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総　　　評
◇特に良いと思う点

●　子どもの”情緒安定”を第一にし、自主性を持たせる育成に力を入れています
　当学童クラブの「放課後児童健全育成事業運営方針」には、集団生活を通して一人ひとりの豊かな個性が育まれ、自
ら考え、判断し行動できる子育ち力(生きる力)が身に着くようサポートしますと明示されています。
職員は、様々なサービスの提供にあたって、「情緒の安定を第一」を意識した指導や援助を行っています。情緒が安定
していない子どもはコミュニケーションが上手くとれなかったり、様々なトラブルが活動に支障をきたすことも子どもの世界
では日常的に起きている事です。そのため職員は、「まず子どもの情緒安定を図ることが第一」を念頭に入れた対応を
心がけています。子どもたちが自主的に判断しチャレンジできるように支援していくことによって、より良い結果を生んで
います。これを子どもたちの社会性の発達に結びつけていく努力が、これからも望まれます。

●　地域住民と顔と顔のつながる交流を行い、子どもの安全・安心に取り組んでいます
　当施設は児童館のように地域に開放されている施設とは異なっており、利用者が限られ毎月のおたよりも学童クラブ児
童の保護者と小学校への配布のみとなっていますが、職員は子どもたちの帰宅時間には交差点での交通安全指導や
帰宅ポイントまでの見送りや、下校時の見守りも公園等で実施しています。近年多発している不審者情報や交通量が激
しい場所にあるため、当施設利用の子どもだけでなく、地域の子どもや住民たちの安全・安心対策の一翼を担っている
と言えます。近隣の放課GO→クラブこうなん、放課GO→クラブしばうら、芝浦学童クラブとも交流を図り、当施設を利用
してもらったり、情報の共有をしています。また、地域の清掃を一緒にしながら、地域を知ってもらうプログラムも行ってい
ます。

◇更なる改善が望まれる点

●　保護者同士の交流の持ち方に工夫が望まれます
　入会説明会や年2回開催される保護者会では保護者の紹介をする時間を設けたり、保護者対象の講座を開催してい
ますが、保護者同士の交流の機会とまではなっていないようです。子どもの親としての紹介だけでなく、保護者個人に焦
点を当てたプログラムを企画する等の工夫をしながら、互いに関心を持ち交流のきっかけ作りができることが望まれま
す。

●  「ヒヤリハット」の記録書式の改善が望まれます
　施設は危機管理及びリスクマネジメントに対し、経営理念を実現するための様々な研修や、職場でのOJTなどを通じ、
その教育及び訓練に力を入れていることが訪問を通じて感じ取れました。また、リスクマネジメントに必要となる「ヒヤリ
ハット」記録の共有化はリスクに対応する上で非常に大切なものとなります。毎日の活動の中ではたくさんの「ヒヤリ」とさ
せられた事件や、ちょっとした気になること・職員の気づきが記載されていましたが、記録スペースは、記載が分かりにく
くなっています。職員が、忙しい中でも記録がしやすく、後から検索がしやすい書式の工夫をしながら、子どもの安全に
取り組まれることを期待します。



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

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

コ　メ　ン　ト　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。

詳 細 講 評

コ　メ　ン　ト　

当施設を運営する法人は、『ライフサポート理念』の中に経営
理念・経営方針・行動指針の３項目にそれぞれ分けた理念が
わかりやすく説明されています。また、社員の心構えも定めて
いて、全社員が率先してこれを遵守し、実行することを宣言し
ています。
基本方針は、経営理念のもとに児童育成事業「運営方針」を
作成して、「港区五色橋学童クラブ」の利用案内しおりなど
に、運営方針が明文化されています。

(２）　理念や基本方針が周知されている。

『ライフサポート理念』が書かれている小型冊子を全職員に
配布し携帯するようにしています。理念の読み合わせも週２
回行い、いつでも確認できるようにしています。入社時の研
修やリーダー研修のほか、毎日の朝礼やミーティングの際に
も確認し合うなど、全職員に周知されています。
子どもや保護者には、施設見学時や入会説明会の際に説明
するほか、学童利用案内のしおりを通してお知らせしていま
す。館内では「五色橋学童クラブのあいうえお」と題した掲示
をして、職員も声掛けをしています。

（２）　計画が適切に策定されている。

　　Ⅰー２　計画の策定

区の中・長期計画に沿って作成された、「運営提案書」をもと
に、中・長期の事業展開・児童の健全育成・職員の確保採用
に関する考え方・取組みの方向性が示されています。事業計
画策定の際は、前年の事業実績を振返りを行い、保護者ア
ンケートや保護者会での意見、年３回以上開催する「こども会
議」の意見やアンケートを参考に、計画や年間目標・毎月の
運営目標などを定めています。

年間計画・プログラム計画の時には、施設の運営目標・年度
運営指針」をもとに、３月に全職員が参加する職員会議で話
し合いが行われます。前年度の反省、また「子ども会議」での
意見や保護者・保護者会の意見も取り入れて、作成していま
す。区に提出している月間プログラムの作成は、前月の職員
会議での記録を振り返りながら討議し、計画の見直しも適時
行っています。
年間事業計画書などは、全職員に配付、周知され、利用者
には、年度初めに年間プログラムを配布、掲示しています。
また月間プログラムなどは、毎月の「五色橋学童クラブだよ
り」や保護者会、室内掲示で情報を伝えています。



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

コ　メ　ン　ト　

コ　メ　ン　ト　

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。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

事業経営を取り巻く情報は、毎月本社で行われる本社会議
や区が主催する「学童クラブ事業連絡会」、毎月開催される
「芝浦港南地域会議」、年２回開催される港南子ども中高生
プラザ主催の「地域懇談会」などで、地域や学校の動向が把
握されています。
また経営状況の分析課題については、毎月月初に区へ提出
している「使用状況報告書」の利用状況からも変化を見つ
け、課題を読み取り分析しています。同じ小学校の課題で他
の事業所と共通する課題があるときは、施設間で一緒に取り
組んで解決することもあります。分析結果を次年度の予算に
反映させています。
事業所の監査は法人の外部監査を受けていますが、当施設
では、区に報告する「おやつ代」に関してのみ保護者会が監
査しています。

指導員マニュアルで児童指導員の役割りを明確にして、管
理者やリーダーについては研修の機会を設けています。研
修内容は、ミーティングを通じて職員へ周知しています。
遵守すべき法令やリスク管理、倫理関係については、リー
ダー会議や法人の全体職員研修会などで、個人情報保護、
安全管理、コンプライアンスなどの研修が行われています。コ
ンプライアンス・チェックシートの活用とともに、「内部通報制
度」を設けて、職員全員に通報制度連絡カードを配布し、諸
問題発生時に迅速な対応が取れるように取り組んでいます。

リーダーはミーティングで、計画立案、課題討議で極力職員
の意見を吸いあげ、提案のできる職場環境の整備を心掛け
ており、毎日の朝礼・夕礼時にも、利用者満足度、安心かつ
安全な運営に取り組んでいます。職員とは面談を実施し、職
員のキャリアアップ研修の要望やフィードバックを通じて意欲
向上を図っています。
経営効率化では、人員配置で一時的な人員不足が生じた場
合には「ヘルプ制度」を活用し、人員再配置によってサービ
スの低下が起きないようにしています。経費節減では、消耗
品管理表を作成して無駄のないよう指導しています。

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



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

コ　メ　ン　ト　

人事管理は、法人全体の体制のもとに行われ、区の求める
条件を満たす人材を中心に採用し、各事業所に配属されて
います。人事配置では、適材適所の配置を進めていますが、
特にリーダーについては毎月リーダー研修、サブリーダー研
修を実施するなど力を入れ、人材を育てています。
人事考課に関しても、職員の自己申告、個人面談のほか、業
務・チームワーク・組織貢献度の項目について客観的な考課
ができるようにしています。

年4回、リーダーや本社スーパーバイザーによる職員面接を
行い本人の就業状況や意向を把握しています。勤務シフト
や研修での要望など、変更や改善の必要があれば、それに
応える体制をとっています。
厚生面では、心身の健康保持増進を図るべく、年一度の健
康診断、ストレスチェックの実施、メンタルヘルスケアを推進
するとともに、産業医による健康相談もしています。有給休暇
のほかに誕生日休暇があり、誕生日前後1ヶ月内の取得を可
能としています。

年6回にわたる全職員対象の職員研修やリ－ダー研修には
特に力を入れていますが、年度初めに全職員に、研修内容・
時期などが記された年間研修計画を提示しています。個人
情報保護、安全管理、コンプライアンス、放課後子ども教室ス
タッフ研修などの多くの専門研修、更に1～5等級の「等級別
研修」などを受講していきます。
職員は年4回の面接があり、個別の教育・研修計画の評価・
見直しが行われ、長期的な視野に立った職員の育成に力を
入れて取り組んでいます。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

（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

23
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

24
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。 b

評価

25 ①　利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 a

26 ②　事業所が有する機能を地域に還元している。 a

27
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

28 ①　必要な社会資源を明確にしている。 a

29 ②　関係機関等との連携が適切に行われている。 a

30 ①　地域の福祉ニーズを把握している。 a

31
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

コ　メ　ン　ト　

子どもが暮らす地域を子ども自ら知るための地域安全マップ
を一緒に作っています。信号、橋、歩道、死角など子どもたち
にとって特に注意を要する場所を、保護者や住民とも連携し
ながら情報共有しています。また、毎月の地域清掃活動も地
域住民と子どもたちとの接点ともなり、人的資源を子どもたち
が知ることにも繋がっています。学校、幼稚園、保育園、芝浦
港南地区総合支所、子ども家庭課、消防署、警察署との地
域懇談会での情報交換や共済行事等を通じて連携していま
す。

（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。

評価項目

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

経営理念の「福祉社会の実現をめざす」ためには、地域と利
用者との関係を深め、福祉的課題の共通認識を図り、課題
解決に向けて一緒に取り組むことが大切です。
当施設は、芝浦港南地区総合支所、港南子ども中高生プラ
ザ、近隣学童クラブ、保育室等との日頃からの情報交換や交
流行事、又地域の清掃活動や近隣交差点での交通安全指
導（子どもたちの帰宅時間に近隣交差点に職員を配置して）
などを通して、子育て環境の安全・安心なまちづくりに努めて
います。
ボランティアについては、地域で活動しているボランティアを
講師として招く保護者向け講座や、子ども向け工作講座等な
どで積極的に受け入れています。

評価項目

Ⅱ－３　安全管理

（２）　関係機関との連携が確保されている。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ－４　地域との交流と連携

コ　メ　ン　ト　

緊急時対応については、全職員が迅速な行動がとれるような
組織としての体制が取られています。緊急事案ごとの対応と
連絡体制の室内掲示、職員配置表に基づく子どもの見守り
体制、年間を通じて全職員が受講する法人研修、毎月の緊
急時対応訓練や講習会（消防・警察との連携によるものも含
む）など安全管理に関する法人理念の行動指針が施設運営
に反映されています。リスクマネジメントに関しては、書面に
おける更なる工夫が望まれます。

ここの地域の福祉ニーズは、毎月開催される芝浦港南地区
会議及び行政報告会や、定期に開催される保護者会、学童
クラブ事業連絡会及び港南子ども中高生プラザ主催の地域
懇談会を通じて把握しています。
現在この地区は児童増加傾向にあり、今後ますます子育て
関係機関との協力が必要となってきています。同建物1階の
保育室や近隣の児童施設との交流を行っています。



評価

32
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

33
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

34
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

35
②　利用者満足の向上に向けた取り組みを行って
いる。 a

36
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

37
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

38
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　

（３）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

職員は週２回、企業理念の読み合わせをして、ホスピタリティ
マインドの浸透を図り、サービスにゴールはないという意識を
徹底しています。
職員全員が、常時子どもたちからの意見を聞く姿勢をもち、こ
ども会議での意見やご意見箱（子ども用）もチェックしていま
す。また、保護者については、それぞれの都合に合わせた通
信手段を利用して、いつでもクラブへ意見を頂きたい旨の周
知を心がけています。寄せられた意見は職員ミーティングや
振り返りの時間を利用して全職員で共有しています。

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

（２）利用者満足の向上に努めている。

評価項目

子どもたちや保護者が意見を言いやすい環境づくりを行い、
苦情等については「大切なメッセージ」であると捉える教育を
徹底しています。相談や意見を言いやすい方法として、ご意
見箱、連絡帳、電話、面接室での面接、本社担当SVの立ち
合い等で利用者の立場に立った意見聴取方法がとれるよう
に環境を整えています。
また、状況に応じて関係機関、本社及び区総合支所・子ども
家庭課・学校等に協力を依頼して客観性を確保して、迅速に
可能な限り当日中の対応ができることを心がけています。
職員については、個人情報保護、接遇マナー、苦情対応の
各研修やホスピタリティ・マインドを育成する本社職員研修、
ロールプレイによる職場でのOJT実施等により常に資質向上
を図っています。

ホスピタリティ・マインドを実践できる社員教育を目指して、接
遇マナー、苦情対応等の研修を全職員が受講できる体制を
整えています。また、個人情報保護やプライバシー保護に関
する職員全員の理解度向上にも力を入れています。
全職員の研修を義務化し、理解度テストの実施もしていま
す。また、情報管理責任者を設置して、情報漏洩の防止に努
めています。施設情報管理のための内部監査を実施すると
共に、「プライバシーマーク制度」を取得して、更新のための
外部監査も実施しています。



評価

39
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

40
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

41
③　課題に対する改善策・改善計画を立て実施し
ている。 a

42
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

43
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

44
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。 b

45
②　利用者に関する記録の管理体制が確立してい
る。 a

46
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

47
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

48
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

毎日のサービスの実施記録は、業務日誌やミーティングノー
トに記録されており、特に個人情報の管理、守秘義務の遵守
は全職員間で周知徹底されています。毎日の活動の中では
たくさんの「ヒヤリ」とさせられた事件や、ちょっとした気になる
こと・職員の気づきが記載されていましたが、記録スペース
は、記載が分かりにくくなっています。
利用者データ、出席簿等は施錠できる棚に保管して、散逸、
漏洩を防止しています。また、定期的なミーティングやケース
ワークにおいて課題と対応方法は全職員で共有し、業務日
誌、連絡ノート、朝礼・終礼で引き継がれて職員間で対応が
異ならない様にしています。
各種プログラム実施後は担当者が報告書を作成し、子どもた
ちの様子や改善事項を記入し、ミーティング等で共有してい
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。

提供するサービスの実施方法は、利用のしおり、ホームペー
ジ、毎月のクラブだより及び室内の掲示で周知されていま
す。また、意見や提案がサービスに反映されるようにするた
め、日々の朝礼、終礼、ミーティングを通じて共有化を図り、
内容により関係機関に照会をしています。業務日誌やミー
ティングノートでの記録を踏まえて、マニュアルの改訂を行っ
て常に業務改善に努めています。

コ　メ　ン　ト　

Ⅲ－２　サービスの質の確保

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。

学校説明会の際には職員が学童クラブの紹介をする時間を
設けて、詳しい説明をしています。施設見学希望は随時受け
付けており、入会希望の保護者が安心して入会できるような
対応をしています。ホームページや利用案内も見やすく分か
りやすい形で作成されています。
入会希望の保護者に対しては、利用案内を配布し、説明会
や個人面談を実施して、丁寧に説明し同意を得ています。パ
ンフレットやたより等に写真を掲載する際の同意書や個人情
報取り扱い同意書には必ず署名してもらっています。

サービスの質の確保には、サービス内容とプログラム内容の
評価改善が不可欠です。双方とも基本的には毎日の朝礼、
終礼での情報共有や、毎月２～３回行っているケース会議・
ミーティングで課題を検討して、改善策を立てて実施してい
ます。サービス内容について、至急改善する必要がある場合
には、ミーティング等を行い迅速な解決を心がけています。
個人的な回答は時間がかかる場合には、返答時期を提示し
て利用者に不安を与えないようにしています。
プログラム改善については各担当者が中心になり、その成果
や課題をプログラム報告書に記入し、全職員が確認してミー
ティングで検討し、次回のプログラムから活かせるように取り
組んでいます。

（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。



評価

49 ①　サービス実施計画を適切に策定している。 a

50
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

51
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

52
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

53
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

54
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。 b

55
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

56
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

57
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

58
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

実施計画は、保護者や子どもたちの意向や前年度の反省を
踏まえて、職員間の合議のもとに策定し、本社担当部署の承
認を得て実施しています。新たなプログラムを実施する際に
は、担当者による計画書の作成後、全職員にプレゼンテー
ションを行いフィードバック後に実施しています。
評価や見直しは計画検討会議の中で、定期的に行われてい
ます。また、プログラム実施後は報告書に実施内容や課題等
を記入し、ミーティングの中で職員が共有しながら、次回に活
かせるように取り組んでいます。

コ　メ　ン　ト　

学童クラブの基本的なきまりや各コーナー、遊び方について
は、分かりやすく掲示したり、毎日の帰りの会や子ども会議の
中で伝えています。新一年生の歓迎会のプログラムの中にも
学童クラブのルールを〇×クイズ形式を使って、子どもたち
が楽しみながら、ルールを身につけられるような工夫をしてい
ます。夏休みなどの長期休暇中の特別なルールや新しい遊
具の使い方は、子どもたちの意見を大切にして決めていま
す。
創作活動やこま、将棋や囲碁などのゲーム、読書などいろい
ろな遊びや活動が安全に行なえ、また、子どもたちの自発性
や自主性が発揮できるような環境づくりに努めています。こま
や一輪車は技の上達を目指した検定表を掲示したり、ドッヂ
ボール大会など、子どもたちが仲間意識を持ち、達成感が得
られるような取り組みが展開されています。また、学童クラブ
が子どもたちのくつろぎの場にもなるよう、ゆったり過ごせるス
ペースも用意しています。

１　遊びの環境整備

入会説明会や年2回開催される保護者会では、保護者同士
を紹介するプログラムを設けています。保護者が講師となっ
て「おこづかい講座」を開催して、テーマを絞って話し合った
り、学童クラブのお祭りでは、保護者の要望や意見を聞いて
企画の中に取り入れたり、当日の運営への協力もしています
が、保護者同士の関係づくりや交流が課題となっています。

学童クラブが安定した集団となるように、職員は子ども一人ひ
とりの状況を丁寧に把握できるようにしています。気になるこ
とや気づきを連絡ノートに記載し、始業時と終業時に話し合
い、職員全員で共有しています。子どもを指導する際には、
その日の状況や子どもの情緒の発達、社会性、集団特性な
どを考慮しながら、適切に援助できるように努めています。特
に注意が必要と思われる場合には、ミーティングで取り上げ
たり、ケースワークのテーマとして具体的な取り組みに活かせ
るような仕組みもできています。
異年齢集団の良さを発揮できるような集団遊びやプログラム
を取り入れて、互いに成長しながら、協調性や社会性を育ん
でいけるような支援をしています。
子どもたちが国籍や個性、障がいなどの違いを認め合い、仲
間として成長していけるような取り組みを積極的に行っていま
す。おやつの時に、「ご当地ぐるめぐり」として、いろいろな国
のおやつを食べながら、言葉や文化も紹介して、楽しみなが
ら理解できるようなプログラムを工夫しています。
各種のプログラムは、自己肯定感、コミュニケーション能力、
チャレンジ意欲の育成をテーマにして、知・徳・体・食をバラ
ンスよく取り入れています。日常の活動や自由遊びの中で子
どもたちの自主性や主体性が発揮できるよう職員はサポート
しています。

コ　メ　ン　ト　評価項目

評価項目

（２）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

Ⅳ 学童クラブの活動に関する事項



59
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

60
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

61
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

62
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

63
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

64 ①　広報活動が適切に行われている。 a

65
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

クラブ案内、ホームページはわかりやすく見やすいように工
夫されて作成され、毎月発行するクラブだよりは保護者や小
学校に配布しています。学校説明会の際には職員が学童ク
ラブの紹介をする時間を設けて、詳しい説明をしています。
施設見学希望は随時受け付けており、入会希望の保護者が
安心して入会できるような対応をしています。
日常の活動や行事の際の子どもたちの様子は、玄関や各フ
ロアに掲示され、保護者に子どもたちの様子を楽しんで見て
もらったり、子ども同士で思い出を振り返ったり、親子の会話
につながるように作成されています。

７　広報活動

開設して2年目ではありますが、港南子ども中高生プラザ主
催の地域懇談会や芝浦港南地区会議など地域で開催され
ている各種会議などに参加して、他の施設との交流や地域
ニーズの把握に努めています。近隣の放課GO→クラブこうな
ん、放課GO→クラブしばうら、芝浦学童クラブとも交流を図
り、当施設を利用してもらったり、情報の共有をしています。
また、地域の清掃を一緒にしながら、地域を知ってもらうプロ
グラムも行っています。子どもたちの帰宅時間には交差点で
の交通安全指導や帰宅ポイントまでの見送りを毎日実施して
います。子どもたちに事故や事件から身を守ることができるよ
うに、三田警察署による交通安全指導や不審者対応の訓練
やお話を聞く機会も設けています。

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

職員は見学や送迎時など保護者と顔を合わせる際には、気
持ちの良い挨拶や心のこもった対応を心がけ、小さなことで
も気軽に話してもらえる体制を作っています。相談事は連絡
帳や電話、面談など保護者の希望に沿った形で随時行われ
ています。子どもたちの様子も丁寧に観察し、時に言葉で表
すことが難しい場合は気持ちに沿った対応ができるようにし
ています。
虐待や気になる子どもに対しては、子どもの様子を注意深く
見守るとともに、学校や子ども家庭課などの関係機関との連
絡を密にとり、本社の担当とも情報を共有して支援する体制
ができています。

特別な支援が必要な子どもに対しては、学童クラブ入会時に
「生活状況調査書」を提出してもらい、保護者からも丁寧に聞
き取ることで、ニーズを把握し、入会時の生活がスムーズに
移行できるようにしています。本社の特別支援児アドバイ
ザーや巡回指導の際のアドバイスや研修にも参加して、より
良い支援ができる様に職員全員で情報や支援スキルを共有
しています。


