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総　評

利用者に対して、明るく声をかけたり、子ども達と一緒に遊ぶなど関わりを多く持つ姿勢で取り組んでいます。しかし、気に
なる利用者については、会議録にもイニシャルで利用者の状況について記載がありますが、個別のケース記録になってお
らず、情報が埋もれてしまうため、経過や情報を追いにくい状況であると推察されます。必要に応じて関係機関につないだ
り、連携する際に適切な情報提供が出来るよう、会議録とは別の書式で経過や情報を一元的に管理できる仕組みづくりと
ともに、相談ケースへの継続的なフォロー体制や施設全体でのケース検討会の開催などにより、利用者の個別的な心身
の状態を掘り下げて捉えられる関係構築のさらなる強化が期待されます。

経営層やリーダー職員、運営委員会メンバー、港区と協議を重ねながら事業を行ってきました。施設が位置するエリアは
地域人口や年齢層が大きく変化したのに伴い、施設に期待される役割や地域住民同士の関係構築の仕方などの変化が
新たな課題として生じているものと推察されます。今後、施設を取り巻く外部環境の変化に対して、プログラムや交流事業
の新たな創出やアプローチ方法の見直し、職員育成、運営主体のYMCAが持っているノウハウを活かした施設の中長期
的な視点における取り組み内容を整理することが期待されます。そうすることにより、職員も目的や意図を把握したうえで
見通しを持って、事業展開を推進することにつながると推察されます。

施設内で事故やヒヤリ、ハットしたことが起こった際は、日誌に記載したり、口頭で共有するにとどまっており、再発防止を
目的として書面に記録化するには至っていません。事故を未然に防ぐ事故予防の視点を強化するためにも、事故やヒヤ
リ、ハットしたことを蓄積し、職員の気づきを集約する取り組みを強化することが期待されます。また、定期的な避難訓練や
防災に関する取り組みを実施し、多世代が利用する特性を考慮した訓練を重ねていますが、各年代における利用者調査
の地震や火災発生時の避難方法の周知に関する設問の周知状況に課題を残しています。今後、区との協議の基、事業
継続計画（BCP）の策定や避難所開設訓練などのシミュレーションを行うなどの検討が期待されます。

「児童高齢者交流プラザ」としての社会的機能を担う拠点として、担当者を配置し、様々な行事や利用者同士の仲立ちを
職員が行うことで日常的な関わりを増やすよう自然な形で働きかけを行っています。コロナ禍ではありますが、活動を中止
するのではなく、人数制限するなどの配慮をしながら、交流機会を持てるよう工夫してきました。地域交流の取り組みは
ホップ、ステップ、ジャンプの3か年で取り組みを進めており、協力的なファンも着実に増えています。ファンの協力を仰ぎな
がら、多世代をつなぎ合わせる取り組みを行っています。

１．コロナ禍において多様な工夫をしながらサービスの継続的な提供に取り組んでいます

3.動画サイトの新設など多様な工夫で積極的な広報活動に取り組んでいます

3.事故を未然に防ぐ事故防止の視点や地震、火災発生時の避難方法の周知の徹底など、リスクマネジメント
のさらなる強化が期待されます

２．施設を取り巻く外部環境の変化に対して、中長期的な視点における取り組みを整理することが期待されま
す

1.関係機関との連携や情報提供が出来るよう、利用者の心身の状態にも配慮した情報の一元管理の仕組み
づくりや関係性構築のさらなる強化が期待されます

特に改善したいと思う点

特に良いと思う点

動画共有サイトを活用し、「あいぷらチャンネル」を開設しました。施設の利用方法やフラダンス、工作などの遊び方、バス
ケットがうまくなる動画などを配信し、コロナ禍で足を運べない利用者や体育室を十分に利用できない中高生向けに有意
義な情報提供が出来るよう工夫しています。毎月の広報誌は利用対象ごとに作成し、近隣関係機関に配布したり、ホーム
ページ上で掲載しています。その他、職員が積極的に外に出て広報活動を行う場合もあり、近隣の駅にポスターを掲示し
たり、中高生に広報誌を配布したり、公園の乳幼児保護者に工作キットを配布するなど多様な取り組みにより、児童館の
事業内容の理解を得るとともに来館を促すよう取り組んでいます。

2.児童高齢者交流プラザの社会的役割を担う拠点として、ファンの協力を仰ぎながら多世代をつなぎ合わせる
取り組みを行っています

当施設では、緊急事態宣言下に玄関にて通りがかりの乳幼児保護者に工作キットを配布したり、高齢者が継続的に囲碁
が楽しめるよう飛沫防止シートを用意したりしています。その他、館内のレイアウトを変え、感染対策として広い空間で活動
できるようにしています。各部屋は、利用定員を設定し簡易的な予約制により、三密を避け利用できるよう工夫していま
す。その他、屋上にレインボーの絵を掲示し、自宅で過ごすことが増えている近隣住民に対して、メッセージを伝える取り
組みを行っています。



チェック☑

1

チェック☑

1

2

チェック☑

1

2

標準項目

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

  評価項目（１）

理念、基本方針が確立・周知されている。

Ⅰ－３　事業計画の策定

  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。
標準項目

中・長期的なビジョンを
明確にした計画が策定さ
れている。

中長期計画を踏まえた
単年度の計画が策定さ
れている。

コメント

①運営方針や事業目的をリーダー層を通して全職員に伝えています
港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（通称：あいぷら）は、港区が児童と高齢者がふれ
合う機会を作り、世代間交流の促進を目的とした施設として開設されました。この運営方針や事
業目的をリーダー層と毎年確認しています。運営主体である、公益財団法人東京YMCAは開設
以降、事業目的を毎年確認しています。今年の運営方針を経営層とリーダー層で会議の中で共
有したのち、各職員へ浸透を図る仕組みがあります。利用者への周知方法は、ホームページや
館内掲示、地域行事への参加、駅のポスター掲示等を行い、多くの方の目につくよう取り組んで
います。

コメント

コメント

①計画に対する毎月の利用実績を分析し、区に報告しています
適切な予算執行と活動成果のバランスを意識して、毎月の主任・副主任会で予算執行状況と活
動実績（プログラム別利用実績）の振り返りを行っています。併せて、区へもプログラム別利用実
績、運営状況報告を行っています。

②計画している事業を継続するため感染症対策を取りながら各種活動を行いました
今年は、館内が密な状態にならないように感染症対策を行い、プログラムを実施しました。参加
人数を少なくした中で実施したり、対面で行う囲碁や麻雀などは職員のアイディアにより手作りの
飛沫防止シートを作り、活動を行いました。いかにして安全・安心に行うかを考えて取り組みまし
た。

③年齢別参加状況の違いを課題と捉えています
乳幼児や小学生、高齢者の参加状況は多いのですが、中高生は、学校やクラブ活動が忙しいな
どの理由により、利用者数が減少傾向で、職員自己評価からも中高生の利用者数の増加を強化
する必要性についての意見がありました。年代別事業だけでなく、施設の目的である世代間交流
事業をいかに進めていくかを課題と掲げています。

①外部環境の変化に対する、中長期的な視点を持った取り組みを整理することが期待されます
施設が位置する地域は、昔から住んでいる住民と新しいく引っ越ししてきた住民が混在するエリ
アで、地域人口や年齢層が大きく変化したの伴い、施設に期待される役割や地域住民同士の関
係構築の仕方などの変化が新たな課題として生じているものと推察されます。今後、このような
施設を取り巻く外部環境の変化に対して、プログラムや交流事業の新たな創出やアプローチ方
法の見直し、職員育成、運営主体のYMCAが持っているノウハウを活かした施設の中長期的な
視点における取り組み内容を整理することが期待されます。そうすることにより、職員も目的や意
図を把握したうえで見通しを持って、事業展開を推進することにつながると推察されます。

理念、基本方針が明文
化され周知が図られてい
る。

経営課題を明確にし、具
体的な取組を進めてい
る。

  評価項目（１）

経営環境の変化等に適切に対応している

Ⅰ－２　経営状況の把握

事業経営をとりまく環境
と経営状況が的確に把
握・分析されている。

標準項目
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標準項目

  評価項目（２）

事業計画が適切に策定されている。

事業計画の策定と実施
状況の把握や評価・見
直しが組織的に行われ、
職員が理解している。

コメント

①単年度計画は、継続・見直し・新規のプログラムを合わせて実施されています。
単年度計画は、前年度実績や振り返り、新年度予算を考慮して、会議での職員意見を踏まえて
策定しています。利用者が参加する活動プログラムは、人気講座もあり抽選となる場合もありま
す。好評なプログラム、ニーズに合わせた新規プログラムも追加してプログラムを策定・運用して
います。新たなプログラムとして、「はじめてのスマホ」が開催され、楽しみながら理解を深めるこ
とが出来たと好評でした。他にも、大相撲観戦ツアーやキャンプ企画の外出行事の取り組みがあ
ります。大相撲観戦ツアーは、一人で行くのは不安だけど施設職員や顔なじみの利用者ならば
安心であると、恒例行事になっています。キャンプ企画は、YMCAのスタッフや学生などの参加も
あり、様々な館外行事も企画されています。法人が持つノウハウが生かされた企画も含まれてい
ます。

②年齢別プログラムと児童と高齢者の自然な交流が出来る工夫をしています
以前は年代別（乳幼児・小学生・中高生・高齢者）に分かれて作成することが主となっており、横
断的にプログラムを作成することが課題でした。施設の目的である、児童と高齢者などの交流が
出来ることを目指し、2年前に横断交流担当者を新たに設置しました。各年代別のプログラムをど
うつなげるかを目的としています。例えば、高齢者向けの陶芸教室を実施した後、小学生が参加
する陶芸教室に、先に参加した高齢者の内、任意で小学生のプログラムに指導役のボランティア
として参加してもらうなど、自然な関わりが持てるよう促しています。高齢者が教わったことを小学
生に教えるといった関係性があります。

事業計画は、利用者等
に周知され、理解を促し
ている。

評価項目（１）

標準項目

質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

コメント

①利用者理解を深め、参加者の意欲向上につながる声かけを行っています
 課題として捉えていた児童から高齢者の交流が自然に実現することは、横断交流担当者を配置
したことで全ての事業を俯瞰してプログラムをつなぐことで、活動成果を促進させています。さら
に、自然な交流を充実させるため、プログラムに参加している高齢者に、職員が「皆さんの前で指
導者になってみませんか？」といった声掛けをする場合もあります。参加者のモチベーションや世
代間交流につながる取り組みと推察されます。

児童高齢者交流プラザ
の活動の質の向上に向
けた取組が組織的に行
われ、機能している。

評価の結果にもとづき組
織として取り組むべき課
題を明確にし、計画的な
改善策を実施している。

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

4
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コメント

①各リーダーは事業別会議でプログラムの見直し、情報伝達、人材育成事項を協議しています
主任・副主任会議を継続実施して、月次成果や課題、事業別課題やプログラム別課題などを把
握しています。今年は、施設内の感染症対策が議題の中心となりました。安全な環境づくりの視
点、どうしたら今までのプログラムが実施できるかを考え、試行錯誤しながら進めました。これら
の取り組みに経営層も参加して、プログラムの参加・助言をしています。

管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

職員の就業状況や意向
を把握し、働きやすい職
場づくりに取組んでい
る。

標準項目

標準項目

  評価項目（２）

職員の就業状況に配慮がなされている。

必要な福祉人材の確保・
定着等に関する具体的
な計画が確立し、取組が
実施されている。

標準項目

管理者は、自らの役割と
責任を職員に対して表
明し、理解を図ってい
る。

遵守すべき法令等を正
しく理解するための取組
を行っている。

標準項目

①施設の職員は、自らの役割を理解して事業を推進しています
運営主体である東京YMCAの理念も明文化されたパンフレットが館内に置かれています。『互い
を認め合い、高めあう「ポジティブネット」のある豊かな社会を創る。』と、掲げています。理念の
下、組織や職員体制も作り、経営層・リーダー層の役割も明確にされています。職員会議等で、
職員に知ってもらいたい情報提供等も行っています。施設の目的や運営方針を理解して、YMCA
職員理念も持ち事業に取り組むことが、リーダー層に周知されています。そのため、区から業務
を受諾するだけでなく、新しいプログラムを提案をする取り組みも行っています。また、ボランティ
アが多く参加する、活動主旨に賛同した学生も多く、リーダー層が施設の活動方針を組み立てて
いる役割を担っています。

②定期的に法令遵守などに関する理解度や浸透度を図る仕組みの検討が期待されます
活動場所では個人情報保護法など、知っておくべき法令があります。個人情報保護に関する研
修、児童福祉法、児童虐待防止法など知るべき範囲は多いと捉えています。利用者の高齢化、
子どもの事故や虐待事例などが年々増えている現状なので、子どもの事故や虐待ケースに関わ
ることの学びを増やしていくことが求められます。今後、個人情報や年代別コミュニケーションの
違いを理解したり、不適切な発言等に関するセルフチェックの仕組みを構築するなど、定期的に
理解度や浸透度を図る仕組みの検討が期待されます。

コメント

コメント

①福利厚生の充実に向けて職員の就業状況を把握しています
働きやすい職場をめざして、休暇の取得状況の把握、超勤管理、有給休暇等についてリーダー
が把握して、職員の働きやすい環境を目指すことを共通目標として取り組んでいます。職員アン
ケートから、働きやすい職場にするためにリーダー層から支援があるという回答もあります。

①法人内他施設職員と集まって、学びたいテーマの研修会を実施しています
法人内他施設と合同でタスクチームを作り、学びたいテーマの研修を企画するチームを発足して
います。研修を受けるのではなく、自ら学びたいテーマを検討・企画・実施するのが目的です。主
任・副主任がアドバイザーとなり、10月・11月の研修は、ホテル専門学校の講師を招いて、若手
職員の行動マナーについて学ぶ機会を作りました。研修を受けられる機会は数多くありますが、
自分たちが学びたい研修を企画・実施する仕組みがあります。

②職員の育成・定着のために面談を重視して職員の成長を促しています
面談を重視していて、館長・副館長の2名による面談を行っています。面談前に、職員が実施する
べきことを10項目抽出し、面談中にその10項目を書いたことについて意見交換をします。10項目
書くことで、職員がしたいことを考えてもらい、館長・副館長が職員に期待することに気づいてもら
うことが目的です。10項目の内容が違う場合、館長や副館長から助言があり、来年度に期待した
い役割のすり合わせを行っています。この仕組みは法人内他施設と同じ方法を運用しています。

総合的な人事管理が行
われている。

Ⅱ　組織の運営管理

  評価項目（１）

経営の改善や業務の実
効性を高める取組に指
導力を発揮している。

児童高齢者交流プラザ
の質の向上に意欲を持
ち、その取組に指導力を
発揮している。

  評価項目（２）

管理者のリーダーシップが発揮されている。

福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

  評価項目（１）
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チェック☑

1

2

3

チェック☑

1

チェック☑

1

2

運営の透明性を確保するための取組が行われている。

運営の透明性を確保す
るための情報公開が行
われている。

公正かつ透明性の高い
適正な経営・運営のため
の取組が行われている。

職員の研修に関する基
本方針や計画が策定さ
れ、研修が実施されてい
る。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

実習生等の児童高齢者
交流プラザの活動に関
わる専門職等の教育・育
成について体制を整備
し、積極的な取組をして
いる。

標準項目

コメント

①職員の主体性に重点を置いて、研修参加を促しています
研修は法人、自治体、東社協が主催する研修等、多岐にわたり参加したいテーマの研修に参加
できるよう、職場としても参加が出来るよう支援体制を構築しています。外部研修は、研修案内を
回覧する仕組みがあり、回覧票の一番下に「行きたい人」という欄を設けています。経営層は、
「研修に行かされる」より、本人の自主性に任せて「行きたい」という姿勢で受講した方が研修成
果が違うと考えています。研修参加後は、参加報告書をまとめます。共有の必要性をリーダー層
が感じた場合、職員会議で共有する機会を設けて学びの成果を確認しています。
法人主催研修は、法人の理念研修や法令順守などの研修だけでなく、アンガーマネジメントや
テーマ別研修等、学びたいテーマの研修に参加しています。
本人の自主性を支援する仕組みとして、職員全体会議で卓話を行う取り組みを続けており、人前
で話をする機会を設け、様々な利用者とのコミュニケーション向上に役立てています。

①情報公開は、区、地域、専門家に対して適宜行っています
区への毎月の利用実績や前月の活動報告、来所される利用者に対して施設の目的や紹介、
ホームページ等の更新により、興味を持ってもらえるプログラムの紹介等を行い、職員に対しても
結果報告、振り返り、新年度計画を行うなど適宜行っています。また、運営懇談会など、活動報
告や活動計画を報告する機会を設けており、館の目的が適切に実施できるよう、専門家から意
見を聞くようにしています。

①多くの実習生を受け入れています
近隣の保育専門学校からの実習、高校生の職場体験の受け入れを行っています。今年は感染
症拡大防止のため、受け入れが出来ませんでしたが、例年は、学校・専門学校からの実習生を
受け入れています。

コメント

コメント

  評価項目（３）

職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
標準項目

職員一人ひとりの育成に
向けた取組を行ってい
る。

職員一人ひとりの研修
の機会が確保されてい
る。

  評価項目（４）

標準項目

  評価項目（１）
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チェック☑

1

2

チェック☑

1

チェック☑

1

2

ボランティア等の受入れ
に対する基本姿勢を明
確にし、体制を確立して
いる。

標準項目

コメント

コメント

地域の福祉ニーズ等を
把握するための取組が
行われている。

地域の福祉ニーズ等に
もとづく公益的な事業・
活動が行われている。

地域の福祉向上のための取組を行っている。

標準項目

  評価項目（１）

  評価項目（３）

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

①法人内他施設と合同会議を毎月開催して、参考情報を職員へ伝えています
法人内の同種別で構成される施設で毎月会議を行い、事故や職員の対応、地域の動向、行事
関係などの共有すべき事項について情報交換・共有を毎月行っています。

②気になる利用者がいた場合は、個人情報に配慮しながら、他の関係機関と連携して取り組ん
でいます
いつもと様子が違う、気になる利用者、いつも参加している利用者の欠席が多いなどに職員が気
づいた時、内容によっては高齢者相談支援センターなどの関係機関につなぎ、課題解決につな
げるきっかけとしています。

①近隣の子ども園、小学校に出張して、地域の把握や施設の周知活動をしています
芝浦アイランドこども園、近隣小学校との交流、中学校の評議員を受けたり、学校などに訪問し
て情報を収集したり、周知活動を行い、近所の学校の行事に参加して関係構築をしています。

①数ある町会の行事参加を継続しています
地域には複数の町会がそれぞれに参加しています。夏祭りや福祉バザー出店、行事のお手伝い
等のボランティアに継続して参加しています。そのため、施設主催の行事に地域のボランティア
が400名が来所することもありました。この地域は、昔から住んでいる住民や新しいく引っ越しさ
れた住民も多く、町会の歴史や年齢構成などがそれぞれ違うこともあり、各地域のニーズに応え
る形で行事に参加しています。ただし、施設で開催するプログラムは利用者は皆一緒という方針
で運営しています。残念ながら、今年は感染症拡大防止のため地域行事が中止となりました。

②ボランティアに目的を持って参加してもらっています
近隣の中高生の職場実習体験、保育専門学校の実習体験を例年は行っていますが、今年は感
染症対策のため中止となりました。これまで、館内1階の芝浦アイランドこども園と交流があり、長
期にわたり行事等を通した相互交流を行ってきたことから信頼関係もあるため、芝浦アイランドこ
ども園時代の子どもが学生になって、ボランティアに参加することもあります。そのような場合、本
人の成長を感じてもらう目的で受け入れる方針の下、運営主体であるYMCAのノウハウも活かし
て実習生を受け入れています。

コメント標準項目

  評価項目（２）

利用者と地域との交流を
広げるための取組を
行っている。

児童高齢者交流プラザ
として必要な社会資源を
明確にし、関係機関等の
連携が適切に行われて
いる。

地域との関係が適切に確保されている。

地域との関係が適切に確保されている。
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Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

チェック☑

1

2

チェック☑

1

2

チェック☑

1

利用者満足の向上に努めている。

利用者を尊重した児童
高齢者交流プラザの活
動について共通の理解
を持つための取組を行っ
ている。

  評価項目（１）

コメント

利用者を尊重する姿勢が明示されている。

児童高齢者交流プラザ
の活動開始・変更にあた
り利用者にわかりやすく
説明している。

利用者満足の向上を目
的とする仕組みを整備
し、取組を行っている。

コメント

コメント

①利用者からの意見や要望に対する施設からの回答をフィードバックしています
利用者からの意見や要望などについては利用者懇談会や意見箱、フロントで職員に直接伝えら
れるケースが中心です。いただいた意見や要望などについてはフロント前の掲示板に施設から
の回答が添えられた形で掲示され、利用者にフィードバックもなされています。

①ホームページや機関誌「あいらんばん」など、利用者の年代ごとに分けて情報提供していま
す
施設の情報はホームページや機関誌「あいらんばん」を発行し、情報提供しています。
例えば、キッズのプログラムでは、身長・体重の測定や育児相談もできる「子育てあんしんプロ
ジェクト」や親子で身体を動かす「わいわいタイム（1歳児親子）」「うきうきタイム（2歳児～未就学
親子）」、「親子deアート」といった活動の案内があります。
また、「たんぽぽクラブ」では、地域の民生・児童委員の方々による子育て支援プログラムも受け
ることが出来ます。
児童のプログラムでは、陶芸教室や工作といったアートルームのプログラムや卓球やフラダンス
などのミニホールのプログラムを紹介しており、利用者の年代別に活動内容などを変えて情報提
供しています。
また、動画共有サイトを活用し、「あいぷらチャンネル」を開設しました。施設の利用方法やバス
ケットがうまくなる動画などを配信し、コロナ禍で足を運べない利用者や体育室を十分に利用でき
ない中高生向けに有意義な情報提供が出来るよう工夫しています。

②コロナの影響により、運営懇談会は紙面での活動報告としました
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から運営懇談会を中止せざるを得ない状況と
なり、代わりに紙面による2019年度の活動報告を行いました。写真入りで各活動内容や各部署
からの報告がなされ、事業の透明性を担保しています。
始めて利用する方には口頭での説明を中心に利用のルール、館内見学を行っています。

①利用者を迎え入れる心構えについてホスピタリティ研修を通して共通認識を図っています
法人内のホテル学校の講師によるホスピタリティ研修を受講し、「相手のことを尊重する」「自分
の家族が来た時と同じ対応をする」といった気持ちの持ち方、迎え入れる気持ちといった利用者
ファーストの精神について共通認識を図っています。
受講をきっかけに、利用者の様子を伺いながら行動することが定着し、より丁寧に対応する職員
の姿が増えたと経営層は捉えています。
ホスピタリティに関する14項目をスタッフルームに掲示したり、各自のネームフォルダーに入れ
て、唱和をしたり、日常会話の中にも話題として自然に取り入れられ、職員一人ひとりの興味関
心が高まっていると推察されます。

②利用者に関わる個人情報や肖像権、デジタルカメラの取り扱いはルールに沿って管理されて
います
利用者に関する個人情報については、施錠できる書庫で管理し、パソコンで管理しているデジタ
ルデータについては、インターネットに接続していないパソコン内で管理しています。
日々の活動の写真を撮るデジタルカメラの取り扱いについては、氏名、持ち出し・返却時間、担
当プログラム、第三者の確認を得たうえで持ち出すようルール化しています。活動前に写真撮影
についての許可を利用者から取ったうえで撮影、使用しています。利用者の顔が映っている写真
は館内掲示のみに限定し、地域向けの機関紙「あいらんばん」には利用者の後ろ写真のみ使用
するといった配慮がなされています。

利用希望者に対して児
童高齢者交流プラザを
利用するために必要な
情報を積極的に提供し
ている。

利用者のプライバシー保
護に配慮した児童高齢
者交流プラザの活動が
行われている。

標準項目

標準項目

標準項目

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

  評価項目（２）

福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

  評価項目（３）
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チェック☑

1

2

3

チェック☑

1

2

3

①事故を未然に防ぐ事故予防の視点を強化するためにも、事故やヒヤリ、ハットしたことを書面
に記録化することが期待されます
施設内で事故やヒヤリ、ハットしたことが起こった際は、日誌に記載したり、口頭で共有するにと
どまっており、再発防止を目的として書面に記録化するには至っていません。施設内は広く、死
角になる箇所もあるため、事故やヒヤリ、ハットしたことを蓄積し、事故を未然に防ぐ事故予防の
視点を強化するためにも職員の気づきを集約する取り組みを強化することが期待されます。

②地震や火災発生時の避難方法のさらなる周知に向けた取組の工夫が期待されます
併設しているこども園と共催で年2回の合同避難訓練を行っているほか、火災発生時の避難方法
と身の守り方や不審者対応訓練、津波想定の避難訓練、「非常食を食べてみよう」といったイベ
ント的に避難訓練や防災に関する取り組みを実施し、多世代が利用する特性を考慮した訓練を
重ねています。
しかし、各年代における利用者調査の地震や火災発生時の避難方法の周知に関する設問の周
知状況に課題を残しています。
法人本部の危機管理室と連携しながら有事に対応する体制が構築されてはいるものの、自然災
害の脅威が増すとともに多様な年代の利用者が利用する施設だからこそ、危機管理体制のさら
なる強化が期待されます。
また、介護保険施設については事業継続計画（BCP）の策定が義務化されたことを踏まえ、今
後、区との協議の基、事業継続計画（BCP）の策定や避難所開設訓練などのシミュレーションを
行うなどの検討が期待されます。

③新型コロナウイルス感染防止のため、施設内消毒の徹底や人数制限を設けるなど対応して
います
コロナ禍において、施設内の消毒を徹底するとともに、使用済みおもちゃや貸し出しおもちゃの消
毒、トイレのペーパータオルの導入、各プログラムの人数制限など、三密にならないような配慮を
行いながら、サービスを提供しています。

災害時における利用者
の安全確保のための取
組を組織的に行ってい
る。

  評価項目（５）

安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

安心・安全な児童高齢者
交流プラザの活動提供
を目的とするリスクマネ
ジメント体制が構築され
ている。

感染症の予防や発生時
における利用者の安全
確保のための体制を整
備し、取組を行ってい
る。

コメント

①利用者懇談会やおしゃべりの時間を通して、利用者から意見や要望を汲み取る機会を設け
ています
今年度は実施できませんでしたが、利用者懇談会は上・下期の年2回、全利用者を対象に開催さ
れ、毎回10名程度の参加があります。
また今年度はできませんでしたが、高齢者を対象とした「おしゃべりの時間」では利用者同士のフ
リートークの中から、要望や意向があれば吸い上げられるようにしています。

区の委託事業として、不登校児等などの中高生の家族から学校のことで相談を受ける場合もあ
り、ケース記録を残しながら、関係機関とも連携しながら対応することもあります。
各部会議や職員会でセクションごとにあった利用者からの意見や要望などを共有し、施設全体で
対応できるようにしています。

コメント標準項目

  評価項目（４）

標準項目

利用者からの相談や意
見に対して、組織的かつ
迅速に対応している。

苦情解決の仕組みが確
立しており、周知・機能し
ている。

利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

利用者が相談や意見を
述べやすい環境を整備
し、利用者等に周知して
いる。
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Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

チェック☑

1

2

チェック☑

1

2

コメント

定期的に個別の援助計
画の評価・見直しを行っ
ている。

  評価項目（２）

福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

児童高齢者交流プラザ
の活動の実施状況の記
録が適切に行われ、職
員間で共有化されてい
る。

①行事や活動については、「行事（活動）企画書・報告書」を作成し、ノウハウを蓄積しています
日々の業務内容については毎日日誌に残しています。行事や活動については、「行事（活動）企
画書・報告書」を作成し、実施する目的や予算、企画内容、当日の流れ、準備する物品などを記
載しています。多様なプログラムや行事を実施している施設のノウハウが蓄積された財産といえ
るツールと推察されます。
しかし、各セクションからパソコンで閲覧することが出来る環境ではありますが、さらなる活用方法
の可能性を経営層は考えています。活動内容についてのマンネリ化を指摘する利用者の意見も
あるなか、セクション横断で多様な専門的な視点から企画内容に意見やアイディア、気づきを付
け加えることが出来るようセクションごとの作成で完結させない作成プロセスを見直しすなどの検
討が期待されます。

①関係機関との連携や情報提供が出来るよう、気になる利用者についての情報を一元的に管
理する仕組みづくりが期待されます
つまずきや課題がみられる利用者については、主任、副主任会にて情報を共有し、職員会議や
メールにて周知を図っています。子ども家庭支援センターや保健師などの関係機関と毎月情報
共有しており、関係機関につながっている利用者については個別のケース記録を作成していま
す。
しかし、気になる利用者については、会議録にもイニシャルで利用者の状況について記載があり
ますが、個別のケース記録になっておらず、情報が埋もれてしまうため、経過や情報を追いにくい
状況であると推察されます。必要に応じて関係機関につないだり、連携する際に適切な情報提供
が出来るよう、会議録とは別の書式で経過や情報を一元的に管理できる仕組みづくりの検討が
期待されます。

個々に支援が必要な利
用者に対する個別の援
助計画を適切に策定し
ている。

利用者に関する記録の
管理体制が確立してい
る。

標準項目 コメント

  評価項目（１）

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。
標準項目
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コメント

①学童クラブでは、部屋を変えたり、野菜作りなど活動を工夫して行っています
コロナ禍において、学童クラブでは、体育館で日常を過ごし空間の広さを確保しています。学童ク
ラブ室は、学童クラブの子ども達が工作など用途により利用する場所として開放しています。通
常行っているお泊り保育などが中止となり活動の幅を広げるため、ベランダで「はたけプロジェク
ト」として子ども達が野菜作りをし、ブロッコリーやジャガイモなど自分達で育てた野菜をおやつに
したりしています。屋上での体を使った活動を多く取り入れ、コロナ禍での活動の制約を補ってい
ます。

②コロナ禍においても来館者数を増やすため、多様なプログラムを企画しています
外出が敬遠される傾向にあるコロナ禍において、来館者の増加のため、陶芸や工作、マンカラ大
会、フラダンス、卓球、手芸、書初め大会など多様な企画を設定しています。定期的に高齢者と
の交流プログラムを設けるだけでなく、高齢者と子ども達の陶芸教室を連続して開催することで、
ボランティアとして自然な関わりができる環境を支援しています。11月には「あいぷらスペシャル
デー」として乳幼児から小学生までが時間帯別の予約制で参加できるゲーム店舗を運営しまし
た。

①緊急事態宣言下においても工作キットを配布し、乳幼児の活動を広げる工夫を行っています
緊急事態宣言下の閉館期間には、玄関で通りがかりの乳幼児に工作キットを配布するなど、多
様な工夫により乳幼児及び保護者の支援を行っています。日常の活動では、月齢、年齢ごとの
自由参加の親子活動の他、ヨガ、バランスボール、工作、お話の会、子育て講座など多様な企画
を提供しています。当施設では、民生・児童委員を交えたふたご・みつごを対象とした会を行うな
ど、子育て世代の多い地域ニーズに対応しています。

②託児付きのプログラムで子育ての悩み相談を受けたり、保護者同士の交流の機会を設けて
います
近隣は子育て世帯が増加傾向にあり、０歳児のプログラムでは広く様々な親子が利用しやすい
よう、いつでも年齢別のプログラムに参加できる形式としています。区の事業の一環である「ノー
バディーズ・パーフェクト（完璧な親なんていない）事業」では、申込制で９回託児付きで保護者の
交流を図りながら、悩みを相談する機会となっています。コロナ禍において、母親学級の縮小な
ど出産前から孤立しがちな保護者にとって、母子ともに心身の安定のためにも無くてはならない
存在となっています。

①感染症に配慮した予約制の利用によるサービス提供を行っています
来館時の検温やマスク着用、部屋ごとの手指消毒の設置など感染対策に配慮して、サービス提
供を行っています。利用定員を想定し、活動によっては体育館を利用するなど空間を広げて各部
屋に用意した予約表を用いて予約のうえ利用することができます。キッズルームは、60分ごとの
総入れ替え制により事前予約で利用することができます。

②くつろげる空間を各所に設けて子ども達の多様な遊びの場を設けています
施設内にはじゅうたんの上でごろっとくつろぐスペースを設けています。利用状況を想定し、ラウ
ンジには、子どもだけでなく、乳幼児の保護者のための書籍なども用意し、自由にくつろいでいる
姿が見受けられました。

乳幼児活動が年間を通
じて実施されており、そ
の内容が参加者のニー
ズに基づいたものになっ
ている。

  評価項目（３）

児童への対応（核となる活動）
標準項目

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。

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
深められる取組が行わ
れている。

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。

職員が個別・集団援助
技術を念頭に置いて、個
人や集団の成長に向け
て働きかけている。

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。

標準項目

乳幼児と保護者が日常
的に利用している。

  評価項目（２）

幅広い年齢の児童が交
流できる場が日常的に
設定されている。

標準項目

Ⅳ　児童施設の活動に関する事項

乳幼児と保護者への対応

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。

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。
乳幼児から中高生まで
の児童すべてが日常的
に気軽に利用できる環
境がある。

コメント

遊びの環境整備

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。

  評価項目（１）
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コメント

①中高生専用時間の設定と各種企画により利用を促しています
毎日18時～19時30分は中高生の時間としてミニホールを開放しています。また、土日は、ミニ
ホールの利用だけでなく、午後の時間は体育館の利用が可能です。中高生のプログラムとして
ボードゲームや体育館を全面使ったバスケットなどを行っています。寺子屋としてスタッフが質問
に答える学習時間を設けています。例年は、お泊り会を実施していますが、今年度はコロナの影
響で中止となっています。

②子どもの成長にあわせ中高生からボランティアに段階的な関わりが保てています
開業から13年が経過し、小学生から利用していた子ども達が、中高生となり、お祭りのボランティ
アで手伝ったり、アルバイトで活動するなど、成長とともに役割を変え、児童館を中心とした関わ
りが保てています。その一方、年代によって利用者が途切れる場合もあり、今後、利用傾向を把
握のうえ対象を絞って利用を促す企画などを設定することが期待されます。

中高生への対応

  評価項目（４）

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。

地域社会で児童が安全
に過ごせるような取組を
している。

  評価項目（７）

広報活動
標準項目

広報活動が適切に行わ
れている。

事業所の活動内容をわ
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。

標準項目

日常的に中高生の利用
がある。

中高生が主体性や社会
性を養えるような活動を
継続して実施している。

  評価項目（５）

利用者からの相談への対応
標準項目

利用者からの相談への
対応が自然な形で行わ
れている。

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。

  評価項目（６）

コメント

コメント

コメント

①動画による施設、遊び方などを紹介し、インターネット上で広報活動を行っています
自宅で過ごす時間が多い子ども達を対象として、ケーキ作りやフラダンス、工作などを職員が動
画で撮影し、インターネット上に公開し遊び方を紹介しています。その他、毎月、利用者の対象ご
とに広報誌を作成し、近隣学校や地域自治体などに配布しています。広報誌をホームページで
公開したり、各企画の案内を含めるなど多様な工夫によって広報活動を行っています。

②駅や公園や館内など多様な場所での積極的な広報活動を行っています
近隣駅にポスターを掲示したり、職員が駅前で中高生のお泊り会の広報誌を配布したり、広報誌
の配布先を新たに開拓するなど、積極的な広報活動に取り組んでいます。近隣公園に遊びに来
ている乳幼児保護者に職員が目立つ服装で工作キットを配ったことがきっかけで、口コミによる
来館者の増加に繋げています。

①小学校との連携を深めて地域の子育て環境づくりを行っています
4月の新入学の時期は、職員2名体制で小学校に学童クラブの子ども達を迎えに行き、小学校の
教師とともに学童クラブまで帰宅しています。また、小学校の保護者向けに学童クラブの説明の
機会を設けたり、小学校の運動会などに職員が招待されるなど小学校と円滑な関係が構築され
ています。時には、小学校の教師が児童館の様子を見に訪れ、児童館の部屋で子どもと話をす
る場面を設けるなど小学校と連携しながら、子ども達の成長を見守っています。

②地域への積極的なアプローチにより子育て世代への理解を促しています
小学生が地域のごみ拾いを行ったり、高齢者が小学校を訪れ子ども達に昔遊びを伝授するな
ど、地域との多様な関わりを設けています。以前、児童館で行ったそば打ち体験では、地域のそ
ば協会の協力を得て、地域のいくつかの店舗の協力のもと子ども達との交流を図っています。今
年度は、コロナ禍を乗り切る思いを伝えるため、虹の絵を屋上や窓に掲示し、近隣マンションの
住民から心の支えとして評価を得ています。

①相談対応に関して継続的な支援の視点の強化が期待されます
区の事業の一環として歯科衛生士や食品衛生に関する講和など専門職からの情報提供などを
行い、子ども達の成長の様子を専門的な視点で観察する場を設けています。日常の活動で相談
を受けた場合は、日々の活動の日誌などに記載し、職員間で状況を共有しています。相談を受
けた場合は、次の来館時に声掛けをするなど継続的な関わりが保てるよう、記録方法など見直
すことが期待されます。

②特に配慮が必要な場合など、全職員が早期発見できるよう視点の強化が期待されます
日常的な相談や状態把握により特に配慮が必要な場合は、保護者や学校、子ども家庭支援セン
ターなど関係機関に連絡して対応しています。コロナ禍やコロナ後は子育て環境も変化が予測さ
れます。そのため、今後、今以上に子ども達や保護者が課題を抱えるケースが増えてくる可能性
があります。職員が関わりの中で子ども達の心身の変化を早期発見できるよう、定期的なケース
会議などを開催したりすることで、来館者の心身の状況まで受容できるよう全職員の視点の強化
が期待されます。

地域の子育て環境づくり
標準項目
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高齢者の生活機能向上や健康増進を目的としたプログラムを工夫し実施している
標準項目

プログラムに日常生活の
場でいかすことができる
視点を入れている。

レクリエーションや趣味
活動に機能訓練の要素
を取り入れるなど、楽し
んで訓練を行えるような
工夫をしている。

  評価項目（４）

地域との連携のもとに利用者の生活の幅を拡げるための取組を行っている
標準項目

地域の情報を収集し、利
用者の状況に応じて提
供している。

利用者が地域のさまざ
まな資源を利用する機
会を設けている。

コメント

①活動にメリハリを持たせ、利用者の参加意欲を高める訴求要素として、機能訓練の要素を伝
えていくことが期待されます
日常生活でも生かせるよう「はじめてのパソコン」「はじめてのスマホ」といった社会的なトレンドや
利用者の意向や要望に応えられるような活動を創設しています。
また、絵手紙やぬり絵、手芸、マージャンといった指先を使ったプログラムや考えるといった機能
訓練の要素を含んでいますが、現在、そのような要素を積極的に利用者には伝えていません。
活動にメリハリを持たせ、利用者の参加意欲を高める訴求要素として、「行事（活動）企画書」に
機能訓練の要素を盛り込んだり、活動の初めに利用者にも伝えることで参加意欲の掘り起こしに
つなげることが期待されます。

コメント

①地域協議会や各種会議体を通して、情報収集・発信を行っています
町会、老人クラブ、自治会、支所、近隣学校長、青少年育成会から構成される地域協議会に毎月
館長が出席し、運営状況や活動のお知らせといった情報提供と施設に対する意見や要望を汲み
取る機会としています。
タワーマンションが建設され、人口が急激に増加している地域であるため、小学校の増築や子育
て支援のニーズが高まってきている一方で、独居高齢者も増加し、詐欺事件の被害も増えている
といった地域事情を踏まえ、施設としても何かできないか検討しています。
気になる利用者については、相談支援センター（地域包括支援センター）や地域連絡会（芝浦、
港南、台場支所）で共有し、必要な支援や関係機関に繋げられるようにしています。

  評価項目（２）

高齢者の健康を維持するための支援を行っている
標準項目

必要に応じて利用者の
状態に応じた健康管理
や支援をしている。

健康に関する利用者か
らの相談に応じている。

利用者の体調変化（発
作等の急変を含む）に速
やかに対応できる体制を
整えている。

  評価項目（３）

Ⅳ　児童ー高齢者交流に関する事項

  評価項目（１）

高齢者へのサービス提供
標準項目

高齢者のニーズを把握
するための取組を実施し
ている。

高齢者のニーズに合わ
せたサービスを提供して
いる。

コメント

コメント

①看護師や栄養士による専門的な視点から利用者家の健康管理などの啓発活動を行っていま
す
区の介護予防事業の体操の前には、血圧測定を徹底し、体調不良や体調が優れない場合の参
加を避けてもらうようにしています。
看護師が常駐する活動があったり、何かあれば併設しているこども園の看護師と連携できる体制
を取っています。夏場は水分補給のための麦茶を設置し、自由に飲めるようにしています。
活動前の準備体操の徹底や区が作成した15分程度の座ってでもできる健康体操を取り入れるな
ど、ケガや事故のないようにしています。
今年は実施できませんでしたが、会食サービスを毎月実施し、栄養士から栄養面についての説
明を行うなど、専門職による健康に関する啓発活動を行っています。

①「ボイストレーニング」「はじめてのスマホ」といった利用者の意見や要望、社会的トレンドを活
動に生かしています
高齢者の意見や要望などを汲み取る機会として、利用者懇談会やおしゃべりの時間を開催して
いますが、今年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から、紙面による活動報告のみとしまし
た。意見箱やフロントに直接伝えに来られる方、活動の合間の雑談の中で聞き取ったり、社会的
なトレンド等を察知し、「ボイストレーニング」や「はじめてのスマホ（基本編、アプリ編）」といった新
たな活動を増やすきっかけにしています。

「ボイストレーニング」は発声による心肺機能強化のほかに誤嚥予防の効果も見込んでいます。
演出家の指導の下、利用者同士のコミュニケーションや発声を目的とした「朗読劇発表講座」で
は高齢者は子どもへの読み聞かせ、スタッフは「かいじゅうのいるところ」の劇を披露し、完成した
動画は館内上映も行い、多世代の利用者に見てもらうことが出来ました。
「はじめてのスマホ」では文字入力やネット検索、写真撮影、地図アプリを用いて「あいぷら」を探
すといった基本的な操作方法を習得する内容で行いました。

利用者のレベルに応じて気兼ねなく参加できるよう、人気のある卓球では月曜日は初心者、水曜
日は経験者、金曜日は自由参加とするなどの配慮を行っています。
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  評価項目（５）

世代間交流への対応
標準項目

世代間交流が自然な形
でスムーズに行われるよ
うな工夫がある。

世代間交流の取組に関
する見直しを行い、改善
に向けて取り組む仕組
みがある。

世代間交流が促される
ような多彩なプログラム
を提供している。

コメント

①これまで培ってきた関係性を重視し、活動や日常的な自然な形で働きかけを行っています
「児童高齢者交流プラザ」の社会的機能を担う拠点として、交流担当者を配置し、あいぷら歌謡
祭や新春ことはじめ会、こものづくりボランティア、みんなdeゲートボール、みんなdeピンポン、ふ
れあいおりがみアートといった世代間交流を意識したプログラムを主任・副主任会議で検討し、
計画を立てられるようになりました。
コロナ禍ではありますが、どうすれば出来るかの視点に立って、活動を中止にするのではなく、人
数制限するなどの配慮をしながら、交流機会を持てるよう工夫しました。

建物は同じ入り口やエレベーターなどの共有スペースで日常的に多世代の利用者と会う環境で
あり、手芸や手芸cafe（多世代が参加し、職員が子どもを預かっている間、お茶を飲みながら手
芸が出来る活動）なども定期的に行っています。毎月の誕生日会も多世代が参加してお祝いす
る機会となっており、顔なじみの関係を作るよい機会になっていると推察されます。
ラウンジにいる利用者同士の仲立ちを職員が行うことで新たな交流をつくったり、将棋をしたい子
どもに高齢者を引き寄せて対局したり、中高生はボランティアとして多世代の活動のフォローに
入るなど、職員が仲立ちをすることで日常的な関わりを増やすよう自然な形で働きかけを行って
います。

②「あいぷら」のファンの力を生かした、多世代をつなぎ合わせる活動や機会を作っていくことを
期待します
世代間交流の取り組みについては、ホップ、ステップ、ジャンプの3か年で取り組みを進めていま
した。今年はジャンプの年に位置付けていましたが、コロナの影響もあり、活動が制限される中、
思うようなジャンプ（成果）ができず不完全燃焼の年となってしまいました。世代間交流に関して
前向きに協力したいと思っているファンも増えてきており、積極的に提案してくれる声も増えてき
ました。引き続き、「児童高齢者交流プラザ」の社会的機能を担う拠点として施設がハブとなり、
多世代をつなぎ合わせる活動や機会を作っていくことを期待します。

14


