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〔組織マネジメント：学童クラブ〕

《事業所名：港区芝浦学童クラブ 》

Ⅰ 組織マネジメント項目（カテゴリー１～５、７、８）

№

評価項目1

評価

○

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

評価項目3

評価

○

○

○

重要案件の内容は多様な方法で利用者に伝えています。

重要案件は各担当者会、リーダー会で検討し、全体職員会で決定される仕組みなっています。決定内容は会議録で会議欠席者
や非常勤職員にも周知しています。利用者には館内の掲示や年3回開かれる保護者会、更にお知らせ等の文書を連絡ノートに入
れて個別に伝えています。

施設は学童クラブの理念・方針を明示して運営し、職員や利用者に説明しています。

施設は公設民営で、運営法人の理念や方針に基づき運営されています。施設は「クラブでの生活やプログラム等の共通体験を通
じ仲間と喜び・悲しみを共有し社会でともに生きること」を目指して運営しています。理念や方針は児童福祉職の研修資料に明示
され職員に伝えられています。職員会では理念等の説明をして理解を得る取り組みをしています。利用者には入会説明会や定期
配布物の資料等に明示されています。

経営層の役割・責任は職務分掌表に明記されています。

職務分掌一覧表で経営層の役割や責任がわかりやすく伝えられています。なお、開設から２年が経ち、職員数も大幅に増加した
ことによる職員一人ひとりの経験・理解の差も見られることから、経営層には日々の保育や研修で能力の底上げが当面の重要な
役割と責任と思われます。

1. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）を明示している

標準項目

2. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、職員の理解が深まるような
取り組みを行っている

3. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、利用者本人や家族等の理
解が深まるような取り組みを行っている

4. 重要な意思決定や判断に迷ったときに、事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針な
ど）を思い起こすことができる取り組みを行っている（会議中に確認できるなど）

経営層（運営管理者含む）は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている

共通評価項目

1
カテゴリー1

リーダーシップと意思決定

事業所が目指していること（理念、基本方針）を明確化・周知している

カテゴリー1の講評

標準項目

サブカテゴリー1（1-1）

事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている

1. 経営層は、自らの役割と責任を職員に伝えている

2. 経営層は、自らの役割と責任に基づいて行動している

1. 重要な案件を検討し、決定する手順があらかじめ決まっている

2. 重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している

3. 利用者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を
伝えている

標準項目

重要な案件について、経営層（運営管理者含む）は実情を踏まえて意思決定し、その内容を関係者に周知し
ている
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評価項目1

評価

○

○

評価項目2

評価

○

○

標準項目

標準項目

2. 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳）などの理解が深まるように取り組んでい
る

2
カテゴリー2

経営における社会的責任

サブカテゴリー1（2-1）

2. 透明性を高めるために、地域の人の目にふれやすい方法（事業者便り・会報など）で地域社会に
事業所に関する情報を開示している

1. 第三者による評価の結果公表、情報開示など外部の導入を図り、開かれた組織となるように取り
組んでいる

1. 福祉サービスに従事する者として、守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳）などを明示している

社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる

社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知している

第三者による評価の結果公表、情報開示などにより、地域社会に対し、透明性の高い組織となっている
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評価項目1

評価

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

評価項目3

評価

○

○

会議や研修で職業倫理や順法を明確にしています

運営法人の就業規則等には遵守事項や個人情報保護等の服務規定が記載されていて、職員に順法・倫理等を明示しています。
スタッフ会や系列施設との合同職員会、研修で職員に法令遵守など職員として守るべき事項を説明して理解が深まるように取り
組んでいます。また、当年度は、第三者評価の受審がなされ、地域社会に向けた透明性の高い組織になるよう取り組んでいま
す。

地域のイベント等に参加し、交流を深めています

開設２年目であり、現状では日々の安定運営が優先されることから、地域との関わりは限定的なものとなっており、講師派遣など
学童クラブの専門性を地域に還元する取り組みは今後の検討項目と思われます。地域交流の事例では、学童クラブの子どもが
ハロウィーン・イベントに参加して地域の商店と交流しました。また、同一法人が運営している児童高齢者プラザ交流プラザ主催
の地域懇談会では町内会や小学校のPTAもメンバーなので地域の課題などの情報交換をしています。

ボランティアを積極的に受け入れています

ボランティアの受け入れは担当者を配置するなど基本姿勢を明確にしています。運営法人の系列教育施設から20名の学生をボ
ランティアに受け入れました。系列施設の高齢者が折り紙の指導をして子どもと交流しています。ボランティア参加者にはオリエン
テーションで個人情報の守秘義務等を説明して子どものプライバシー保護を伝えています。実習生は前年度は２名受け入れまし
た。

地域の関係機関との連携を図っている

標準項目

1. 地域の関係機関のネットワーク（事業者連絡会など）に参画している

2. 地域ネットワーク内での共通課題について、協働して取り組めるような体制を整えている

標準項目

3. ボランティアに利用者のプライバシーの尊重やその他の留意事項などを伝えている

標準項目

地域の福祉に役立つ取り組みを行っている

サブカテゴリー2（2-2）

カテゴリー2の講評

2. 地域の人や関係機関を対象に、事業所の機能や専門性をいかした企画・啓発活動（研修会の開
催、講師派遣など）を行っている

1. ボランティアの受け入れに対する基本姿勢を明示している

2. ボランティアの受け入れ体制を整備している（担当者の配置、手引き書の作成など）

ボランティア受け入れに関する基本姿勢を明確にし、体制を確立している

1. 事業所の機能や専門性は、利用者に支障のない範囲で地域の人に還元している（施設・備品等
の開放、個別相談など）

事業所の機能や福祉の専門性をいかした取り組みがある
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評価項目1

評価

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

評価項目3

評価

○

○

○

1. 利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向を把握することに取り組ん
でいる

標準項目

2. 事業者が把握している利用者の意向を取りまとめ、利用者から見たサービスの現状・問題を把握
している

3. 利用者の意向をサービス向上につなげることに取り組んでいる

利用者との信頼関係作りに取り組んでいます

苦情対応は施設長が責任者となり解決する体制を整えています。利用者からの苦情は区の公聴メールや電話、館内の意見箱で
受け付けています。、送迎時に職員が入り口で保護者との対話でも苦情や要望を収集しています。保護者と話しやすく、要望等を
真摯に受け止めて良好な関係作りに取り組んでいます。利用者から要望等があれば迅速に対応しています。

サブカテゴリー1（3-1）

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用して
いる

1. 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝
えている

標準項目

2. 利用者一人ひとりの意見・要望・苦情に対する解決に取り組んでいる

標準項目

3
カテゴリー3

利用者意向や地域・事業環境の把握と活用

利用者意向の集約・分析とサービス向上への活用に取り組んでいる

1. 地域の福祉ニーズの収集（地域での聞き取り、地域懇談会など）に取り組んでいる

2. 福祉事業全体の動向（行政や業界などの動き）の収集に取り組んでいる

3. 事業所としての今後のあり方の参考になるように、地域の福祉ニーズや福祉事業全体の動向を
整理・分析している

カテゴリー3の講評

地域・事業環境に関する情報を収集し、状況を把握・分析している

アンケートを積極的に活用して、潜在的な声も収集する取組みを行っています

保護者アンケートを年に数回行い、利用者の意向を把握するように努めました。「夏休みに向け、どうゆうオモチャや絵本がほしい
か」、「ふれあいイベントでは何の店を設けるか」についてアンケートを行い、利用者の意向を集約しました。子供会議では利用者
の生の声を収集しています。収集した利用者の意見に基づきサービスの向上に取り組んでいます。

多角的に地域ニーズ等の情報収集しています

児童高齢者交流プラザで開催の地域懇談会に参加して地域ニーズの収集をしています。学童クラブ事業連絡会や外部研修等を
通じて福祉事業や行政の情報収集しています。小学校と情報共有しています。なお、多角的に情報収集していますが、全職員に
情報を浸透させて活用していくことは今後の検討項目と考えられます。

利用者一人ひとりの意向（意見・要望・苦情）を多様な方法で把握し、迅速に対応している（苦情解決制度を
含む）
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

○

評価項目3

評価

○

○

○

○
4. 計画推進にあたり、進捗状況を確認し（半期・月単位など）、必要に応じて見直しをしながら取り
組んでいる

標準項目

2. 計画推進にあたり、より高い成果が得られるように事業所内外の先進事例・失敗事例を参考に
するなどの取り組みを行っている

3. 計画推進にあたり、目指す目標と達成度合いを図る指標を明示している

多角的な視点から課題を把握し、計画を策定している

取り組み期間に応じた課題・計画を策定している

標準項目

2. 年度単位の計画を策定している

1. 理念・ビジョンの実現に向けた中・長期計画を策定している

4
カテゴリー4

計画の策定と着実な実行

サブカテゴリー1（4-1）

実践的な課題・計画策定に取り組んでいる

3. 短期の活動についても、計画的（担当者・スケジュールの設定など）に取り組んでいる

1. 課題の明確化、計画策定の時期や手順があらかじめ決まっている

2. 課題の明確化、計画の策定にあたり、現場の意向を反映できるようにしている

3. 計画は、サービスの現状（利用者意向、地域の福祉ニーズや事業環境など）を踏まえて策定して
いる

4. 計画は、想定されるリスク（利用者への影響、職員への業務負担、必要経費の増大など）を踏ま
えて策定している

1. 計画推進の方法（体制、職員の役割や活動内容など）を明示している

着実な計画の実行に取り組んでいる

標準項目
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評価項目1

評価

○

○

○

○

標準項目

関係機関と連携して利用者の安全確保に取り組んでいます。消防署との連携では防災避難訓練を行っています。警察とは不審
者対応の指導を学んでいます。みなとパトロールからは地域情報を収集しています。６時以降の帰宅には２コースに分かれて職
員が集団送りをしています。感染症で緊急性がある場合には、メール配信して情報発信しています。ヒヤリハットシートを独自に
作成して事故防止に努めています。

運営法人が中・長期の方向性を決めています

運営法人の全国アフタースクール担当者会で今後の方向性を検討しています。中・長期計画の「ゴール２０２０」はアフタースクー
ルのどのような点が期待されているか等の観点から策定されています。年度単位の計画は事業計画書が策定されています。年
間の行事は行事毎の担当者やスケジュールが決められて、計画的に遂行しています。

サブカテゴリー2（4-2）

利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる

3. 事故、感染症、侵入、災害などの発生時でもサービス提供が継続できるよう、職員、利用者、関
係機関などに具体的な活動内容が伝わっている

利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる

4. 事故、感染症、侵入などの被害が発生したときは、要因を分析し、再発防止に取り組んでいる

カテゴリー4の講評

年度単位の計画は決定手順が決められています

１２月から１月の主担当者会で年間計画の課題を明確化して立案し、２月の全体職員会で決定する手順になっています。職員が
記入する振り返りシートや職員会で現場の意向を確認しています。計画策定では職員の経験値や能力によって役割分担の負担
が偏らないようにバランスを考慮しています。９月に計画の振り返り会議を行い、必要に応じて計画の見直しを行っています。

関係機関と連携して安全確保に取り組んでいます

1. 利用者の安全の確保・向上を図るため、関係機関との連携や事業所内の役割分担を明示してい
る

2. 事故、感染症、侵入、災害などの事例や情報を組織として収集し、予防対策を策定している
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

○

○

標準項目

標準項目

2. 事業所が必要とする人材を踏まえた採用を行っている

3. 適材適所の人員配置に取り組んでいる

1. 職員一人ひとりの能力向上に関する希望を把握している

2. 事業所の人材育成計画と職員一人ひとりの意向に基づき、個人別の育成（研修）計画を策定して
いる

3. 個人別の育成（研修）計画は、職員の技術水準、知識、専門資格の習得（取得）などの視点を入
れて策定している

5
カテゴリー5

職員と組織の能力向上

サブカテゴリー1（5-1）

職員の質の向上に取り組んでいる

1. 事業所の人事制度に関する方針（人材像、職員育成・評価の考え方）を明示している

事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育成に取り組んでいる

事業所にとって必要な人材構成にしている

4. 職員一人ひとりの個人別の育成（研修）計画に基づいて、必要な支援をしている

5. 職員の研修成果を確認し（研修時・研修直後・研修数ヶ月後など）、研修が本人の育成に役立っ
たかを確認している
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

○

1. 事業所の特性を踏まえ、職員の育成・評価・報酬（賃金、昇進・昇格、賞賛など）が連動した人材
マネジメントを行っている

休暇の取得等で就業状況の改善と面談等でやる気向上に取り組んでいます

職員の評価は法人の各種規定に基づいた人事考課制度に連動して行われています。休暇取得では年次休暇の完全消化をして
います。有給休暇も取得を促してストレスや疲労が蓄積しないように配慮しています。年２回の面談や日頃の声かけで職員のや
る気向上につなげています。福利厚生は十分とは言えないと感じており、今後充実したい意向をもっています。

3. 職員の意識を把握し、やる気と働きがいの向上に取り組んでいる

4. 福利厚生制度の充実に取り組んでいる

施設の人事制度は運営法人の主導で行われています

施設での人事制度は運営法人の人事制度に基づいています。期待する職員像として「思いやりの心、倫理観を持つ」などを挙げ
ています。正規職員の採用は運営法人が行っていますので、施設の直接採用はありません。ただ、施設は配属人数の要望をして
必要な人材を確保しています。臨時職員は施設長が面談して直接雇用しています。クラス担当は職員の経験値や能力、全体の
バランスを考慮して選任しています。

目標面接表や日々の会話で職員一人ひとりの希望や状況を把握しています。把握した意向などを踏まえて研修計画を策定して
います。能力向上や専門性の研修を主に組み入れて受講しています。新人には運営法人の全体研修と施設で補完研修、ＯＪＴで
人材育成しています。勤務日程の調整など職員が研修に参加しやすいように支援しています。研修後はレポートで成果を確認
し、会議での報告や回覧で成果を共有しています。

サブカテゴリー2（5-2）

職員一人ひとりと組織力の発揮に取り組んでいる

1. 職員の判断で実施可能な範囲と、それを超えた場合の対応方法を明示している

2. 職員一人ひとりの日頃の気づきや工夫について、互いに学ぶことに取り組んでいる

3. 職員一人ひとりの研修成果を、レポートや発表等で共有化に取り組んでいる

2. 就業状況（勤務時間や休暇取得、疲労・ストレスなど）を把握し、改善に取り組んでいる

標準項目

職員のやる気向上に取り組んでいる

標準項目

カテゴリー5の講評

把握した職員の意向などを踏まえた研修計画を策定しています

職員一人ひとりの主体的な判断・行動と組織としての学びに取り組んでいる
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

○

情報の機密性を踏まえてパスワード管理しています

運営法人の「パソコン使用規定」、「ネットワーク（イントラネット）取扱規定」等に基づき、学童クラブ内の５台のパソコンをパスワー
ドで管理しています。１台のパソコンは作成文書をサーバー管理して、ネツトに接続できないようにして個人情報の漏えい防止に
取り組んでいます。個人情報の外部持ち出しは禁止されています。ＵＳＢメモリーの使用も禁じています。紙媒体の書類は書棚で
施錠管理しています。

個人情報の利用目的や開示請求を規定で明示しています

「個人情報保護の方針」で個人情報の利用目的、開示請求を明示しています。職員には全体職員会で説明しています。誓約書の
提出も求めています。個人情報の開示請求への対応については、職員への周知は十分とはいえず、今後の課題と施設は考えて
います。ボランテイア等にはオリエンテーション時に説明して確認しています。

カテゴリー7の講評

標準項目

個人情報は、「個人情報保護法」の趣旨を踏まえて保護・共有している

1. 事業所で扱っている個人情報の利用目的を明示している

2. 個人情報の保護に関する規定を明示している

3. 開示請求に対する対応方法を明示している

4. 個人情報の保護について職員（実習生やボランティアを含む）が理解し行動できるための取り組
みを行っている

1. 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定している

7
カテゴリー7

情報の保護・共有

2. 収集した情報は、必要な人が必要なときに活用できるように整理・保管している

3. 保管している情報の状況を把握し、使いやすいように更新している

事業所が蓄積している経営に関する情報の保護・共有に取り組んでいる

標準項目

サブカテゴリー1（7-1）

情報の保護・共有に取り組んでいる
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評価項目1

改善の成果

評価項目1

改善の成果

日常的にＯＪＴ、研修と振り返りで職員の能力向上に取り組みました

職員が急増したため、職員の能力向上に注力しました。日常的に経験値の少ない職員にＯＪＴを行いました。研修、振り返りを行
い、質の向上に取り組みました。

理念の浸透に努め、方向性の明確化の面で向上が図られました

１クラスが３クラスに増えたのに対応して、職員も増員したので、運営理念の理解に取り組みました。子どもには心の居場所であ
り、保護者には安心・信頼できる場所を目指す考えの浸透に努めました。また、当年度においては、市として計画的な福祉サービ
ス第三者評価の受審がなされ、外部評価を導入することによる透明性の高い組織としての向上が図られています。

サブカテゴリー2（8-2）

前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部分について、改善を
行い成果が上がっている
・カテゴリー５：「職員と組織の能力向上」

8
カテゴリー8

カテゴリー１ ７に関する活動成果

前年度と比べ、職員と組織の能力の面で向上している

サブカテゴリー1（8-1）

前年度と比べ、事業所の方向性の明確化や関係者への周知、地域・社会への責任の面で向上している

前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部分について、改善を行い成果
が上がっている
・カテゴリー１：「リーダーシップと意思決定」
・カテゴリー２：「経営における社会的責任」
・カテゴリー４：「計画の策定と着実な実行」
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評価項目1

改善の成果

評価項目1

改善の成果

評価項目1

改善の成果

保護者との良好な信頼関係作りに取り組み、入会希望者が急増しました

保護者との信頼関係作りに力を入れた結果、当初は他の施設から移籍を希望する保護者が数名でしたが来年度は新規の入会
希望者と低学年の希望者が３倍に増えました。また、当年度においては、第三者評価の利用者調査も実施され、意向把握の面で
向上が図られています。「夏休みに向け、どうゆうオモチャや絵本がほしいか」、「ふれあいイベントでは何の店を設けるか」につい
てアンケートを行い、利用者の意向を集約しました。収集した利用者の意見に基づきサービスの向上に取り組んでいます。

サブカテゴリー5（8-5）

前年度と比べ、利用者満足や利用者意向の把握等の面で向上している

前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、利用者満足や以下のカテゴリーで評価される部分において改
善傾向を示している
・カテゴリー３：「利用者意向や地域・事業環境などの把握と活用」

様々なコスト削減に取り組みました

環境意識を持ち、不用な電気は消灯する等、省エネに向けた計画的なコスト削減と効果的な支出に取り組みました。予算計画の
中で割り当てられた予算の範囲内において、限られた年度予算の配分を行い、施設内の財政面における収支バランスの改善を
図っています。

運営法人の「パソコン使用規定」、「ネットワーク（イントラネット）取扱規定」等に基づき、学童クラブ内の５台のパソコンをパスワー
ドで管理しています。また、在籍者名簿やファイル文書等の情報に関しては、文書管理等の基準に基づき、最新の状態になるよう
に、定期的な更新や整理がなされ、情報の保護・共有の面で向上を図っています。

サブカテゴリー4（8-4）

事業所の財政等において向上している

財政状態や収支バランスの改善へ向けた計画的かつ主体的な取り組みにより成果が上がっている

定期的な文書ファイル等の更新や整理を行い、情報の保護共有に取り組んでいます

サブカテゴリー3（8-3）

前年度と比べ、福祉サービス提供プロセスや情報保護・共有の面において向上している

前年度（比較困難な場合は可能な期間で）と比べて、以下のカテゴリーで評価される部分について、改善を
行い成果が上がっている
・カテゴリー６：「サービス提供のプロセス」
・カテゴリー７：「情報の保護・共有」
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〔サービス分析：学童クラブ〕

《事業所名： 港区芝浦学童クラブ》

Ⅱ サービス提供のプロセス項目（カテゴリー６-１～３、６-５～６）

№

評価項目1

評価

○

○

○

○

2. 子どもや保護者等の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものにしている

3. 事業所の情報を、行政や関係機関等に提供している

4. 子どもや保護者等の問い合わせや見学の要望があった場合には、個別の状況に応じて対応してい
る

学童クラブの情報としては、区統一の「入会のごあんない」と芝浦学童クラブの「入会のしおり」が作成されており、行政機関や保育
園、幼稚園等に配付や設置されています。芝浦学童クラブの「入会のしおり」では、クラブでの一日の例や年間行事、連絡方法など
を記載し、クラブの説明がなされています。また、毎月のお便りとして、学童クラブ通信「Sunny」を発行し、室内掲示や配布を行い子
どもや保護者に情報発信しています。さらに、近隣小学校等へも配付し、学童クラブの情報を提供しています。

サブカテゴリー1の講評

子どもや保護者等に対してサービスの情報を提供している

共通評価項目

1
サブカテゴリー1

サービス情報の提供

標準項目

毎月のクラブ通信を発行し、室内掲示や小学校等へ配布しています

1. 子どもや保護者等が入手できる媒体で、事業所の情報を提供している

ホームページを活用し、保育時間や経費、運営等を掲載し、情報提供しています
区のホームページでは、場所や連絡等の記載に留まっていますが、法人のホームページを活用し、学童クラブの説明、対象児童や
保育時間、運営などの案内をしています。見学の希望や問合せ等に対しては、個別の対応を行っています。見学時には、施設長や
クラススタッフが対応し、担任制や学童の仕組み、おやつの対応などについての説明を行っています。
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

今回実施した利用者調査の結果で、「運営の基本的な考え方や利用のルール等について説明を受けたか」および「行事やイベント
のお知らせなどの内容をわかりやすくしることができるか」の設問で、保護者の「はい」の回答率いずれも94.1％となっていたことから
もサービス内容の十分な説明や情報提供がなされていることがうかがわれました。

1. サービスの開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を子どもや保護者の状況に応じて説明してい
る

2. サービス内容について、子どもや保護者の理解を得るようにしている

3. サービスに関する説明の際に、子どもや保護者の意向を確認し、記録化している

サービスの開始にあたり子どもや保護者に説明し、理解を得ている

標準項目

2
サブカテゴリー2

サービスの開始・終了時の対応

利用者調査の結果からサービス内容の十分な説明がなされていることが伺われます

サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援を行っている

標準項目

1. サービス開始時に、子どもの支援に必要な個別事情や要望を決められた書式に記録し、把握してい
る

2. 利用開始直後には、子どもの不安やストレスが軽減されるように支援を行っている

サブカテゴリー2の講評

3. サービスの終了時には、子どもや保護者の不安を軽減し、支援の継続性に配慮した支援を行ってい
る

学童クラブの利用に際しては、必要書類の提出と面接を経て審査を行っています
学童クラブの利用（入会）は、区の仕組みとして申請方法が定められており、「学童クラブ入会のしおり」に沿って手続きが進められて
います。申請は学童クラブで受付し、必要書類の提出と面接を経て審査を行い、利用開始となります。その際、入会のしおりを配布
するとともに、入会説明会や入会面接を通じて重要事項を説明しています。併せて、個別に面談する中で、アレルギー等への対処方
法等について保護者とともに確認しています。なお、入会のしおりは外国籍児の利用に配慮し、外国語版も作成しています。

利用開始に際し、子ども一人ひとりの個別状況を把握しています
利用開始時は、入会申込書、健康調査書、児童票等を作成し、保護者の様子、医療歴、アレルギー等、子どもの個別事情や要望等
を把握しています。また、入会後に面談を行い、保護者との関係性を構築するように努めています。また、親子ふれあいイベントを開
催し、保護者との交流に取り組んでいます。学童クラブ内においては、利用開始から２ヶ月から３ヶ月程度経過したところで、グルー
プ分けの工夫として状況を見ながら、関係性を拡げるためにも再編成をしています。
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

評価項目3

評価

○

○

1. 利用者に関する情報を過不足なく記載するしくみがある

2. 利用者に関する記録の管理体制が確立している

定められた手順に従ってアセスメント（情報収集、分析および課題設定）を行い、子どもの課題を個別のサービス場面ご
とに明示している

標準項目

2. 子どもや保護者のニーズや課題を明示する手続きを定め、記録している

3. アセスメントの定期的見直しの時期と手順を定めている

3
サブカテゴリー3

個別状況に応じた計画策定・記録

1. 子どもの心身状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様式によって記録し把握している

標準項目

1. 計画の内容や個人の記録を、支援を担当する職員すべてが共有し、活用している

2. 利用者の状況等に変化があった場合の情報を職員間で共有化している

利用者の状況や様子について、個人別の記録や日誌を作成し把握しています

サブカテゴリー3の講評

サービス実施の記録が適切に行われている

標準項目

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

１年生から６年生の全ての子どもには個別ノートが作成され、日々の子どもの記録や連絡事項について、保護者と取り交わしていま
す。また、日々の子ども一人ひとりに関する情報は、日誌等で記録し、毎日のミーティングにおいて子ども達の様子や気になること等
について話し合い、職員間で共有しています。
ミーティングの欠席者は、会議録の閲覧・確認チェックなど、会議不参加者を含めて職員全員への周知に努めています。

定期的にミーティングや会議を開催し、子どもの様子や状況など職員間の共有に努めています
子どもの状況や様子、計画について、週一回のミーティングでは個別の状況やケース検討に加え、行事やイベント、おやつなど業務
全般について、今後の方向性などが話し合われています。また、必要に応じてケース会議を開催し、課題や保護者ニーズなどの検
討がなされています。配慮を必要とする子どもに対しては、担当者マンツーマンで見守りを行い、年３回臨床心理士の巡回・訪問によ
り、発達課題等のアドバイを受け、適切な支援に努めています。同一法人が運営している施設を含めた全体ミーティングが月１回開
催され、幅広い視点での情報交換がなされています。
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

○

2. 個人の所有物や郵便物の扱い、居室への職員の出入り等、日常の支援の中で子どものプライバ
シーに配慮している

3. 子どもの羞恥心に配慮した支援を行っている

1. 「子どもの権利ノート」などにより、子供の基本的人権について、日常生活の中でわかりやすく説明し
ている

2. 子ども一人ひとりの価値観や生活習慣に配慮した支援を行っている

3. 子どもの気持ちを傷つけるような職員の言動、放任、虐待、無視等が行われることのないよう、職員
が相互に日常の言動を振り返り、組織的に対策を検討し、対応している

標準項目

1. 子どもに関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合には、子どもや保護者の同意を
得るようにしている

5
サブカテゴリー5

プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重

個人情報の取り扱いに関する書式等が整備され、施錠できる書棚等によって管理されています
個人情報の取扱いについて、職員に対しては、「個人情報保護に関する方針」、「秘密情報管理規定」などが整備され、理解を促して
います。また、実習生やボランティアに対しても、オリエンテーションでの説明しています。子どもに関する情報（事項）や写真の取り
扱い等に関する内容については、同意書等の書式が整備され、必要が生じた場合には、子どもや保護者の同意を得るように心がけ
られています。また、個人情報等に関する資料などは、施錠できるキャビネット等で保管しています。

羞恥心や日常の生活習慣など機会を捉えながら、配慮した支援を行っています

標準項目

子どものプライバシー保護を徹底している

サービスの実施にあたり、子どもの権利を守り、子どもの意思を尊重している

虐待の発見や対応について、研修への参加やミーティング等での話し合いを行っています

4. 虐待被害にあった子どもがいる場合には、関係機関と連携しながら対応する体制を整えている

「虐待」に関する研修等に参加し、報告やミーティング等での話し合いにより職員全体で理解を深めています。また、日々のミーティン
グ等で職員それぞれの行動の振り返りがなされ、子どもの気持ちを傷つけるような対応がないよう努めています。さらに、虐待を受
けている疑いのある子どもの情報を得たときは、子ども家庭支援センターや学校等の関係機関と連携して対応する仕組みが構築さ
れています。

子どもの羞恥心に関して、日常では注意の際の場所や仕方、着替えやお泊り会等の場所の設定など、子どもの羞恥心に対する配
慮がなされています。また、子どもの価値観や生活習慣等について、挨拶や食事のマナー、宗教上の配慮など、機会を捉えながら
理解への支援を行っています。なお、今後は、子どもの権利や理解を尊重するためのマニュアルやガイドラインの整備、児童への言
葉がけ・対応、職員の呼称などの具体的な接遇上の配慮のとりまとめ等を行っていくとより職員間の共通理解が深まると思われま
す。

サブカテゴリー5の講評
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評価項目1

評価

○

○

○

評価項目2

評価

○

○

○

評価項目3

評価

○

○

○

○

○

職員の育成については、面接や日々の会話などを通じて、職員一人ひとりの意向や状況を把握し、研修の計画を立てています。運
営法人や自治体等が開催する研修に積極的に参加するように取り組んでいます。学童クラブ内では、クラスリーダー制および行事
毎の主担当制となっており、OJTによる相互に指摘できるような環境づくりに努めています。また、行事等の実施については、ミーティ
ングや担当毎の話し合いを通じ、行事毎に振り返りや改善点等の洗い出しを行い、次回に繋げています。研修後はレポートで成果を
確認し、会議での報告や回覧で成果を共有しています。

1. 打ち合わせや会議等の機会を通じて、サービスの基本事項や手順等が職員全体に行き渡るようにし
ている

2. 職員が一定レベルの知識や技術を学べるような機会を提供している

3. 職員全員が、子どもの安全性に配慮した支援ができるようにしている

標準項目

4. 職員一人ひとりのサービス提供の方法について、指導者が助言・指導している

5. 職員は、わからないことが起きた際に、指導者や先輩等に相談し、助言を受けている

6
サブカテゴリー6

事業所業務の標準化

手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている

1. 手引書(基準書、手順書、マニュアル)等で、事業所が提供しているサービスの基本事項や手順等を
明確にしている

2. 提供しているサービスが定められた基本事項や手順等に沿っているかどうかを点検している

標準項目

標準項目

サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている

3. 職員は、わからないことが起きた際や業務点検の手段として、日常的に手引書等を活用している

さまざまな取り組みにより、業務の一定水準を確保している

1. 提供しているサービスの基本事項や手順等は改変の時期や見直しの基準が定められている

2. 提供しているサービスの基本事項や手順等の見直しにあたり、職員や子ども・保護者等からの意見
や提案を反映するようにしている

3. 職員一人ひとりが工夫・改善したサービス事例などをもとに、基本事項や手順等の改善に取り組んで
いる

日々の運営を進めながら、マニュアル整備に取り組んでいます
手引書等等の整備については、法人のアフタースクール事業統一のマニュアル「アフタースクールスタンダード」が作成され、スケー
ルメリットを活かした取り組みがなされています。また、当クラブは、2014年に開始したばかりで間もない状況であることから、日々の
運営を進めながら芝浦学童クラブに基づいたマニュアルの整備を進めています。なお、マニュアル等の整備や標準化については、
課題意識をもっており、今後に向けて、職員一人ひとりが臨機応変に柔軟な対応が出来るようマニュアル整備や共通理解を明文化
していく意向が示されています。

参加しやすい時間帯を使って積極的に研修に参加しています

サブカテゴリー6の講評
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Ⅲ サービスの実施項目（カテゴリー６-４）

1 評価項目1

評価

○

○

○

○

2 評価項目2

評価

○

○

○

○

守るべき事項などについて、子どもへの理解を深めるため、気づきのための声の大きさや一日のプログラム、ルールなどを分りやす
く室内に掲示しています。また、遊びのルールや時間等の決まりについては、職員間だけではなく、子どもたちと一緒の会議（子ども
会議）を持ち、確認する機会を設け、主体性をもって理解し、守るような取り組みがなされています。子ども会議等で決められた内容
については、室内への掲示を行い、周知と理解を図っています。

4. 幅広い年齢の児童の交流が日常的に設定されている

決まり事など室内に分り易く掲示し、子どもが理解しやすいよう取り組んでいます

小学生への対応

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

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

3. のんびりしたり休憩したりするふれあいスペースを作っている

室内の環境は、遊べるものを置いておき、子どもたちが自らコーナーやスペースの設定を行い、創造的に活動できるようにしていま
す。工作コーナーや勉強スペース、くつろげるフリースペースなど、室内の自由な空間を子どもたちが目的に合わせて設定していま
す。また、当年度のクラスは、縦割りの編成にしており、幅広い年齢の子どもが交流できるよう配慮しています。なお、クラス編成につ
いては、今年度の振り返りや評価、反省を踏まえ、さらなる検討がなされています。

サービスの実施項目

標準項目

サブカテゴリー4

遊びの環境整備

4. 行事やクラブ活動が、日常活動とのバランスや児童の参加を意識して企画されている

子どもたちが好きな活動を自ら設定できるような環境整備を心掛けています

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

3. 障害のあるなし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

担任制等により子どもの状態や課題を把握し、ミーティングで職員間の共通認識に努めています
職員による子どもの関わりは、担任制を設けており、細かな状況を把握するように努めています。また、フリースペースの担当職員を
含め、全職員で子どもの状況や課題について、毎日のミーティングで共通認識を持つよう取り組んでいます。職員の特性や得意分
野活かしながら、異年齢集団の関わりを促すプログラムや工作・一輪車・マジック・ダンス・研究など、子どもたちの興味に合わせ継
続性・段階性のあるクラブ活動を実施しています。クラブ活動は、職員２人体制で担当し、個人や集団の成長に向けた働きかけを
行っています。

評価項目2の講評

標準項目

1. 職員が個々の児童の状態や心理を考慮して適切に対応している

行事等は、子どもや保護者が参加しやすいように学校行事や時程を考慮し、年間の計画を作成しています。毎月の誕生日会は、司
会や運営委員、内容などを子どもたち自らが決めて実施するなど、個々との関わりによる相互作用や集団を通じた活動による成長
などを図っています。また、同一法人が運営する中高生プラザ（大規模児童館）の低学年バスハイクへの参加など、スケールメリット
を活かした企画なども実施されています。

子どもや保護者が参加しやすいよう行事日程等の配慮がなされています

評価項目1の講評
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3 評価項目3の講評

評価

○

○

4 評価項目4

評価

○

利用者からの相談への対応

標準項目

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

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

関係機関と連携を図り、協力関係を確保しています

意見箱の設置や連絡ノート、保護者会などを通じ、相談や要望への対応に努めています

担当職員を配置して受け入れ態勢を築いています
室内では、フリースペースが大きくあり、寝転んだりしながら落ち着いて過ごせる環境設定の配慮に努めています。また、配慮が必要
な子ども等の受け入れに際して、専門性を確保するために、臨床心理士から年３回の巡回指導で具体的なアドバイスを受け、適切
な見守りが出来るよう努めています。ただし、民間ビルの借り上げであり、急な開設工事であったため、ハード面での整備は不十分と
捉えており、シャワーや落ち着くことができるような休息スペースの確保など、今後の改善課題として検討していくことが期待されま
す。

標準項目

虐待を受けた児童や不登校児への支援体制について、職員内での情報共有に努めるとともに、関係機関との相談体制が確立して
います。特に配慮が必要な子どもについては、子ども家庭支援センターなどの関係機関と綿密な連携を図り、ケース会議などにも参
加しています。児童の様子を行動観察した記録を作成し情報共有を行うなどの協力関係を確保し、必要に応じて随時連絡を取り合う
ことができます。

1. 障害のある児童の来館に対応する支援策が整っている

利用者からの相談を受け付ける仕組みとして、「意見箱」を設置しています。日常的な連絡事項や日々の子どもの様子などは、毎月
発行の通信や連絡ノートを活用して伝えています。保護者からの相談は適宜応じるとともに、連絡ノートやお迎えの際にも相談にの
るよう努めています。なお、高学年の保護者とは直接的に顔を合わせる機会が少ない状況でありますが、保護者会の開催や連絡
ノートの活用などにより顔の見える関係づくりに取り組んでいます。

評価項目6の講評

障害児への対応

評価項目3の講評
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5 評価項目5

評価

○

○

6 評価項目6

評価

○

○

標準項目

1. 地域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

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

地域全体への働きかけとして、地域イベント等に参加し交流を深めています
地域への働きかけとして、学童クラブの子どもがハロウィーン・イベントに参加して、区民センターや地域の商店を仮装して訪問する
など、交流を深めています。また、地域の高齢者が年３回来館し、折り紙を指導してくれています。さらに、同一法人が運営する児童
高齢者プラザの主催による民生委員・町会・学校・警察・消防署等が出席する地域の懇談会に参加し、情報交換や連携を促進して
います。なお、同じ建物の内の保育園との連携では避難訓練を実施するなど、安全に過ごせるよう取り組んでいます。

地域の子育て環境づくり

評価項目5の講評

広報活動

標準項目

1. 広報活動が適切におこなわれている

2. 学童クラブの活動内容を分かりやすく知らせ、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

評価項目6の講評

ホームページを活用し、保育時間や経費、運営等を掲載し、情報提供しています
区のホームページでは、場所や連絡等の記載に留まっていますが、法人のホームページを活用し、学童クラブの説明、対象児童や
保育時間、運営などの案内をしています。見学の希望や問合せ等に対しては、個別の対応を行っています。見学時には、施設長や
クラススタッフが対応し、担任制や学童の仕組み、おやつの対応などについての説明を行っています。

毎月のクラブ通信を発行し、室内掲示や小学校等へ配布しています
学童クラブの情報としては、区統一の「入会のごあんない」と芝浦学童クラブの「入会のしおり」が作成されており、行政機関や保育
園、幼稚園等に配付や設置されています。芝浦学童クラブの「入会のしおり」では、クラブでの一日の例や年間行事、連絡方法など
を記載し、クラブの説明がなされています。また、毎月のお便りとして、学童クラブ通信「Sunny」を発行し、室内掲示や配布を行い子
どもや保護者に情報発信しています。さらに、近隣小学校等へも配付し、学童クラブの情報を提供しています。
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〔事業者が特に力を入れている取り組み〕

《事業所名：芝浦学童クラブ 》

評価項目

評価項目

評価項目 6-4-2

行事やクラブ活動が、日常活動とのバランスや児童の参加を意識して企画
されている

タイトル③ 子どもとの関わりを大切にし、満足が得られる活動や行事を行っています

内容③

日々の子どもたちとの関わり、一つひとつを振り返り、見直しながらの行事や日常運営の中での子どもたちの高い
満足度が保護者の満足にもつながっています。

タイトル② 職員数の増加に合せ、OJTや研修を通じ、職員と組織の能力向上に取り組んでいます

内容②

職員は4名から13名に増えて　4月に初顔合わせの状態であったが、日常のOJTやスーパーバイズの中で、資質を
高め、一人ひとりが自分の持てる力と少しずつチームとしての連携を図り、関係性を深めながら運営が出来ていま
す。

事業者が特に力を入れている取り組み③

内容①

急激に立ち上げた施設で開設2年目であるが、職員も児童との関係性をしっかりと築きながら、日々の保育に当
たっています。保護者とも子どもの話だけでなく、情報交換や意見交換を行なえるまでになってきています。人の変
化が激しい中ではありますが、大きな事故やトラブルなく順調に運営をしてきています。

事業者が特に力を入れている取り組み②

5-1
事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育成に取り
組んでいる

事業者が特に力を入れている取り組み①

1-1 事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている

タイトル① 職員、児童、保護者との関係性を築きながら、順調な運営がなされています
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〔全体の評価講評：学童クラブ〕

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

2

子ども一人ひとりの状況や状態に配慮した環境整備および設定に向けた検討が期待されます

室内では、フリースペースが大きくあり、寝転んだりしながら落ち着いて過ごせる環境設定の配慮に努めていま
す。また、配慮が必要な子ども等の受け入れに際して、専門性を確保するために、臨床心理士から年３回の巡
回指導で具体的なアドバイスを受け、適切な見守りが出来るよう努めています。ただし、民間ビルの借り上げで
あり、急な開設工事であったため、ハード面での整備は不十分と捉えており、シャワーや落ち着くことができるよ
うな休息スペースの確保など、今後の改善課題として検討していくことが期待されます。

3

福利厚生制度の充実による、職員のさらなるやる気と働きがい向上への取り組みが期待されます

職員の評価は法人の各種規定に基づいた人事考課制度に連動して行われています。休暇取得では年次休暇
の完全消化をしています。有給休暇も取得を促してストレスや疲労が蓄積しないように配慮しています。年２回
の面談や日頃の声かけで職員のやる気向上につなげています。ただし、福利厚生制度は、十分とは言えないと
感じており、今後充実したい意向をもっていることから、職員のやる気と働きがい向上に向けたさらなる取り組み
が期待されます。

3

異年齢集団の関わりを促すプログラムやクラブ活動を通じて、個人や集団の成長に向けた働きかけ
を行っています

職員による子どもの関わりは、担任制を設けており、細かな状況を把握するように努めています。また、フリース
ペースの担当職員を含め、全職員で子どもの状況や課題について、毎日のミーティングで共通認識を持つよう
取り組んでいます。異年齢集団の関わりを促すプログラムや工作・一輪車・マジック・ダンス・研究など、子どもた
ちの興味に合わせ継続性・段階性のあるクラブ活動を実施しています。

さらなる改善が望まれる点

1

マニュアルを整備して業務の標準化を進めて、職員の質の底上げを期待します

職員が当初より３倍強に増え、職員間の経験値や能力にバラツキが見られます。日常のＯＪＴ等で能力向上に
取り組んでいますが、職員一人ひとりが臨機応変に対応出来るまでには至っていません。今後は研修による人
材育成に加えてマニュアルによる業務の標準化も図りながら職員の質の更なる向上を期待します。

《事業所名： 港区芝浦学童クラブ》

特に良いと思う点

1

急激な利用者増に対して、利用者の安全確保を最優先に取り組んでいます

１０名以上に増加した食物アレルギー児や宗教的理由がある利用者については、おやつの食材提供には除去
表を作成したり、保護者と情報交換して慎重に対応しています。クラブ活動では、利用者の自主性を尊重しなが
ら担当者を決めて安全に過ごせる環境作りをしています。例えば一輪車では乗車ルール遵守と担当職員の研
修を徹底して事故の防止に取り組んでいます。帰宅の遅い学童には職員が自宅近くまで集団送りの帰宅支援し
ています。取り組みの成果として、事故や大きなトラブルは皆無です。

2

利用者の状況や様子について、職員間で共有しています

１年生から６年生の全ての子どもには個別ノートが作成され、日々の子どもの記録や連絡事項について、保護
者と取り交わしています。また、日々の子ども一人ひとりに関する情報は、日誌等で記録し、毎日のミーティング
において子ども達の様子や気になること等について話し合い、職員間で共有しています。配慮を必要とする子ど
もに対しては、担当者マンツーマンで見守りを行い、年３回臨床心理士の巡回・訪問により、発達課題等のアド
バイを受け、適切な支援に努めています。
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