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●　乳幼児親子や親同士の交流を図る職員のスキル向上が期待されます
当施設は白金高輪駅から近く、立地条件に恵まれており、子育て広場には毎日１００組程度の乳幼児親子の利用があります。様々なプログラムが展
開されていますが、日常的に広場を利用する乳幼児親子同士の交流を促進するような働きかけが十分には行われていないようです。「かつては公園
デビュー、今は児童館デビュー」という言葉が生まれるように、親になったばかりの保護者がどのように地域の中で仲間を見つけて孤立しない育児を
していくかは大切な課題です。安全を見守る役割も大切ですが、保護者同士を積極的に結びつけたり、親子のスキンシップ法を教えるなど、職員が
初めての育児を支え互いを結びつけることができるようなスキルを習得して、広場を活性化させていくための取り組みを期待します。

●　個別人材育成計画の策定が望まれます
新人からベテランまで、内部・外部研修やOJTを含め、多くの職員育成計画があり、実施されています。　リーダー職への推薦に当たっては、法人が
実施する基本的な研修を受講したか否かの調査票があり、リーダーとしての資質を判断するモニタリングシートも用意されています。個人面談に際し
ては、希望する業務、職種等の聞き取りも実施しています。しかし、人材育成計画の中での個別育成計画として明確になったものは確認できません。
現在導入計画中のキャリアアップシステムの本格運用の過程で、個人が組織の中でどのようなキャリアを重ねたいのか、組織は何を期待しているの
か等を含む、個別育成計画の策定が望まれます。

◇更なる改善が望まれる点

●　地域との連携を大切にした運営をしています
　施設の建設当初は、地域との関係に課題も見られたようですが、近隣住民との日々の挨拶や会話を大切にすることで、施設への理解を深めてもら
い、現在では良い協力関係が深まっています。高松桜祭りの共催をして、子どもたちのお店を出したり、全体の司会や音響を担当したり、高輪台小
学校や白金小学校のPTA主催の行事においても、ゲームや子どものお店の指導を行うなど、施設の持つ機能も十分発揮されています。また、区内
の企業の社会貢献活動として、工作やお祭りや日常活動のボランティア、プロによる保護者向けの「お小遣いしつけ教室」など、新しい形の子育て支
援活動にも取り組んでいます。

● 中高生の自発的・自主的な活動支援に向けて積極的に取り組んでいます
　体育館でのスポーツやスタジオ利用、学習の場として日常的な利用があります。中高生タイム、中高生実行委員会、ダンス、ライブ演奏など中高生
が企画から運営を担えるように活動しています。今年度からはティーンズスクエア事業もはじまり、毎月２回行われている中高生のみが参加できる
「ティーンズ食堂」での食事の提供とともに、中高生の居場所として認識されています。また、中高生ならではの社会的関心を行事に繋げた、バレンタ
インのチョコレートをきっかけにした世界の貧困問題や公正な取引について考える企画も行われました。様々な活動を一緒に行う中で、職員は中高
生の良い手本となれるように心がけて取り組んでいます。

◇特に良いと思う点

総　　　評



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

詳 細 講 評

（２）　計画が適切に策定されている。

　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。

コ　メ　ン　ト　

法人の「隣人愛に立つ、地域住民、児童に奉仕する、平和を
大切にする」という理念に基づく施設の基本方針が計画に明
示されています。まず予防施設、中間施設、支援施設として
の運営、次に乳幼児から中高生までの基幹活動、及び野外
活動の充実が施設の目指すところです。三つ目の基本方針
として、安心できる活動と運営を施設の随所に徹底させること
を中期計画に定めています。

(２）　理念や基本方針が周知されている。

法人理念や基本方針などは、職員に対しては新規採用時に
法人本部でのミッション研修と呼ばれる新人研修を２回実施
するほか、全ての研修において３０分程度の時間を割いて理
念等の話を行い、周知を図っています。利用者に対しては、
施設内の目につきやすい場所に法人理念を掲示し、施設の
事業方針については方針を記載した年度ごとの事業計画書
を受付に常時閲覧可能な状態で設置しています。利用者は
常に施設の方針等について、必要な情報を得ることができる
ようになっています。

２０１６年度から２０２０年度に亘る中期事業計画が策定されて
おり、本年度はちょうどその中間点に当たります。この中期計
画は年度ごとに見直しが行れ課題を抽出して、毎年３月に次
年度の事業計画を策定しています。当施設は乳幼児から中
高生まで幅広い利用者層に対応しており、ベビーマッサージ
をはじめとする乳幼児向けの計画や、学童クラブ、児童館一
般利用者向けの行事予定など、多彩な内容の事業計画が策
定されます。職員の育成は法人研修をはじめ各種研修を軸
にスキルアップを図る内容となっています。

　　Ⅰー２　計画の策定

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。

当施設は大別して、子育てひろば部門、学童クラブ部門、児
童館部門の３部門で運営されています。計画の策定に当たっ
てはリーダーを中心に各部門内でグループ討議がなされ、合
議により翌年度の部門計画が策定されています。各部門の
リーダーによる全体のとりまとめを経て、年度内に区担当課に
提出されます。乳幼児の保護者に対しては「きらきら通信」
で、小中高生向けには「TAP通信」で毎月の行事予定を中心
に、保護者への注意事項や要望事項も伝えています。事業
計画書は受付に置かれており、いつでも閲覧することができ
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

（１）　管理者の責任が明確にされている。

当施設の利用者数は２０１６年度１５２，８３２人、２０１７年度１５
２、３１０人と通年で１５万人強を記録してきましたが、２０１８年
度に入り利用人数の減少傾向がみられます。公立施設の委
託運営であるため、直ちに法人の業績に反映するわけでは
ありませんが、経営層は重大な環境変化と捉えています。同
一ビル内に併設されている区立図書館の利用者数も減少し
ている模様で、当施設単独の問題では無いようですが、現
在、利用者増に向けた対応を模索中です。乳幼児から高校
生まで、異なった年齢層の利用がありますが、どの層の利用
者が減少しているのか、単年度毎の分析ではなく毎月の連
続的な傾向として解析することが望まれます。外部監査につ
いては、区による監査はじめ各種監査が実施されています。

評価項目

毎週水曜日の午前中に部門会議が行れ、引き続き全職員に
よる職員会議を実施しています。朝礼、昼礼、終礼は毎日行
れており、各部門のリーダーは必要に応じて職員を指導して
います。情報安全対策実施手順を改善し、電子メールをはじ
めとするサイバーセキュリティーにも万全の対策を講じていま
す。

各部門の取り組みは、リーダーが中心となって計画から実
行、振り返りまで責任をもって行うシステムが構築されていま
す。行事の企画、起案から終了後の反省までの一連の流れ
はチャートで時系列に沿って示されています。原則、行事実
施の４０日前に企画立案し、その後は１週間単位で必要な作
業を実施していく流れとなっています。

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。

Ⅰー３　管理者の責任とリーダーシップ

評価項目 コ　メ　ン　ト　

コ　メ　ン　ト　

Ⅱ－１　経営状況の把握



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。 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
みが行れている。

b

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

23
①　実習生の受入れに対する基本的な姿勢を明
確にし、体制を整備している。 a

24
②　実習生の育成について積極的な取り組みを
行っている。 a

入社２年程度未満の新人に対しては、法人本部で基礎研
修、グループ研修が毎年２回に分けて実施されています。主
任やリーダー層の職員についてはリーダー研修が年に３回予
定されています。東京都、港区、港区児童館長会など、様々
な組織が主催する研修会に職員が参加しています。児童館
長会主催の研修は、実技研修と専門研修に分かれており、
実技研修では一輪車やボッチャ、アレルギー児への提供お
やつなどについて学びます。専門研修では親子関係の作り
方を含む子育て支援や、児童館の価値を高めるブランディン
グなどについても学んでいます。組織全体としての研修計画
はありますが、職員個別の育成計画については明確には策
定されていません。キャリアアップ制度の定着に合わせて、個
別育成計画の策定と運用も期待されます。

上半期が終了した時点で、上司による職員との個人面談が
行れています。現在の業務についての感想、翌年度に希望
する業務内容等について本人の意見と希望を聞き取ります。
年度末には職員アンケートが実施されていますが、現在の仕
事へのやりがい、現在の職位について、業務量、希望するポ
ジションなどについて選択方式で意見聴取を行います。同僚
との関係、上司との関係についても選択してもらうようになっ
ています。福利厚生については、健康診断や予防注射、社
員懇親会などがあります。

実習生の受け入れに対しては基本姿勢が明示され、受け入
れマニュアルが策定されています。受け入れに当たっては担
当者が選任されており、実習に付き添い適切な助言を与えて
います。本年度は、中学生の職場体験が４名ありました。

人材の募集、採用は法人本部で行れています。当施設を含
めて、６施設を都内で運営していますが、昨今の人材確保難
は当施設にも及んでおり、より一層の工夫が求められるところ
です。職員に対しては定期的にアンケート調査が実施されて
います。今年度は仕事のやりがいと、職場の人間関係を主に
調査する予定です。法人本部にリーダーへの昇進推薦をす
るための２５項目に及ぶ、基準となる指標も定めていますが、
全体としてのキャリアアップ制度は確立されていません。研修
計画等も含めたキャリアアップシートを本年度中に策定する
計画が進んでいますので、その完成と運用が待たれます。

（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

評価項目 コ　メ　ン　ト　

（４）実習生の受入れが適切に行れている

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。



評価

25
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

26
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

27 ①　利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 a

28 ②　事業所が有する機能を地域に還元している。 a

29
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

30 ①　必要な社会資源を明確にしている。 a

31 ②　関係機関等との連携が適切に行れている。 a

32 ①　地域の福祉ニーズを把握している。 a

33
②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行れ
ている。 a

（１）利用者の安全を確保するための取り組みが行れている。

コ　メ　ン　ト　

当施設の方針として、地域の子育てひろば活動、学童クラ
ブ、近隣教育機関との連携に積極的に取り組んでいます。地
域懇談会で意見や地域情報の共有をしたり、近隣住民との
日々の挨拶や会話を大切にすることで、施設への理解を深
めてもらい協力関係を築いています。高松桜祭りの共催をし
て、子どもたちのお店を出したり、全体の司会や音響を担当
したり、高輪台小学校や白金小学校のPTA主催の行事にお
いても、ゲームや子どものお店の指導を行っています。また、
高輪消防署の「はたらく消防の写生会」の入選作品を施設内
に掲示して、利用者に楽しんで見てもらえるようにしていま
す。
ボランティアを受け入れるに当たっては、基本的な心構え「ボ
ランティアをはじめるにあたって」を配布し、個人情報保護等
の同意書にサインしてもらっています。お祭りやキャンプ、お
泊り会などのイベントでは、保護者や子どもボランティアの活
動も実施しています。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４　地域との交流と連携

コ　メ　ン　ト　

当施設での活動の７０％は身体を動かす内容であり、利用者
のケガが最も懸念される事故となります。事故が発生した場
合は関係者への報告と同時に、原則３０分以内にその対応の
方向性を決めることを実践しています。危機管理の共用フォ
ルダーにはケガが発生した場合の対応について、応急処置
を含め、詳細な手順が分かりやすく記載されたチャートが用
意されています。また、事故発生後の対応として、受診の必
要性の判断、区への報告などについてカラーで大きく、分か
りやすく示されたものが、A3用紙で掲示されています。

Ⅱ－３　安全管理

評価項目

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

子ども家庭支援センター、保育園、幼稚園、小中学校などと
連携をし、利用者の状況に合わせて紹介したり、情報共有を
しています。当施設内の図書館分室も日常的に事業運営を
一緒に行なえるようにしています。
貧困や虐待、育児不安など、子どもたちや保護者の抱える問
題を未然に防ぐための「予防施設」として、利用者のちょっと
したサインを見逃さないように、職員は気づきを大切にした丁
寧な対応を心がけています。必要に応じて関係する各機関
に繋げる「中間施設」としての役割も果たしつつ、「支援施設」
として子どもたちの健全な成長を支えるように活動していま
す。

定期的に行れる高松、白金の青少年委員会に参加して、地
域の子どもたちの情報や様々な福祉ニーズについて共有し
ています。近隣の中学校の学校評議会の評議員として会議
に参加することで協力関係を作り、中学校の課題や情報、
ニーズを把握して、当施設での中高生活動に反映させるよう
な取り組みがなされています。
当施設は地域の防災ネットワークの一員として、区民避難場
所としての機能を備えており、特に乳幼児親子などの地域住
民の安心・安全の場ともなっています。

評価項目

（１）　地域との関係が適切に確保されている。



評価

34
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

35
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

36
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

37
②　利用者満足の向上に向けた取り組みを行って
いる。 a

38
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

39
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

40
③　利用者からの意見等に対して迅速に対応して
いる。 a

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

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

（２）利用者満足の向上に努めている。

コ　メ　ン　ト　

法人の理念である「隣人愛の精神に立つ、地域住民や児童
に奉仕する、平和を大切にする」ことを基本方針としていま
す。職員全体が理念を理解して、日々の活動に当たることが
できるように、全体研修を実施し職員会議でも繰り返し確認を
行っています。
利用者のプライバシー保護に対しては、港区情報安全対策
指針を遵守しています。また、各種プログラムでの写真撮影
については、あらかじめ利用者に周知し、TAP通信などに掲
載する時には、必ず保護者の了解を得ています。

（３）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

利用者一人ひとりの違いを尊重して様々な取り組みを行って
います。学童クラブ保護者会や乳幼児保護者の子育て相
談、中高生のスタジオ会議、中高生委員会などで意見や要
望を広く聞き、日常の活動や行事に活かせるように努めてい
ます。今年度から、中高生の居場所事業にも更に力を入れ
て、ティーンズスクウェア事業も行っています。また、受付に
は意見箱を設置し、大型行事実施後はアンケートに答えても
らい、利用者の意見や要望を活かしながら、日々の活動や行
事に取り組んでいます。

当施設は日常的に幅広い年代の利用があり、課題や問題も
それぞれに異なっていますが、職員が日頃からコミュニケー
ションを積極的にとったり、子どもの様子や保護者との会話な
どから小さな気づきを大切にして話しやすい雰囲気づくりを
心がけています。
苦情の対応については、苦情対応のフローチャートを作成し
て、利用者の目に留まりやすい場所に掲示するなどして周知
を図っています。受付には意見箱を設置して、いつでも意見
や要望が寄せられるようにしています。
寄せられた意見や要望、苦情については、どの様な内容で
あってもきちんと受け止めて、早急に対応できることを目指し
ています。また、寄せられた意見等は職員の対応も一緒に掲
示して、利用者にもお知らせすることで情報共有をしていま
す。



評価

41
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

42
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

43
③　課題に対する改善策・改善計画を立て実施し
ている。 a

44
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

45
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

46
①　利用者に関するサービス実施状況の記録が適
切に行れている。 a

47
②　利用者に関する記録の管理体制が確立してい
る。 a

48
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

49
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

50
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

当施設のパンフレットやおたよりは受付に用意されています。
行事等の案内やポスター掲示等で、利用者に周知をしてい
ます。おたよりは乳幼児用と小中学生用に分けて毎月発行
し、掲示をするほか、近隣の保育園、小中学校に配布してい
ます。ホームページにはおたよりの他に、定員のある活動の
抽選結果もアップされています。高輪地区総合支所の掲示
板や高輪地区総合支所と駅直通のエレベーターの前にも毎
月の活動などが見やすい形で掲示されています。キャンプ等
の宿泊行事や学童クラブの入会についての説明、運営に関
しては保護者説明会を実施して、理解や同意を得るようにし
ています。

Ⅲ－２　サービスの質の確保

（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。

（１）質の向上に向けた取り組みが組織的に行れている。

各種行事や活動ごとに担当者が計画書を作成し、企画、起
案から終了後の反省までの一連の流れはチャートで時系列
に沿って示されています。原則、行事実施の４０日前に企画
立案し、その後は１週間単位で必要な作業を実施していく流
れとなっています。
実施後は報告書を作成して、担当者間で振り返りを行ってい
ます。反省や振り返りが次の企画や活動に活かせるような会
議を行っています。

コ　メ　ン　ト　

毎週水曜日の午前中に部門会議が行れ、引き続き全職員に
よる職員会議を実施しています。朝礼、昼礼、終礼は毎日行
れており、各部門の取り組みは、リーダーが中心となって計画
から実施をしています。実施後は振り返りを行うとともに利用
者アンケートも実施して、次に活かせるようにしています。ア
ンケート結果や意見箱等からの課題は職員会議や部門別会
議で検討して、解決できるように取り組んでいます。また、夏
休みと年度末を大きな区切りとして、評価を行っています。
今年度は全体的に利用人数の減少が見られたため、利用人
数やプログラム内容の検討とともに、職員の感性による目に
見えない気づきをなるべく共有しながら、改善に向けて取り組
んでいくことを目指しています。

コ　メ　ン　ト　

（３）　サービス実施の記録が適切に行れている。

評価項目

（１）サービス提供の開始が適切に行れている。

評価項目

日々の活動は館日誌や学童クラブ日誌、各コーナー毎に記
入され、行事ごとに報告書の作成もしています。特に気に
なった事や引き継ぎが必要と思われる記載はマーカーを引
いて、経過を見守りながら、全職員が共有できるように工夫し
ています。個別のケース記録や支援児のファイル等プライバ
シー保護が必要な記録については、鍵付きのキャビネットに
保管して管理しています。情報安全対策実施手順を改善し、
電子メールをはじめとするサイバーセキュリティーにも万全の
対策を講じています。
毎日の朝礼、昼礼、終礼では利用者の情報共有や活動内
容、引き継ぎ事項の確認等をしています。毎週水曜日の午前
中には部門会議を行い、引き続き全職員による職員会議を
実施しています。



評価

51 ①　サービス実施計画を適切に策定している。 a

52
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

53
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

54
②　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。 a

55
③　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

56
④　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

57
⑤　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。 a

（１）利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

評価項目

子育てひろば部門、学童クラブ部門、児童館部門に関して
は、各部門ごとに年間行事計画を立てて、スケジュールの管
理をしながら運営を行っています。館長や副館長、主任は各
部門の方向付けを行うなどの助言をしています。年度末には
計画を作成しますが、夏休みを一つの区切りとして見直しも
行れています。職員会議では、利用者へのサービスが適切
かを定期的に話し合ったり、行事実施後の振り返りも行って
います。行事や活動実施の際の子どもの様子や利用者アン
ケート結果などを参考にして、利用者にとってより良いサービ
スを提供できるように努めています。

コ　メ　ン　ト　

乳幼児親子から中高生までの幅広い利用があるため、施設
の各部屋には、利用者の発達段階を考慮してわかりやすい
ルールを決めて掲示をしています。毎月のおたよりやパンフ
レット、ホームページにも記載して周知を図っています。各
ルールは、子どもたちと一緒に考え、確認をしていく事で子ど
もたちの声を大切にしています。１階の談話室は利用者すべ
てに解放されて飲食スペースも設置され、世代や年代の異な
る利用者がくつろいで自然な交流が図れる場となっていま
す。体育室は乳幼児専用の時間を設定して、安全に遊べる
ように配慮したり、ドッヂボールやバスケットボール、フットサ
ルなど思い切り体を動かして活動できるように運営していま
す。今年度は、子どもたちがボール遊びが上手になり、楽し
めることを目的にボールクラブを実施しています。プレイルー
ムでは一輪車、卓球、縄跳びを取り入れたり、創作室では工
作や図工などが年間を通じて展開され、子どもたちの自由な
創造性や自主性を尊重し、心身のバランスが取れた成長を
支える取り組みを行っています。中高生が自主的に行事の企
画や運営していけるように、中高生実行委委員会やスタジオ
会議を実施したり、中高生の居場所として認識できるような工
夫をしています。
中高生プラザの特性を生かし、異年齢交流ができるよう各部
屋の活動を工夫したり、グループ活動や創作活動、お楽しみ
タイム、図工タイムなどの企画をするなど、日常的に異年齢交
流が活発に行れています。

（１）　遊びの環境整備

評価項目

Ⅳ 児童館の活動に関する事項

コ　メ　ン　ト　

Ⅲー４　サービス実施計画の策定



58 ①　乳幼児と保護者が日常的に利用している。 a

59
②　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。

a

60
③　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

61
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

62
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

63
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 が行れ
ている。

a

64
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）　乳幼児と保護者への対応

（３）　児童への対応（核となる児童館活動）

日常活動の子どもの様子や気になったことは、コーナーごと
に日誌に記入し、毎日の昼礼で情報を共有し確認後にそれ
ぞれの担当が対応にあたっています。継続して対応した方が
良い場合や課題がある子どもに対しては、気持ちに寄り添い
ながら支援するように心がけています。また、必要に応じて、
家庭や学校などの関係機関とも連携を取り、情報共有をして
います。
日常的な異年齢交流をスムーズに進めていけるよう、職員は
子どもたちの発達段階や心理状況を適切に把握しながら、年
齢や学年を考慮してプログラムを企画し活動しています。
特別な支援が必要な子どもに対しては、特性を理解して寄り
添いながら、子どもたち同士の関係づくりができるような支援
をしています。また、地域には多国籍の住民がいるため、適
切な配慮をしながら受け入れています。今年度は、館まつり
のテーマを～みんなと世界の「わ」をつなごう～として、世界
の料理や遊びを楽しみました。
日常活動と行事のバランスを取りながら、子ども一人ひとりが
自ら遊びを楽しめるように「ボールクラブ」の活動の中で、球
技が上手になり、自信を持てるような取り組みも実施していま
す。

当施設は白金高輪駅から近く、立地条件に恵まれており、子
育て広場には毎日１００組程度の乳幼児親子の利用がありま
す。エントランスでは昼食をとったり、異年齢の交流も自然な
形でできています。
自由に参加できる０歳～５歳児の年齢別のクラス活動や親子
ヨガ、リトミック、バランスボール、音楽あそびなどのグループ
活動は年間を通じて実施されています。にこにこ子どもまつり
や水遊び、ハロウィン、クリスマス会などの季節行事や食育、
ベビーマッサージ、バスハイク、子育て講演会や父親の参加
を促すための父子食育、父子乳幼児親子バスハイクなどの
特別活動も利用者の意見を取り入れながら行っています。ま
た子育て相談を土曜日にも実施することで、より多くの相談に
対応しています。多くの利用がある子育て広場ですが、親子
間や保護者同士の交流がよりスムーズにできるような場の設
定や工夫が必要となっています。



65 ①　日常的に中高生の利用がある。 a

66
②　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。 a

67
①　利用者からの相談への対応が自然な形で行
れている。 a

68
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

69
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。 b

70
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

71
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

72 ①　広報活動が適切に行れている。 a

73
②　児童館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 が行れ
ている。

a

おたよりは乳幼児用と小中学生用に分けて毎月発行し、掲示
をするほか、近隣の保育園、小中学校に配布しています。
ホームページにはおたよりの他に、定員のある活動の抽選結
果もアップされています。高輪総合支所の掲示板や高輪地
区総合支所と駅をつなぐ直通のエレベーターの前にも毎月
の活動などが見やすい形で掲示されています。
子どもたちが活動の中で作成した作品をあっぷリングプチ展
で展示したり、消防署で行れる「はたらく消防の写生会」で入
選した作品を施設内に掲示して、地域の人や利用者に見て
もらえるような協力関係も作っています。また、様々な機会を
使って、子どもの活動などを紹介してもらうことで、多くの区民
に知ってもらえるようにしています。

（８）広報活動

地域のお話ボランティアの協力で乳幼児への読み聞かせを
してもらったり、近隣の住民との関係づくりが進んできた中
で、子どもたちの活動や施設運営にも協力的な関係ができて
います。また、工作やお祭りや日常活動のボランティア、専門
家による保護者向けの「お小遣いしつけ教室」など子育て支
援活動に取り組んでいます。
近隣の各小中学校との連携や地域の連絡協議会での情報
共有を積極的に行っています。年度初めには警察署の協力
を得て、横断歩道の渡り方や車の陰から飛び出さない等安
全指導の徹底を図っています。子どもたちの帰宅の安全のた
めに、6時には帰宅コースを２つに分けて家の近くまで職員が
送り、見守りをしています。

（７）　地域の子育て環境づくり

（６）障害児への対応

（４）　中高生への対応

（５）　利用者からの相談への対応

体育館でのスポーツやスタジオ利用、学習の場として日常的
な利用があります。中高生タイム、中高生実行委員会、ダン
ス、ライブなど中高生が企画から運営を担えるように活動して
います。今年度からは、「ティーンズスクエア」事業もはじまり、
毎月２回行れている中高生のみが参加できる「ティーンズ食
堂」での食事の提供とともに中高生の居場所として認識され
ています。職員は利用時間が過ぎても帰りたくない子どもた
ちの安全確認のため、近隣のコンビニなどで帰宅を促すなど
の活動も行っています。

子どもの迎えの際や日常の活動の中で、コミュニケーションを
取り、話しやすい雰囲気づくりに努め、エントランスにも意見
箱を置いて、いつでも意見や要望が受けられるようにしていま
す。職員はどのような声もまず受け止めることを心がけて対応
しています。また、寄せられた意見を、利用者の声と対応を含
めて掲示することで利用者全体での情報共有を図っていま
す。
虐待や不登校などに対しては、子ども家庭支援センター主催
の会議に出席して、関係機関と協力して支援しています。開
館時間中に限りますが、必要に応じて子どもの一時的な居場
所としての機能も提供しています。

子どもの様子や支援方法、保護者の状況を丁寧に聞き取り、
生活状況調査書に記入してもらうなどして、適切な支援がで
きるようにしています。障害児の受け入れもおこない、巡回指
導等での助言を得ていますが、様々に異なる障害児への理
解や具体的な支援スキル向上に焦点を当てた研修やOJTへ
の取り組みが望まれます。
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