
令和３年度　利用者満足度アンケート集計結果

配付枚数 60 回収枚数 38

アンケート用紙配付期間：令和3年10月
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児童館利用開始の際、児童館の理念や運営方
針、活動内容、利用方法等について説明があり
ましたか？

職員の対応は好ましいと思いますか？

職員は話しかけやすい雰囲気ですか？

おやつの内容や量は適切ですか？

おやつ代や諸費用は内容に見合った金額だと感
じますか？(適切・高い・安い）

学童クラブのおたよりはわかりやすいですか？

子どもたちの生活やあそびの空間として、児童
館の環境、雰囲気はおおむね好ましいですか？

（学童クラブ保護者対象）

施設名：新林児童館

お子さんは、喜んで学童クラブに通っています
か？また、楽しそうに過ごしていますか？

子どもたちが興味を持ち、楽しめる取組が行わ
れていると思いますか？

子どもたちの自立につながる取組がされている
と思いますか？

86.8%

2.6%

10.5%

89.5% 10.5%

100.0%

78.9%

2.6%

18.4%

92.1%

7.9%

はい いいえ わからない・無回答

（設問９）適切 高い 安い

94.7%

5.3%

76.3%

5.3%

18.4%

92.1%

7.9%

94.7%

2.6% 2.6%

84.2% 15.8%

1 学童クラブ保護者対象
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地域の方がボランティアで来ていただいたり、
児童館で一緒に活動する等、地域との連携がと
れていると思いますか？

学童クラブ事業について、ご意見・ご要望がありましたら自由にお書きください。

学童クラブに取り入れてほしい取組があれば、ご自由にお書きください。

継続しての作業や物作りができればいいなと思います。

音楽に関するクラブがあれば嬉しい。

台風、地震、火災等の対策や緊急時における連
絡体制は整っていると思いますか？

感染症対策や施設全体の衛生管理など、衛生面
での配慮がなされていると思いますか？

児童館は、防犯対策など、安全面の配慮がなさ
れていると思いますか？

お子さんや保護者の皆様の個人情報やプライバ
シーに配慮がなされていると思いますか？

障害のある子どもへの配慮がなされていると感
じますか？

子どもが楽しそうでない。と回答はコロナ禍で遊べる人や場所に制限がある為。という意図です。

唯一楽しいのはドッジボールとのことです。

働いている親として、学校の後や長期休みに預かって頂ける場所があることが助かり安心しています。今
後も子どもたちにとって安心と楽しい成長できる児童館の活動を期待しています。

いつもありがとうございます。②　・コロナで大変な状況の中、本当にありがとうございます。

うちの子がちゃんとしてないだけだと思いますが…宿題を少しでもしてきてほしいと思います（笑）た
だ、身体を動かせる日は（ドッジなど）めいっぱい遊んできてもらいたいとも思っています。

おむかえ時、あまり先生が出てこられないので、お話する機会があまりないと感じます。

86.8% 13.2%

86.8% 13.2%

63.2%

7.9%

28.9%

71.1%

2.6%

26.3%

60.5% 39.5%

57.9% 42.1%

2 学童クラブ保護者対象



令和３年度　利用者満足度アンケート集計結果

配付枚数 52 回収枚数 52

アンケート用紙配付期間：令和3年10月
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（学童クラブ登録児童対象）

施設名：新林児童館

いけこう（近くの新林池公園のことだと思われます）

ひととぶつかる　・ホールのつくえ　・でんきぴやの（ピアノ？）　・ピアノの角

学童クラブは楽しいですか？

児童館の中でゆっくりできる場所はあります
か？

児童館の先生といろんな話ができますか？ま
た、話しやすいですか？

具合が悪くて元気のないとき、先生は声をかけ
てくれましたか？

台風や地震、火災がおこったとき、どのように
避難するか、知っていますか？

児童館で危ないと思う場所があれば、どこが危ないか教えてください。

どっちがつよいかほしい（『どっちが強いか』という本だと思われます）

アミのなかのすべりだい（避難用すべり台のことだと思われます）

道路 ・ガラス④　・ベランダ②　・げんかん

サッカー② ・（サッカー）クラブ② ・ベランダであそぶ②（わにご②）

おにごっこ　・よみきかせ②　・ダンス②　・ビンゴ　・カルタ

レゴ③　・ドッジボールの時間が長くなってほしい　・ドッチ　・いちりんしゃ

おえかきやしたい（？）

名探偵コナン本

いろいろ②　・おもちゃが増えてほしい②　・おもちゃ④

マンガ喫茶の復帰、ワンピースの続き　・東京リベンジャーズ全かん②

児童館で、「こんなことしたいなぁ」と思うことがあれば自由に書いてください。

76.9%

7.7%

15.4%

53.8% 23.1% 23.1%

63.5% 23.1% 13.5%

57.7%

13.5%

28.8%

84.6%

3.8%

11.5%

はい いいえ わからない・無回答

3 学童クラブ登録児童対象



令和３年度　利用者満足度アンケート集計結果

配付枚数 12 回収枚数 12

アンケート用紙配付期間：令和3年10月
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児童館の利用頻度はどれくらいですか？

（児童館利用者（18歳以上）対象）

施設名：新林児童館

お住いの小学校区

ご利用の目的（サービス）は何ですか？

児童館を知ったきっかけは何ですか？

児童館利用開始の際、児童館の理念や運営方
針、活動内容、利用方法等について説明があり
ましたか？

子どもたちの生活やあそびの空間として、児童
館の環境、雰囲気はおおむね好ましいですか？

職員の対応は好ましいと思いますか？

職員は話しかけやすい雰囲気ですか？

児童館での地震・火災・水害などの時の避難の
しかたの説明や掲示物などがありましたか？

感染症対策や施設全体の衛生管理など、衛生面
での配慮がなされていると思いますか？

新林, 41.7%

境谷, 16.7% 不明, 8.3%

66.7%

8.3%

25.0%

はい いいえ わからない・無回答

100.0%

100.0%

100.0%

66.7% 33.3%

100.0%

乳幼児親子取組, 100.0%

児童館だより, 50.0%

知人紹介, 25.0%

その他, 

16.7%

不明, 8.3%

はじめて, 16.7%

週に1,2回, 75.0%

月に1,2回, 8.3%

4 児童館利用者（18歳以上）対象
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児童館内の掲示や行事案内はわかりやすいです
か？

児童館は、防犯対策など、安全面の配慮がなさ
れていると思いますか？

お子さんや保護者の皆様の個人情報やプライバ
シーに配慮がなされていると思いますか？

児童館の設備は整っていますか？

児童館の遊具やおもちゃ、絵本に満足していま
すか？

児童館だよりやホームページはご覧になってい
ますか？

児童館で保護者同士のつながりが生まれました
か？

地域の方がボランティアで来ていただいたり、
児童館で一緒に活動する等、地域との連携がと
れていると思いますか？

実施してほしい取組や講演会、講座があれば、ご記入ください。

充分、色々と楽しい企画がいっぱいです。

児童館に対するご意見・ご要望がありましたら自由にお書きください。

親子とも楽しくすごさせてもらいありがとうございます

91.7%

8.3%

91.7%

8.3%

83.3% 16.7%

91.7%

8.3%

83.3% 16.7%

100.0%

75.0% 16.7%

91.7%

8.3%

5 児童館利用者（18歳以上）対象



令和３年度　利用者満足度アンケート集計結果

配付枚数 19 回収枚数 19

アンケート用紙配付期間：令和3年10月
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児童館でやってみたいことがあれば、書いてください。

お願いごとややりたいことに対して、できない
ときはどうしてできないか先生は説明してくれ
ますか？

台風や地震、火災がおこったとき、どのように
避難するか、知っていますか？先生から聞いて
いますか？）

（自由来館児童対象）

施設名：新林児童館

児童館では楽しくあそんでいますか？

児童館の中でゆっくりできる場所はあります
か？

児童館は入りやすいですか？

児童館の先生といろんな話ができますか？ま
た、話しやすいですか？

学校等

卓球③／おにごっこ②／こうさくデーで工作をしたい／ベランダであそぶ／ドッチボール

　卓球／窓の前／図書室

児童館で危ないと思う場所があれば、どこが危ないか教えてください。

78.9% 21.1%

57.9% 42.1%

84.2% 15.8%

84.2% 15.8%

26.3% 15.8% 57.9%

はい いいえ わからない・無回答

小学生, 100.0%

94.7%

5.3%

6 自由来館児童対象
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「こんな児童館だったらいいのになあ」「こんなことしたいなぁ」と思うことがあれば自由に書いて
ください。

『こいするみつば』（マンガ本）を３，４さつ入れて

みんながやさしくいられる

マンガがもっとほしい

7 自由来館児童対象



 

アンケート結果を受けて 

＜新林児童館＞ 

 

 

■学童クラブ（保護者向け） 

・おおむね「喜んで学童に通っている」と回答いただいていることに嬉しく感じる。 

しかし、わずかだが「いいえ」と回答されている方があり、改善に努めたい。 

・職員の対応に関しては 100％の回答率で「好ましい」と回答いただき上記同様嬉しく 

感じるが、一方で『お迎えの時に出てこられないので、話す機会があまりない』と感 

じておられる方もおられ、保護者の安心のためより一層の対応強化に励みたい。 

   ・防犯対策としては、前年度のアンケートをもとにオートロック式の門扉を導入（アン 

ケート実施後の施工）したので、安全面は強化できたと考えている。 

 

■学童クラブ（児童向け） 

   ・１～４の回答結果について、評価が悪かったと重く受け止めている。児童の安心 

安全に加え、最大限の発達や遊びを通した健やかな成長を担保する施設として、 

施設環境や職員の対応をより一層強固なものにできるよう改善に努めたい。 

   ・サッカーやドッジボール、おにごっこといった屋外での遊びと、マンガやレゴなど 

    室内での遊びどちらも記入があったので、可能な限り対応できるように努めたい。 

   ・危険箇所もたくさん挙げてくれており、安全確保に関する貴重な意見として真摯に受 

け止めたい。 

 

■児童館利用者（大人） 

   ・新林や近隣の境谷・大枝・福西学区にとどまらず、遠方の方も利用してくださって 

    おり嬉しく感じている。職員の対応や雰囲気、活動内容には満足いただいているが、 

運営理念や緊急時の避難の仕方など、しっかり伝えられていないことが多くあること 

を認識できたので、今後は意識をして周知に努めたい。 

   ・「保護者同士のつながり」という点で「いいえ」という回答が多かったので、今後の課 

題として職員で共有し、改善に努めたい。 

 

■自由来館児童 

   ・多くの児童が楽しく遊び、職員とのコミュニケーションも楽しんでいることを嬉しく 

思う反面、やりたいことをできない時の対応が不十分であったと感じている。事業を 

実施するにあたり、どうしても一定の場所を確保するあまり、自由来館児童の居場所 

提供という点において疎かになってしまうことを見直し、今後の対応改善に努めたい。 

   ・自由記述で記載のあった、卓球等の遊び時間の確保や漫画のさらなる充実に努めたい。 

 


