の緊急時の対応等安全確保に努
めています。また、登録時に児童の健康状態を保護者に
確認し把握にも努めています。安全確保のためにリスク
を把握するため、安全チェックシートを活用し、日々の
運営状況、危険個所の確認を行っています。指導者に
は、安全確保のための役割を明確にしています。

Ⅱ－３　安全管理

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

（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。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

評価項目

評価項目

コ　メ　ン　ト　

行政、病院、ふれあいルーム、保育園等の関係機関のリ
ストが作成されて、必要な社会資源が明らかにされてい
て、これらの関係機関杜は交流や情報交換も活発に行わ
れています。地域懇談会では、警察、民生委員、学校、
幼稚園の方より安全管理についての情報交換を行ってい
ます。近隣地区の総会、懇談会にも参加して地域との交
流にも力を入れています。



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

コ　メ　ン　ト　

受付の前に意見箱を設置しています。お迎え時や保護者
会を通してコミニュケーションを積極的に行い信頼関係
の構築に努めています。ＰＴＡ行事にも参加していま
す。また、苦情が発生した場合は責任者と統括リー
ダー、法人本部が連携して謙虚な姿勢で迅速かつ的確に
対応するよう努めています。日頃から研修も行われてい
ます。さらに、他施設とのリーダー会議、各校での月例
会議を毎月実施して情報共有にも取り組んでいます。

保護者、児童を対象に年１回利用者アンケートを実施
し、その結果については、月例会や協議会で分析、検証
が行われています。また、子ども会議も開催して、意向
を取り入れた活動に力を入れています。当法人では、プ
ライバシーマークを取得して全職員に対して個人情報保
護研修を実施しています。組織として、個人情報保護に
関する内部監査も行っています。

利用者アンケートから分析、検証を行い、満足度の向上
に向けた具体的な改善に努めています。保護者会や個人
面談から保護者の意見や要望を聴いています。更に、サ
ポーター懇談会、協議会を年２回開催して改善点を洗い
出したり、意見箱を設けて意向の収集に努めています。

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。

評価項目

（３）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。



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

個々のサービスについては、業務日誌、プログラム計画
書、事業計画書を作成して文書化が図られています。ま
た、スタッフノートに利用者の必要な情報や特徴的な事
例、様子を記録しています。毎月のリーダー会議、各校
での月例会議を通して情報提供を行い、見直しをする仕
組みや機会が設けられています。

放課GO→クラブだよりは毎月25日前後に配布され、ホー
ムページにも掲載されています。また、近隣の中高生プ
ラザやふれあいルームなどにも掲示しており、地域にむ
けても活動内容を伝えています。
利用者や見学希望者にも、受付前に写真等掲示して、わ
かりやすいように説明をしています。利用案内に一日の
流れや帰宅時の送りコース等記載することで、安心して
利用できるように配慮しています。また、小学校の新一
年生説明会で、入会案内資料に沿った説明と、質疑応答
の時間を設けています。

（１）サービス提供の開始が適切に行われている。

毎月１回のリーダー会議、月例会議で活動報告や事例検
討会の機会を設けています。保護者会や個人面談を通し
て意見を伺ったり、年１回の利用者アンケートを実施し
ています。抽出された課題については、各会議を通して
共有化が図られ、改善策の構築に役立てられています。
改善策、改善計画は、協議会資料の中に明示され管理保
管がなされています。

コ　メ　ン　ト　評価項目

（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。

Ⅲ－２　サービスの質の確保

コ　メ　ン　ト　評価項目

業務日誌、プログラム実施計画書、計画書を毎月作成し
て、行政に提供しています。スタッフノートは、終了時
のミーテングの時に記録されています。利用者の個人情
報は児童票に記載され、記録管理者を設けて、施錠した
棚で保管されています。情報は職員間で共有化が図られ
ています。個人情報に関する研修とテストは毎年１回行
われています。アレルギーや留意すべき事項は書面で一
覧化して職員間で共有しています。毎日の情報は、ミー
テングや月例会議で共有を図り、ノートに記録されてい
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。

（３）　サービス実施の記録が適切に行われている。



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

（２）　保護者への対応

（３）　児童への対応（核となる活動）

活動内容の策定には、統括リーダー（前施設長）も加わ
り作成されています。子どものレベルや興味や個性に配
慮した、活動を行なっています。
月例会議では、サービス実施計画の振り返りや見直しを
行ない、内容改善に努めています。また、学期に１回、
子ども会議を実施し、子どもの意見を反映するような評
価、見直しがされています。

コ　メ　ン　ト　

参加カード、連絡帳に守るべき決まりを記載していま
す。片づけ場所に玩具の写真と名前の表示、本は種類ご
とに整理する等、子どもが取り出しやすく片づけやすい
ように工夫しています。
子ども会議では、子どもの発想やアイデアを聞くこと
で、ルール作りやイベントの内容に反映させています。
子どもが創造的に活動できるように、工作コーナーを設
け、廃材を利用して自由に工作が出来るようにしていま
す。また、使用用途によって部屋を分け、自発的に活動
できるよう環境を整えています。
受付前には、リラックスコーナーを設け、くつろげるス
ペースの確保や、テーブルを設置することで静かな環境
でも活動できるように配慮されています。

（１）　遊びの環境整備

クリスマス会では子ども達がケーキで保護者をおもてな
ししたり、親子工作イベントを開催して、親子で作品を
完成させる機会を設けています。
また、PTA主催のお祭りに食べ物担当として出店する等、
毎年職員と企画や運営を行なっています。

家庭の事情を把握し、学校と連携を取って支援にあたっ
ています。子ども同士のけんかやトラブルがあった場合
は、場所を変えて職員が子どもの話を聞き、保護者にも
報告をしています。
毎月のプログラムの中には、障害や国籍の異なる子ども
に対して思いやりを持って一緒に楽しく過ごすことが出
来るような環境作りに努めています。子どもの能力や、
学年別に分けたイベントを通して、子どもが集団の中で
も成長できるようにしています。
行事やイベントにおいては、上級生が主体となるように
企画がされていて、イベントは子どもの自主性を尊重
し、自由参加性としています。誕生会では、季節を意識
したイベントを取り入れ、毎月多くの子どもが参加して
います。

Ⅳ 放課GO→クラブの活動に関する事項

評価項目

（１）利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲー４　サービス実施計画の策定

コ　メ　ン　ト　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　放課GO→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

毎月、放課GO→クラブだよりを発行し、港区の関係機関
にも配布したり、ホームページでも閲覧できるようにし
て、地域に向けて情報を発信しています。おたよりに
は、活動写真を使って来月の予定や目玉イベントなどを
わかりやすく告知しています。
また、新規イベントなどは臨時号として発行し、イベン
トの参加につなげるなど、利用促進にもつながるような
取り組みがされています。

（７）　広報活動

年２回開催される放課GO→クラブ協議会メンバーに、地
域の方やPTA会長等が役員として活動しています。会議に
リーダー職員も出席することで、地域との密接な関係が
作られ、放課GOの存在を地域に認識してもらえるように
取り組んでいます。
また、当施設では、地域やPTAによるサポーター制度を独
自に整えています。サポーター制度はマニュアル化され
ていて、日々子どもが安全に過ごせるように活動が行な
われています。警備員とも連携し、安全体制を確保して
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

連絡ノートを活用したり、お迎えの際は、職員から必ず
声かけを行ない、保護者とも日々コミュニケーションを
図り、相談しやすい関係作りに努めています。虐待児童
への対応は、運営マニュアルに明記されており、職員に
周知しています。現時点で該当する子どもはいません
が、疑いのある子どもがいた場合は、学校や子ども家庭
支援センターと連携し、情報共有を行ないます。また、
外部研修に参加することで、職員一人ひとりが子ども・
保護者への対応を学んでいます。

支援が必要な子どものサポートが出来るよう、日頃から
研修に参加し、職員間で連携を取る体制が整えられてい
ます。また、通っている学校に訪問したり、担任教師と
連携して、対応を行なっています。


