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総　　　評
◇特に良いと思う点

●　子どもの自主性を最大限尊重した運営がなされています
保護者アンケートで「いろいろ学童を変えましたが、ここが子どもも伸び伸び過ごせており、職
員一人ひとりにも話しやすく、全てに満足しています」とのコメントがありました。室内のホワ
イトボードに毎日のスケジュール表が示されてあり、何時～何時までをどのように過ごすかは、
自分で名札を貼りつけてスケジュール作成するようになっています。また、職員の発案で、
ティッシュボックスを利用して「子どもの意見箱」を作りました。保護者向けの意見箱には殆ど
投稿はありませんが、この意見箱には多くの意見や要望が入れられ、なるほど、と思える内容に
ついては積極的に採用されています。
　
●  地域との関係づくりを積極的に行っています
学童クラブの近隣はオフィス街に囲まれていますが、地域連携によるプログラム充実と地域から
愛される学童クラブの実現を運営基本方針として揚げ、全職員で取り組んでいます。地域交流イ
ベントの新橋学童まつりは近隣、地域より５０名以上の参加があり大いに盛り上がりをみせまし
た。クラブ近隣との交流として花屋さんが講師となり、子どもたちが好きな花を選んで自由に作
る楽しさを味わいました。陶芸イベントや琴の演奏でもボランティアの先生から、製作、演奏を
通じて挨拶やお話をしっかり聞く大切さを学んでいます。オフィス街ならではの新橋ハローワー
クでは地域の会社見学を行い、訪問する前にまとめた質問やアナウンサーによる貴重な話を聞く
ことができました。保護者会の時には、子どもたちが保護者をもてなす「新橋子どもレストラ
ン」を企画し、ハンバーグを作り、子どもと保護者との関係づくりと満足の向上と保護者会への
参加を促す取り組みが行われました。
　
　

◇更なる改善が望まれる点

●　事故防止のために、当施設独自の危険予知訓練の実施が望まれます
子どもたちの安心・安全のために、法人では各種マニュアルが丁寧に細かく作成されています
が、法人内の放課GO→クラブはそれぞれに違った施設形態で運営されているため、各施設ごとに
構造上の注意点や子どもにとって危険な箇所や動線は異なっています。当学童クラブはビルの4
フロアを使用しているため、階段やドア、フロアごとの安全対策をより有効に実施するために
も、実際の場面や部屋の状況などを写真等を使って、職員全員で危険個所や課題を出し合い、解
決策を確認しあうなどの危険予知トレーニングを実施して情報の共有を図ることが望まれます。
　
●　文書、記録管理全般の整備が望まれます
保護者に代わって子どもを一時預かりする施設であり、安全に帰宅させるのが施設の最大の使命
といえます。事故やヒヤリハットを定義し、小さな出来事を記録化して積み重ね、解析しながら
防止策を講じることで将来の大きな事故を防ぐことにつながります。現在は利用者・職員ともそ
の数が少なく、全員が全てを把握できているようですので、記録類の重要性がさほど感じられま
せんが、安全管理を含め必要な文書・記録類の整備と管理が望まれます。



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

施設長が関係者と協議して定めた３ヵ年計画の、本年度
はちょうど中間の年に当たります。冒頭に理念、基本方
針を記載し、常勤及び非常勤についてそれぞれの職員配
置、予算や人材育成を含む施設目標、地域連携等の提案
事業、そして主要な年間イベントプログラムについての
計画が示されています。子どもたちの意欲と狙いの融合
が中期計画における今年度の目標であり、これに沿って
今年度の各プログラムが構成されています。

２０１８年秋にスタートした学童クラブであり、やっと
１年が経過したところです。近隣の５小学校の子どもた
ちが入会していますが、現在のところ全部で２０名弱の
人数です。昨年の１０月に実施した保護者会にはほぼ全
世帯の保護者の出席があり、クラブの方針や今後の予定
等は伝えることができました。実施したアンケートの回
収率も約７０％あり、利用者満足度も高いものがありま
した。当面は、利用する子どもを増やしていくことに注
力していく予定です。

(２）　理念や基本方針が周知されている。

職員の具体的な行動指針を示した、クレドカードと呼ぶ
三つ折りのカードサイズの法人理念を全職員が携帯して
います。ミッション、ビジョン、バリューの三つの理
念。成長、楽しさ、安心・安全の三つの価値提供のほ
か、コーチ倫理・行動規範、ルールの徹底、リーダーと
しての心構え、具体的育成項目が記されており、各職員
は常に確認できる状態にあります。

（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　

本年は区の定めた「子ども・子育て支援事業」の５ヵ年
計画の最終年に当たります。法人理念を基に運営理念を
定め、クラブのガイドブックにも明示しています。「家
庭、地域と協働して子どもの成長、自己実現を徹底支援
すること」「親も子育てが楽しめ、子どもが未来に夢を
持てる社会の実現に貢献すること」を定めています。そ
して、道徳心・社会性・自立心の育成をはじめとする７
項目の育成方針が示されています。

                                      　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

職員が遵守すべきものとしては、主に子どもへの虐待防
止、子どもと保護者の個人情報及び秘密の保護、企業コ
ンプライアンス遵守などがあります。入社時に行われる
コンプライアンス研修で遵守すべき法令についての研修
が行われ、その後も定期的に研修を開催したり、受講す
ることによって関連法規についての理解を深める取り組
みが行われています。現在は常勤職員４名、非常勤職員
４名の体制で施設運営に当たっています。

法人では毎年GPTWとよぶ働きがいについての社員の意識
調査を実施しており、そこで挙げられた課題について
は、改善を試み、是正された事柄については会議におい
て周知する仕組みが構築されています。また、次年度以
降の働き方やキャリア志向の意向を「自己申告書」で確
認し、寄せられた意見も必要に応じて検討し労働環境等
の改善につなげています。施設に対しては利用者アン
ケート等を通じて施設責任者が、ニーズを汲み取り、よ
りよいサービスが提供できる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

（１）　管理者の責任が明確にされている。

当施設のある地区一帯は現在再開発中です。タワーマン
ションと呼ばれる集合住宅が建設中であり、数年後には
数百戸単位で居住者の増加が見込まれています。その
他、区で実施している各種調査から情報を得ており、施
設にも意見箱を設置しています。近隣学童クラブとの会
議等でも事業をとりまく環境について把握に努めていま
す。また、収集した情報から課題を発見し、年度ごとの
施設目標やイベントの実施に役立てています。「おやつ
代・お楽しみ会費」については保護者による監査が年に
２回実施されています。

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。 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

（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。

運営法人は大手鉄道会社系のグループ企業で、人事考課
や人材採用は法人本部で定めたルールに則って行われて
います。人事制度において、各職位に求められる成果や
行動指針が明記されており、全職員に共有されていま
す。人事考課についての考課基準も明文化されており、
内容については全社員が閲覧できるよう公開されていま
す。施設の人員配置については施設の定員数に応じて必
要な配置計画が策定されています。施設の今後の利用者
増に合わせて職員数の増員も行われる予定です。

毎年、次年度以降の働き方やキャリアアップの意向を
「自己申告書」で確認し、寄せられた意見を必要に応じ
て検討し、労働環境等の改善につなげています。また、
月ごとに従業員及び管理者双方で残業時間を含む労働時
間や有給休暇の消化状況を確認しており、有休消化が不
十分な場合には適宜改善または取得できるように配慮が
なされています。福利厚生については、法人グループの
運営する共済組合に加入し、充実が図られています。

職員の質の向上や研修計画等については、法人の定めた
計画があり、それに従って運営されています。必要な人
材像やスキルについて明文化されており、階層別の研修
計画も策定されています。年度毎に施設責任者が職員と
面談して目標や必要なスキルについて設定し、半年ごと
に振り返りも行っています。研修制度については法人本
部で毎年見直しが行われており、必要に応じて内容を更
新したり、新しい研修を取り入れるなどの工夫がなされ
ています。クレドカードにも、子どもの手本となる人格
を磨き続けることが行動規範として謳われています。

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。 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

近隣学童クラブとの情報交換を行い、情報を収集した
り、保護者や子どもにアンケートを行うなど情報把握に
努めています。得た情報を参考にして、保護者に向けた
子育てセミナーを企画したり、おやつのメニューをアイ
スやグミ、ゼリー等に一部変更するなど子どもの要望を
取り入れました。また、子どもアンケートの「どんな本
が読みたいですか」調査では、車の図鑑やシリーズ物、
電車、恐竜の本等が子どもに興味のある本として把握さ
れています。施設独自のアンケート結果からニーズの高
い項目については年度の目標に取り込み実施をしていま
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　

安全管理のためのマニュアルが完備されており、２０１
７年９月改訂の最新版が設置されています。危機管理と
しては、緊急時の社内連絡体制、使用する連絡網へのア
クセスフロー、震災時の対応などがマニュアル化されて
います。職員全員が毎年医療研修と上級救命講習を受講
しています。小児科の医師による医療講習では、子ども
全般への対応のほかアレルギー対応などについて講習を
受けます。救命講習は近隣の消防署に出向いて受講して
います。当施設独自の危険予知トレーニングを写真等を
使って、職員や子どもたちと一緒に確認し合うことで、
いっそうの安全確保に取り組まれることを期待します。

Ⅱ－３　安全管理

（２）　関係機関との連携が確保されている。

利用者と地域とのかかわりを大切に活動しています。施
設の開設前には地元町会長や民生児童委員等に挨拶を行
いました。子どもたちの様子などは定期的におたよりを
送付し、伝えるようにしています。秋に開催されたイベ
ント新橋学童まつりの招待状は地域の方々にも送り、保
護者ほか５０名以上の方々の参加を得ることができまし
た。また、学童クラブ近くにある花屋さんが講師になっ
て子どもたちは好きな花を自由に選んで思い思いの作品
を作りました。１１月実施の土曜イベント「ひのきやわ
いわい音楽隊」には30名以上の地域の方々が集まり太
鼓、ギターの生演奏を楽しみました。近隣の保育園の下
水道施設が故障した際には、一時的に保育園の機能を受
け入れるなど地域の子どもの福祉のための取り組みを積
極的に行っています。

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　

近隣学童クラブや区全体の学童クラブと定期的に会合を
持ち情報交換及び連携できるよう体制を整えています。
連携や協力が必要な社会資源の関係施設は一覧表にして
います。区の子ども家庭課等、所轄課と運営状況も含め
て緊密な連携を図っています。共催イベントについては
地区総合情報交換会や区学童クラブ事業連絡会などで情
報交換を行い、長期の休み等には共同して行事を行って
います。今年は近隣の放課ＧＯ→クラブのお祭りに参加
し、一つのコーナーを担当するなど、イベントを連携し
て実施しています。

（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

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

意見箱を玄関に設置し、各種アンケートや保護者会、保
護者面談を実施して意見が述べやすい環境を整備してい
ます。各種アンケート等で寄せられた意見は迅速に検討
し、できるものについては速やかに実施をしています。
保護者アンケートでは他学年の子どもが交流する場所や
時間への要望、もっとイベント体験がしたい等の意見が
寄せられています。保護者アンケートの結果は一定期間
掲示し質問に対しての回答も併せて載せています。苦情
フローチャートには初期対応、聴き取り、報告、解決改
善策等、具体的に対応職員を明記し職員と利用者に周知
しています。玄関の意見箱とは別に学童クラブ室内には
「子どものアンケート箱」が置かれてあります。「みん
なのお話待っています」と書かれていて、子どもたちが
意見を楽しんで出せるような取り組みになっています。

多国籍の保護者やひとり親家庭の増加、個別支援が必要
な子どもの現状に合わせた研修などに積極的に参加して
います。研修の報告書は子ども対応、保護者対応、児童
福祉全般について記録がまとめられて職員が共有できる
ようにしています。また、施設の倫理、行動規範には
チームワークを大切にし、お互いにサポートして子ども
の命と人権を守ろうと記載され利用者を尊重する姿勢が
明示されています。

（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。

施設ではアンケートによるニーズ調査を実施したり、半
期に一度ずつ保護者会、保護者面談を行い意向を把握で
きるようにしています。保護者面談記録には、友だちと
の関係や遊び、学習、宿題、アレルギーなど、子どもの
様子で気になることを記載して、職員全体で共有できる
ようにしています。保護者アンケートにイベントの中で
特別な体験をしたいという要望があり、職員で検討しま
した。その結果として、保護者会の時に子どもが保護者
をもてなす「新橋子どもレストラン」を実施して、子ど
もにも保護者にも大好評でした。

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。 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

（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。

入会案内を年度ごとに提示し、施設の活動内容について
はガイドブックやパンフレット、月間イベントカレン
ダーなどを利用して学童クラブ活動の情報提供を行って
います。ホームページも活用して、施設の様子が分かり
やすい形で伝わるようにしています。写真掲載について
は、肖像権使用同意書を使って、保護者へ説明を行い同
意を得ています。

アンケートによるニーズ調査を適宜実施し、当該調査の
結果等を参考にしながら職員間で意見を聴取していま
す。年度毎にサービス内容について過不足などを検討し
定期的な評価を行います。保護者からイベントやおやつ
についての意見や要望を聞いて、職員間で情報共有をし
ました。職員会議は毎日始業時パート職員も一緒に行
い、月に1回は責任者が中心となり課題を明確にし時間
を十分にかけて会議を行っています。子どもの図書アン
ケート調査では、車の図鑑、シリーズ物、電車、恐竜な
ど子どものニーズが把握され本の購入の参考にしていま
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。

区所定の日報には一日の流れ、保育ノートには子どもの
気になる様子や保護者からの情報、共有ノートには施設
運営に関わる事項などが記載されています。現在は利用
者・職員とも人数が少ないため、全員が全てを把握でき
ているようですが、安全管理を含め必要な文書・記録類
の整備と管理が望まれます。入社時には全職員に研修を
実施し利用者個人情報保護に関する学習を徹底して行
い、個人情報の管理体制を整備しています。

（１）質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。

各種マニュアルを整備し、実施方法に沿ってサービス提
供を行っています。マニュアル類には職員の身だしな
み、服装、送迎スタッフの基本的な心得、基本人員配置
ガイドライン、外遊び引率の流れ、日常遊びガイドライ
ン、子どもへの具体的な対応方法などが、1冊のファイ
ルに揃えられています。学童クラブキッズコーチの心得
としては共感する、理解する、受け止める等のサービス
提供時の大切な心構えが示されています。社内マニュア
ルは毎年見直しを行っています。



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

（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

就労状況の把握が難しくはありますが、保護者会を年２
回目安に実施しており、今年度は土曜日のイベントと一
緒に開催することで出席がほぼ１００％となりました。
また、親子交流イベントでは、子どもレストランや新橋
学童まつりを開催し、保護者同士が交流できるようにし
ました。

子ども一人ひとりに保育ノートを作成し、始業ミーティ
ングでは全職員が情報を共有できるようにしています。
当施設は駅前にあるオフィス街の中の立地ということも
あり、近隣との関係づくりがしにくい場所にあります。
地域柄の特性を活かして、オフィス街との協力の元、オ
フィスで仕事をしている人の話を聞いたり、区役所の職
員や支所の管理課で公務員の仕事内容について聞いたり
と、学童クラブイベントとして職場見学や話が聞ける機
会を設けています。月間のプログラム立案時には、学校
の予定を考慮しながらイベントが重ならないように日程
を設定し、スポーツイベントとして相撲大会や卓球大
会、お出かけイベントでは箱根にバスでお出かけした
り、夏休みにはかまぼこ作り体験や小田原博物館の見学
に行きました。

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（核となる学童クラブ活動）

中・長期計画を踏まえて、施設責任者が年度ごとの目標
を設定し、事業計画を策定しています。施設ではアン
ケートによるニーズの調査など適宜実施し、利用者の声
を聞いたり調査の結果を参考にしながら、毎年のサービ
ス実施計画の評価や見直しを行い、サービス向上につな
げるようにしています。今年度は保護者からアレルギー
を持つ子どものおやつの内容について意見が寄せられた
ため、施設内で検討し取り入れるようにしました。

コ　メ　ン　ト　

当施設での時間の過ごし方に見通しが立てられるように
１日のスケジュールの掲示と、それに対する自分の行動
計画を、自分で設定するための予定管理ボードを設置し
ています。各部屋や工作コーナー、おもちゃ類の使い方
については、子どもが分かるように簡潔な言葉で「おや
くそく」を決め、館内掲示をしており、プレイルームを
使う前に読んで確認するようにしています。また、必要
に応じて子どもと話し合う時間を作り、遊び方のルール
の改善や周知を行っています。８階の図書コーナーには
ソファーと寝転がれるマットを敷いたり、カーテンで囲
むことでプライベートな空間を作れる場所も６階と７階
に二か所ずつ設置し、それぞれベッド一台入れることが
出来るようになっています。遊びのゾーンと休めるス
ペースを分けることで、子どもが活動に集中したり、休
みたいときに休める空間を確保しています。

（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　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

支援の必要がある子どもは、入会時、保護者との面談で
情報収集し、本部と相談の上、人員の配置を検討するよ
うにしています。また、区内特別支援学校の教員による
巡回指導を利用し、支援方法の相談を行って、子ども一
人ひとりの特性に寄り添った対応が出来るようにしてい
ます。

（５）　障害児への対応

（４）　利用者からの相談への対応

連絡帳や電話、お迎え時の会話、意見箱などを通して随
時相談を受け、保護者の希望に沿った形で対応を行って
います。保護者から受け た相談内容は共有ノートを活
用して、職員同士で情報共有をしています。虐待が疑わ
れる子や気になる子どもがいた場合は、小学校校長や副
校長、担任、養護教諭、都の児童相談センターや子ども
家庭支援センターなどの関連機関との連絡体制を確立し
て、個々のケースに沿った対応ができるよう体制を整え
ています。

新入学児童向けに、学校説明会に参加して、学童クラブ
の説明を行っています。保育園や企業には学童クラブの
イベントチラシを配布してもらえるよう協力してもらっ
たり、イベントでの作成物を近隣店舗のスペースを借り
て展示させてもらっています。また、子どもの安全のた
め、下校時に交差点での見守りや帰宅時の一定箇所まで
の見送りをユニフォームを着た職員が実施することで、
当施設の存在を知ってもらえるように努めています。

（７）　広報活動

近隣の施設や、地域の花屋やオフィス業者等との合同イ
ベントとして、新橋探検隊、新橋ハローワーク、エコボ
ラキッズ研究所のイベントを実施し、イベントを通して
当施設の存在を知ってもらったり、子どもが地域社会に
参加できる機会が持てるようにしています。イベントの
講師に地域の花屋にボランティアで参加してもらい、仕
事についてのインタビューに協力してもらったり、地域
を回る際は挨拶リストを作成して、飲食物を購入して地
域交流が出来るように取り組んでいます。

（６）　地域の子育て環境づくり


