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総　　　評
◇特に良いと思う点

●　理念に基づいた運営を心掛けています
　 法人の理念は、互いを認めあい、高めることのできる、善意で前向きな気持ちでつながる地域ネットワークの形成を目指し
ています。子どもたちの人格の形成にとって大切な４つの価値（思いやり、誠実さ、責任感、尊敬心）を育てていくことを基本
方針として明文化し、「みつかる」「つながる」「よくなっていく」の法人スローガンとともに、事業計画書や施設内の壁に掲示し
て、職員も子どもたちも毎日確認ができるように取り組んでいます。

●　大規模学童クラブならではの運営を工夫しています
 　当学童クラブは定員270名の大規模学童クラブとして開設され、現在の登録児童は226人となっています。他の学童クラブ
の待機児童の受け皿となっているため、高学年が多い構成になっています。フロアごとに3つのクラブとして運営され、日常
活動は各フロアで低学年クラス（Ａ）と高学年クラス（Ｂ）に分けるような工夫もしています。子どもたちの様子や状況に合わせ
た運営を心掛けながら、クラス別のルールや状況を職員間で確認し、情報共有をしています。また、フロアごとにコーナーを
設置することで、様々な遊びの選択ができるように工夫しています。3Fに音楽スペース、4Fは工作スペース、5Fは運動フロ
アとして使用し、ルールや注意事項は利用前に子どもへ説明をしたり掲示を使って周知しています。

　

◇更なる改善が望まれる点

●　事故予防のために、職員全員で取り組める訓練の実施が望まれます
 　当学童クラブは大型学童クラブであり、3クラスに分かれた運営、高学年児童が多い、民間ビルのための使いづらさなど、
他のクラブと比べても、運営に困難さがあります。職員数も多くなり、当然ながら、それぞれのスキルや経験にばらつきが見ら
れます。日々の打ち合わせやOJT、研修、マニュアルの整備に取り組みつつありますが、全体の共有化や共通化に課題が
見られます。例えば「危険予知トレーニング」を取り入れ、各フロア・玄関・廊下・トイレや子どもたちが遊んでいる実際の場面
を写真やイラストを使って、職員一人ひとりが危険個所やリスクを考え、自由に意見を出し合い改善していく中で、感受性を
高めながら、共有化していけるような実践が期待されます。

●　苦情解決制度の確立が望まれます
 　保護者等からの苦情に対してはフロアリーダーを中心に各クラス担任が担当して迅速な解決を図るように努めており、必
要に応じて施設長も対応しています。しかし、苦情対応に対する施設としての明確な仕組みを訪問調査時には残念ながら
確認することが出来ませんでした。施設を取り巻く様々な環境から苦情が発生する可能性が常にあります。地域住民や保護
者、子どもからの苦情に対して誰がどのような役割を担って解決に当たるのかを内規等で定め、入会のしおりへの記載を含
め、関係する人たちに開示されることが望まれます。



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

事業提案書に基づき、中・長期ビジョンが策定されています。
当クラブは定員270名という大型のクラブですが、児童数の増
加に見合った事業運営や経営、法人としての実績を踏まえ、
特に地域ネットワークの充実に力を入れています。
近隣の施設との交流事業、地域の町会・自治会等との連携
を通じて、安全、安心して過ごせる環境づくりに積極的な役
割を果たす計画を作成しています。

職員でプロジェクトチームを編成し、各フロアリーダーが中心
となって各種計画を立案しています。実施にあたっては、利
用者のニーズや運営状況を確認しながら、必要に応じて計
画内容の見直しができるように柔軟性をもった運営を心がけ
ています。事業計画は職員に対しては全体職員会議にて確
認を行い、年度初めや学期初めに施設長から説明をしてい
ます。子どもたちや保護者等に対しては、入会説明会及び保
護者会等を通じて分かり易く説明を行い、口頭、おたより、ク
ラブのしおり、掲示等にて周知をしています。

(２）　理念や基本方針が周知されている。

理念や方針は、入職時の研修や職員会議において、コンセ
プトブックを配布し、パワーポイントで施設長から説明を行っ
ています。
学童クラブ保護者へは入会資料説明会や新規登録申し込
み時、保護者会の場を通して説明しています。また、学童ク
ラブ通信「Sunny」でも冒頭文の中に、分かりやすく記載をし
て周知しています。

（２）　計画が適切に策定されている。

　　Ⅰー２　計画の策定

詳 細 講 評

コ　メ　ン　ト　

法人の理念は、互いを認めあい、高めることのできる、善意で
前向きな気持ちでつながる地域ネットワークの形成を目指す
ことです。
当学童クラブでは、子どもたちの人格の形成にとって大切な
４つの価値（思いやり、誠実さ、責任感、尊敬心）を育てていく
ことを基本方針として明文化し、「みつかる」「つながる」「よく
なっていく」の法人スローガンとともに、事業計画書や施設内
の壁に掲示して、職員も子どもたちも毎日確認ができるように
しています。

　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　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

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

施設長の役割と責任は、職務分掌により全職員に対して明
示されています。また、遵守すべき法令等の周知は、就業規
則、入社時の遵守事項、港区個人情報保護条例等を用い
て、施設長が全職員に説明を行っています。
そのほか法人として、全職員に対し、東京都放課後児童支
援員認定資格研修を受講し、指導員として遵守すべき法令
等を理解させる取り組みを行うと共に、管理者はハラスメント
研修の受講をするようにしています。

施設長は、質の向上に向けて、全体職員会での指導・助言と
共に、職員ヒヤリングなどを通じて、意見や提案等を把握して
います。当施設はビルの複数階に子どもたちが分散している
ため、職員は通信機器を使って情報共有しています。今年
度は、各フロアにプロジェクトチームを作り、各フロア担当の
職員が自主的にそのフロアの業務の改善や効率化に向けた
取り組みができるよう働きかけています。

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

（１）　管理者の責任が明確にされている。

芝浦港南地区は、高層マンションの増加による児童数の大
幅な増加が見込まれており、平成31年には芝浦小学校だけ
では教室数が足りず、芝浦第二小学校が平成34年度に開校
予定となっています。
利用児童の増加に備えて、今後の課題はトイレの数などの
ハード面や人員の問題等もありますが、法人本部、法人施設
担当者をはじめ、区役所担当課、近隣の保育園、小学校、学
童クラブや関係機関、地域の住民や町会などと協力関係を
築き、連携を密にして地区環境の情報共有を図っています。
監査については、おやつ代の私費会計について、保護者代
表による監査を年2回実施しています。

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。

Ⅱ－１　経営状況の把握

コ　メ　ン　ト　

コ　メ　ン　ト　



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。 b

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。 b

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。 b

（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

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

職員採用は、東京本部が一括して行っています。採用条件
には、保育士又は教員免許があることが望ましいとされ、採
用試験は書類選考と筆記及び面接にて実施しています。
採用後は新人研修や外部、全体などの研修を設けていま
す。人事考課は施設長と統括による面接評価となっています
が、キャリアパス制度と絡めて、個別の人材育成プランを作
り、客観的指標が職員に明示されることで、自己啓発意識の
向上やモチベーションの維持に効果的であると思われます。

職員の勤務はシフト制となっており、休暇は半月前に希望を
とってシフト希望表に反映させています。施設長は休暇取得
の状況を把握し、公平性に配慮しています。また、職員の意
向は個別の面談を通じて把握し、特に体調不良や介護のた
めの休暇は全員が取れるようにしています。
福利厚生事業については、各種休暇制度は備わっています
が、ベネフィット・ワンなどに加入する等さらに充実していく事
が望まれます。

職員の教育や質の向上に向けて研修計画を策定し、入職時
より実施しています。職員は各種研修を受講して報告書の提
出、参加していない職員に対してミーティングの時間などに
研修内容のフィードバックを行っています。
職員は、年度当初の施設長との個別面談時に、全員が10項
目の課題を設定し、年度末の面談時に施設長と一緒に評価
や見直しをすることで、職務に対する意識を高めています。
職員全員が受ける研修は、東京都放課後児童支援員認定
資格研修や救急技能認定研修、アレルギー対応研修などが
あり、施設長は受講者の経験に応じた計画を立てて受講でき
るようにしています。当施設は各フロアごとに３つのクラブ運
営を行っているため、現場の職員が全員で確認でき、共有し
やすい取り組みが望まれます。

コ　メ　ン　ト　



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。 a

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

多くの学童クラブが３年生以下の低学年生を中心に受け入
れているのが現状ですが、当クラブでは利用者の半数近くが
３年生～５年生で占められています。地域の高学年生の放課
後の受け皿となっており、対応に苦慮することもあります。２０
０人を超える子どもたちで、物理的なスペースの確保が難し
い場合もあります。屋外での活動も必要ですが、近隣公園ま
では子どもの足で片道２０分ほどかかり、月に２回程度しか行
けていません。思春期を迎え、自我も目覚める難しい年齢で
あり、落ち着いた環境でのコミュニケーションが必要な場合も
あります。様々な工夫を凝らして高学年生への対応に努めて
います。

（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　

全体の５％ほどの子どもが食物アレルギーを持っており、細
心の注意を払っておやつの提供をしています。アレルゲンを
含むおやつの提供は控えていますが、発注時に成分の特定
が難しいものについては、提供時に成分表の確認を行って
います。また、設備・備品の不具合に対しては独自の初期対
応マニュアルを定めており、エレベーターの不具合や上水漏
れなど計７つのケースについて、写真を活用して初期対応の
手順が示されています。例えばブレーカーが落ちて停電した
場合には、空調機械室のどの扉を開けて、どういう作業をす
べきかを実物写真を用いての丁寧な説明がなされています。

Ⅱ－３　安全管理

（２）　関係機関との連携が確保されている。

近隣小学校や地区の町会、児童館の行事に参加して交流を
図っています。ハロウィンでは毎年、近隣にある他学童クラブ
や私立大学等と共同で催しを行い、子どもたちが協力してく
れる商店等を回って楽しみ、最後は中央公園に集合して解
散という流れになっています。当施設は民間の賃貸ビルにテ
ナントとして入居していますが、１階には保育園が入居してい
ます。その保育園児や近隣の認定こども園の子どもたちに、
小学生が利用をはじめるまでの午前中の時間帯、ワンフロア
を開放して、園児たちが安全に遊べる場を提供しています。
専門学校生や高校生が夏休みを利用するなどしてボランティ
アとして協力してくれています。活動してもらうに当たっては、
事前に危険な行為などへの対応等具体的な注意事項や、
SNSへの投稿禁止など個人情報の保護について資料を示し
て説明しています。

評価項目

評価項目

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

コ　メ　ン　ト　

人口増の激しい地区にある施設で、かつタワーマンションを
はじめ、高層ビルの林立する環境下で、子どもたちの利用で
きる社会資源は限られています。区民センター、図書館等の
公立施設を日常的に利用させてもらい、図書館職員による本
の出張読み聞かせなども行われています。本の入れ替えに
伴うリサイクル図書の提供も図書館から受けています。近隣
小学校との連携のほか、知的障害をもつ小中学生をあずか
る特別支援学校とも連携しており、派遣要請に基づいてコー
ディネーターの巡回指導を受け、サービスに活かす場合もあ
ります。

（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

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。 b

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

１～２年生をAクラス、３～５年生をBクラスとクラス分けしてお
り、５月にAクラス、６月にBクラスの保護者との個人面談を毎
年実施しています。秋には希望者に対しての個人面談を同
じく、クラスごとに実施し、保護者との意思疎通を図っていま
す。日常のサービスに関しては育成日誌に記録され、翌日の
昼礼で職員間で内容の共有がなされています。保護者との
電話対応や面談内容は面談記録に残され、同じく情報共有
されています。保護者等からの苦情に対してはフロアリー
ダーを中心に各クラス担任が担当して迅速な解決を図るよう
に努めており、必要に応じて施設長も対応しています。しか
し、苦情対応に対する施設としての明確な仕組みは残念な
がら確認することが出来ませんでした。施設を取り巻く様々な
環境から苦情が発生する可能性が常にありますので、誰がど
のような役割を担って解決に当たるのかを内規等で定め、入
会のしおりへの記載を含め、開示されることが望まれます。

２７０名の定員に対して現在は２３０名弱の利用者数ですが、
マンモス学童クラブであることに変わりはありません。子どもと
保護者を尊重したサービス提供を実現するため、毎年「入会
のしおり」を更新して、巻頭で施設長から保護者に対して協
力の呼びかけを行っています。各家庭との連携を丁寧に図
り、職員と保護者がチームとして子どもたちの育ちを支えて行
けるよう取り組むことを明示しています。保護者とは毎日の連
絡ノートを介した情報共有のほか、保護者会、個人面談等、
様々な機会をとらえて子どもと保護者の状況把握を行い、必
要な働きかけを行っています。

（２）利用者満足の向上に努めている。

評価項目

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

（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。

利用者満足度の向上を図るため、日常のサービス提供での
触れ合いの中で利用者の意向把握に努めています。投書で
の意思表示も出来るよう、子ども用には赤色の「なんでもポス
ト」、保護者用には黄色の「ご意見箱」を設置しています。最
上階の運動スペースを使ってのドッジボール大会、カプラを
使って作品製作をするギネス挑戦、万歩計での歩数挑戦な
ど、年齢に見合ったプログラムを実施することで満足度の向
上を図っています。高学年生に対しては積極的に近隣公園
等に出かけ、外遊びの機会確保に努めています。

コ　メ　ン　ト　



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。 a

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

（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。

区の案内ホームページ、新入生説明会（芝浦小学校）での情
報提供、施設案内や入会のしおりの作成等、利用希望者に
対して都度説明を行っています。
サービスの開始に当たっては、3月に入会説明会のオリエン
テーションを実施しています。当学童クラブは他のクラブから
移ってくる子どもが多いため、継続利用と新規利用の2グ
ループに分けて、グループに沿った学童クラブの説明や情
報を提供しています。

毎日フロアごとにミーティングや昼礼を行い、1日の流れの確
認や全体確認など丁寧に話し合いをしています。全体会議と
は別にフロアリーダーや主任等のリーダー会議を設けてお
り、日々の個別業務や全体行事等の評価・課題等を出しあ
い、情報を共有しています。
各フロアの特色が異なるため、フロアごとの評価や日々の業
務の進行をそれぞれが決定していくことで、フロアの特色や
独自性が活かされるサービスが提供されるよう工夫していま
す。
課題や要望等があった際には、主にリーダー、主任会で話し
合いを行い、改善策を検討して全体に周知しています。ま
た、会議録に記録することで、職員同士で確認したり情報共
有に役立てています。

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。

フロアミーティングや全体職員会等で、子どもの情報を共有
していますが、日々の情報はフロアごとの育成日誌に記録を
して、職員に情報を周知しています。
記録は主任・施設長が確認を行い、鍵付きキャビネットの中
に厳重に保管をしています。情報の取扱いについては、取り
扱い研修の実施や適宜昼礼等で直接職員に指導を行い、
意識や認識を高めるようにしています。昼礼の情報も記録に
取り、職員間で情報漏れがないようにも努めています。

（１）質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。

月2回行う全体職員会の中で、行事の確認や各クラスのルー
ルのすり合わせ等丁寧に確認をしています。行事を行う際
は、企画書や実施詳細、チェックリスト等を用いて運営マニュ
アルに沿った業務を進めていくように取り組んでいます。
また、毎年子どもの学年構成も変わっているため、帰宅支援
コース等の利用者に応じてクラス編成をその都度見直してい
ます。人数増加も見込まれるため、今後の運営方法の検討も
されており、臨機応変に対応できるように努めています。



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。 a

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

Ⅳ 学童クラブの活動に関する事項

（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

親子ふれあいイベントや年3回実施している保護者会で保護
者同士が交流する機会を設けています。また、夏休み期間
中に芝学まつりを開催し、子どもたちが手作りした縁日を保
護者や地域の方々を招いてもてなすイベントを行っており、
お店の手伝いを保護者にお願いすることで、会話のきっかけ
作りにもなっています。

保護者会や個人面談、連絡ノート、毎日の帰宅時の声掛け
等で、保護者の意向や家庭の状況を把握し、子どもの状態
を把握しながら対応するようにしています。また、必要に応じ
て学校との連携も適宜行い、情報を共有しながら対応するよ
うにしています。
障がいや配慮・サポートを必要とする子どもには、カード等を
活用して、見て分かる接し方・言葉の使い方を繰り返し行うな
ど、個々の課題と向き合い、必要に応じて専門機関とも連携
したり、保護者と共に考えていけるように心がけています。当
学童クラブには多国籍児童も在籍しているので、食事のメ
ニューにも配慮をしています。
今年度は在籍250名を超え数多くの子どもが利用しています
が、その中でも互いが協力して目標を達成する喜びを経験
できたり、自主性や社会性が促される場として外出行事や発
表会、誕生日会などのイベントやクラブ活動ができるように配
慮して運営できるように努めています。
1・2年生、3～5年生で班を作り部屋を分けていますが、夏休
みを過ぎると高学年から退会が多くなるため、状況に応じて
定期的に班の編成を行っています。班を編成する際は、集
団内においても個別対応と保育のバランスが取れるように考
慮されています。

コ　メ　ン　ト　評価項目

評価項目

２　保護者への対応

３　児童への対応

年間計画書をベースに、行事計画書の詳細を期日を定めて
作成し、月間カレンダーに反映させています。
お泊り会や親子ふれあいイベント等の行事の他、防災・防犯
訓練の計画も作成し、アレルギー対応や火災・震災・不審者
等の対応訓練も組み込まれています。
計画に沿ってサービス提供を行い、全体職員会、フロアミー
ティング等で実施・進捗状況を評価し、必要な見直しを図り、
実施後に行事実施報告書にて報告をしています。

コ　メ　ン　ト　

当学童クラブは2～5Fの階層を使用しており、スペースを有
効活用し職員も全体に目が行き届くようにするため、各フロア
ごとにコーナーを設置して様々な遊びの選択ができるように
しています。
3Fに音楽スペース、4Fは工作スペース、5Fは運動フロアとし
て使用し、ルールや注意事項は利用前に子どもへ説明をし
たり掲示を使って周知しています。休憩スペースは建物の作
りとしての制約があるため、コーナー設置を工夫し、子どもが
くつろげるスペースを確保しています。
利用している子どもの意見は、なんでもポストを設置して子ど
もの声を聴き、帰りの会で伝えたり改善できる点については
職員同士で話し合い反映できるように取り組んでいます。
また、5Fの運動フロアは、子どもが利用していない時間帯
に、同じ建物内の保育園が使用できるようにもしています。

１　遊びの環境整備



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

障がいや配慮・サポートを必要とする子どもには、カード等を
活用して、見て分かる接し方・言葉の使い方を繰り返し行うな
ど、個々の課題と向き合い、必要に応じて専門機関とも連携
したり、保護者と共に考えていけるように心がけています。ま
た、定期的に特別支援学校で研修を受講し、記録を取って
全職員で情報を共有しています。

５　障害児への対応

4　利用者からの相談への対応

電話対応、個人面談やお迎え時の会話等の機会を捉えて、
個々の状況に応じた柔軟な対応を行い、保護者からの相談
を随時受け止めるような姿勢や信頼関係を築いていくように
心がけています。
子どもや保護者から発信されるサインを見逃さないようにし
て、相談された際は、職員はなるべく過敏に対応せず、個々
に寄り添った対応ができるようにしています。定期的に対応
等についての研修に参加したり、学童クラブ内や学校・子ど
も家庭支援センター、地域児童館との連携を密にとり、保護
者へ情報提供や必要な対応ができるように取り組んでいま
す。

ホームページや小学校の新入生保護者会、区報、ポスター
掲示等で情報提供や周知をしたり、利用促進につなげるよう
に入会のしおりも丁寧に作成しています。
また、毎月おたよりとしてｓｕｎｎｙを発行し、学童クラブの月間
予定やお知らせ、イベント告知や活動の様子が分かるように
しています。

７　広報活動

子どもが登室する際の周辺の見守り、新学期開始時期の1年
生の登室支援や、ハロウィンのイベントを通じて地域企業や
店舗・施設に子どもの訪問対応を地域の方々にもお願いし
て、地域と学童クラブが一体となって子どもの見守りができる
ように取り組んでいます。
ハロウィンイベントでは、交流プラザ、放課GO、芝浦工大や
スーパー、近隣の会社に事前におかしを配り、子どもが直接
行っておかしをもらうことで、地域の子どもと認識してもらった
り、子どもが何かあった時にかけこめる場所として協力しても
らう体制を作れるように努めています。

６　地域の子育て環境づくり


