
令和３年度　利用者満足度アンケート集計結果

配付枚数 28 回収枚数 16

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：城南児童館

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？

87.5%

6.3% 6.3%

87.5%

12.5%

87.5% 12.5%

87.5% 12.5%

93.8%

6.3%

はい いいえ わからない・無回答

（設問９）適切 高い 安い

93.8%

6.3%

68.8%

6.3%

25.0%

87.5%

12.5%

100.0%

81.3% 0.0%18.8%

1 学童クラブ保護者対象
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いつも大変お世話になっています。ありがとうございます。
子どもキッチン他たくさんのイベントのことを、子どもたちはとても楽しそうに話してくれます。

学童に入れて良かったです。

本人が楽しく通えていますので、親として安心できる場所です。言葉遣いや精神面も成長していると感
じ、先生方には感謝しています。ありがとうございます。

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。

学び、宿題のための時間をより多く持ってほしいと思います。

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？

87.5% 12.5%

87.5% 12.5%

75.0% 25.0%

87.5% 12.5%

37.5% 62.5%

68.8% 31.3%

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 34 回収枚数 34

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、「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。

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。

ロッカーとロッカーの中（２）、コンセント、机、遊戯室、玄関、

レゴ（３）・レゴ人形、ラキュー、水鉄砲、ポケモンのおもちゃ（２）、

スイッチ（２）、PS５、ドッジボール（４）、スライム（２）、

虫取りを皆と一緒にしたい、昆虫クラブ（２）、だるまさんがころんだ、

誰が早く宿題をできるか、本（危険生物）、漫画「鬼滅の刃」

（学童クラブ登録児童対象）

施設名：城南児童館

本棚の上（３）、本棚の上に乗ること

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？

70.6%

8.8%

14.7%

50.0% 32.4% 14.7%

58.8% 20.6% 20.6%

52.9%

8.8%

38.2%

82.4%

5.9% 8.8%

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 11 回収枚数 10

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？

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？

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：城南児童館

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？

秀連, 30.0% 槇島, 30.0%

向島, 20.0%

その他, 10.0%

不明, 10.0%

90.0%

10.0%

はい いいえ わからない・無回答

100.0%

100.0%

100.0%

60.0% 40.0%

100.0%

乳幼児親子, 100.0%

児童館だより, 10.0%

HP, 20.0%

知人の紹介, 40.0% その他, 30.0%

はじめて, 20.0%

週に1,2回, 60.0%

月に1,2回, 20.0%

4 児童館利用者（18歳以上）対象
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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？

まめに連絡もいただいて、よくしていただき、ありがとうございます。

コロナ禍で、色々考えてイベントをして下さるので、いつも楽しませていただいています。ありがとうご
ざいます。

いつも楽しみにしています。

親切にしていただいています。

緊急事態でなかなか行けませんでしたが、毎週楽しみに通っています。あと何ヶ月ですが、よろしくお願
いします。

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。

ヨガ

ベビーマッサージ

乳幼児の活動

食育

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。

いつも楽しい時間を過ごさせて頂き、ありがとうございます。

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？

70.0% 30.0%

80.0% 20.0%

100.0%

100.0%

80.0% 20.0%

90.0%

10.0%

80.0%

10.0% 10.0%

70.0% 30.0%

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 18 回収枚数 18

アンケート用紙配付期間：令和3年10月
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みんなで遊ぶこと。

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。

わからない。（２）

ドアにぶつかってる子が多い。

児童館でやってみたいことがあれば、書いてください。

色々な遊び。

パズルがしたいです。

鬼ごっこ

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：城南児童館

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

72.2% 27.8%

50.0%

11.1%

38.9%

72.2% 27.8%

61.1% 38.9%

38.9% 55.6%

はい いいえ わからない・無回答

小学生, 50.0% 中学生, 50.0%

61.1%

5.6%

33.3%

6 自由来館児童対象
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・
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・
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広くしてほしい。（２）

喧嘩がなく（０とまでは言わず徐々に）、皆が楽しく交流できる場所が良いかも。

もっと楽しく。

みんな仲良くする。

「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。

自由にしたい。

わからない（３）

7 自由来館児童対象



 

アンケート結果を受けて 

＜城南児童館＞ 

 

■学童クラブ（保護者向け） 

・アンケートの実施を、保護者に個別に声かけする頻度が少なくなってしまい、回収率

が低いことがまず次回につなげるべき改善点であった。 

・８の問いに対しておやつの量に対しての周知ができていないことがわかる。今年度よ

りおやつメニュー表を作成して配付しているが、もう少し定着させていくために、内

容の記入の仕方を改善し、年度初めの保護者説明会で、おやつ代と諸費の割合の説明

をしていきたい。 

・１７の問いに対して、毎月地域の民生児童委員が主催である「藤の木子どもキッチン」

が実施されているのに、「わからない」という回答が目立った。今後はお便りをもっ

と活用して周知したい。 

・ほとんどの項目で「はい」（肯定的な回答）が大半をしめているのは、日々子どもたち

に寄り添い、保護者にも寄り添ってきた結果だと考える。 

 

■学童クラブ（児童向け） 

・全体的に「わからない」の回答が目立つ。「文章の意味がわからないため、何をどう答

えたら良いのかわからない。」という児童が多いように思う。文章を理解しにくい児

童が多い（特に低学年）ので、アンケートを答える際に配慮が必要だった。 

・保育環境評価スケールでも浮き彫りになった「ゆっくりできる場所がない」というこ

とは、子どもたちも感じていることだということがはっきりとした。物理的に難しい

のが実際ではあるが、せめてパーソナルスペースを確保できるように、マットなどを

活用したい。 

・５の問いに対して、８割以上の児童が理解していることから、毎月避難訓練を実施し

ている結果だと思われる。今後も継続して続けていきたい。 

・「危ないと思う場所があるか」の問いに対して、子どもが乗るべきでない高い棚の上

に乗ったり、机の上を走り渡っている時に、職員が「危ない！」という声をかけてし

まうのが原因だと考えられる。子どもにとっては「危険な場所」は「注意をされた場

所」になってしまうので、声かけの仕方から工夫が必要だと考えられる。 

 

■児童館利用者（大人） 

・５・６・７・９の問いに対して１００％の結果が出ているのは、環境整備・利用者へ

の関わり方など、配慮してきた結果だと思われるので、今後も利用者目線の対応を心

がけたい。 

・８の問いに対して、幼児クラブでの避難訓練を実施しているが、まだ頻度が少ないの

でもう少し頻度を増やしていきたい。 

 

■自由来館児童 

・回答者の割合が、小学生と中学生が半数ずつであることから、中学生の利用が増えた

ことがわかる。ただ、中学生にとっては規制があり、窮屈に思うこともあるので、こ

れからも中学生が気軽に利用できる児童館を目指していきたい。 


