
令和３年度　利用者満足度アンケート集計結果

配付枚数 80 回収枚数 66

アンケート用紙配付期間：令和3年10月
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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：桂坂児童館

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？

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？

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？
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18.2%

100.0%

はい いいえ わからない・無回答

（設問９）適切 高い 安い

97.0% 3.0%
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80.3% 15.2%
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69.7%

6.1%

24.2%

1 学童クラブ保護者対象
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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？

身体を動かす時間をもう少し多くしてほしい。一輪車

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。

バスケ、サッカー、野球などのスポーツ、公園で遊ぶ、学校の運動場を借りる等

英語などの習い事。スイミングなどの送迎バスみたいなのをOKになるといいかも。

クイズ研究会のような取組、囲碁、百人一首

座禅

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？

宿題がわからず、そのままにしておくことがあるので、学習サポートを充実させてほしい

検定の中に英語や英会話

楽しいイベント

77.3% 22.7%

69.7% 27.3%

51.5%

9.1%

39.4%

80.3%

1.5%

18.2%

36.4% 63.6%

57.6% 42.4%

2 学童クラブ保護者対象
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いつもあたたかく子どもを見守ってくださりありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしま
す。

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。

コロナ禍で制限がある中でいろいろな工夫、取組をしてくださりありがとうございます。

いつもありがとうございます。とても楽しそうに通っていて安心して預けられます。

いつも感謝しています。人数が多く大変だと思いますが、管理的でなく家庭のように自由な雰囲気だとあ
りがたいです。

学童内の大切なルール（決まり事などを子どもに伝える際、職員間で食い違いがあり子どもが困惑してい
たので、統一したうえで子どもに伝えていただけるとありがたいです。

「かつらざかモール2021」の練習がとても楽しいようです。このような状況下でも貴重な経験をさせて下
さりありがとうございます。

土曜日は出席しないので、おやつを他の方法でもらいたい

いつも消毒等、細やかな部分まで気にかけてくださりありがとうございます。

お迎えに行った際に大きい怒鳴り声が聞こえました。子どもたちに何か怒っておられるのか？分かりませ
んでしたが、行き過ぎた指導にならない対策はあるのでしょうか。少し不安になりました。

ランチデー助かってます

徴収されたおやつ代や諸費についてどのように使用されたのか年度末に決算報告をいただきたいです。

うちの子が食べる量が少ない方なので、よくお菓子を持ち帰っています。持ち帰りの間、可能ならお菓子
はなくしてもよいかと感じたりもします。

限られた狭い敷地であり、コロナの状況でもあるため仕方がない所も多々あるかと思いますが、多くの子
どもたちが集まると体の大きい子小さい子色々あり問題も生じるのではと心配しています。基本大きい男
の子のことを怖がるので・・・早くコロナが収まり子どもたちがのびのび過ごせるよう祈っていますが

3 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 90 回収枚数 90

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：桂坂児童館

ロッカーからランドセルが落ちてくることがある

機械があるところ

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？

お芝居、工作クラブ、宝探し、チェス、フラフープの検定、おままごと

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。

水泳クラブ、てんか、すごろく、チェス、ボードゲームクラブ、ダンスクラブ

倉庫、廊下

トランポリン、ねんど

鉄棒、ドッジボール

シャボン玉

バドミントン

76.7%

5.6%

17.8%

61.1% 17.8% 21.1%

62.2%

12.2%

25.6%

52.2%

11.1%

36.7%

97.8%

1.1%
1.1%

はい いいえ わからない・無回答

4 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 16 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：桂坂児童館

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？

桂坂, 68.8%

その他, 12.5% 不明, 18.8%

81.3% 18.8%

はい いいえ わからない・無回答

100.0%

100.0%

100.0%

50.0% 50.0%

100.0% 0.0%

乳幼児親子取組, 100.0%

25.0% 12.5% 31.3% 31.3%

はじめて, 12.5%

週に1,2回, 62.5%

月に1,2回, 25.0%

児童館だより HP 紹介 その他

5 児童館利用者（18歳以上）対象
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いつも子供たちが楽しめる遊びをしていただきありがとうございます。子どもが嬉しそうにしているので
大変うれしいです。

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？

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？

いつも楽しく利用させていただいています。

いつも親子共に楽しい時間が過ごせています。ありがとうございます。

いつも楽しく利用させていただき、ありがとうございます。

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。

87.5% 12.5%

93.8%

6.3%

100.0%

93.8%

6.3%

87.5%

12.5%

100.0%

62.5% 25.0%

12.5%

68.8% 31.3%

6 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 5 回収枚数 5

アンケート用紙配付期間：令和3年10月
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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：桂坂児童館

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

40.0% 20.0% 40.0%

60.0% 40.0%

60.0% 40.0%

40.0% 20.0% 40.0%

40.0% 60.0%

はい いいえ わからない・無回答

小学生, 80.0%

高校生, 20.0%

60.0% 20.0% 20.0%

7 自由来館児童対象



 

アンケート結果を受けて 

＜桂坂児童館＞ 

 

■学童クラブ（保護者向け） 

  お子さんが学童クラブに楽しんで通ってますか？との設問には８０％近くが「はい」との  

回答で概ね好印象である。しかし「子どもが興味を持ち、楽しめる取組が行われているか？」 

「子どもの自立につながる取組がされているか？」の設問はいづれも「はい」との回答が   

７０％以下となっている。今後“学童だより”で取組についてアピールしたり懇談会など  

の機会を利用して保護者に周知していけるようにしていく必要を感じている。 

職員の対応については、「好ましい」との回答が「８８％」と概ね好印象ではあったが、現 

状に満足することなく、お迎えの時などを利用して保護者と積極的にコミュニケーション  

を取り、より話しやすい雰囲気を出していけるように努力していきたい。 

「障害のある子どもへの対応」や「防犯体側」については、アンケート結果からは充分に  

保護者に周知されていない現状が感じられた。緊急時の対応について職員が常に意識して  

安全点検を行い、衛生管理等を含め、それを保護者に見えるようにしていく工夫が求めら 

れると感じた。 

 

■学童クラブ（児童向け） 

  「学童クラブは楽しいですか？」との設問には「７６．７％」が「はい」と回答している。 

  昨年度よりも「楽しい」と答える割合が減っており、コロナ禍の中で遊びを制限せざるを 

得ない現状が反映しているように感じる。今後、子どもの意見をどのようにくみ上げて、 

子どもたちが「学童クラブが楽しい」と感じられるように工夫する必要がある。遊びの中 

で子どもたちが「なにをしたいのか？」を聞き取りしたり、随時アンケートを取るなど 

様々な取り組みを通じて、より児童の満足度を高めていくようにしていきたい。 

 

■児童館利用者（大人） 

  乳幼児クラブの保護者にアンケートを行った結果から見えてきたこととしては「児童館を 

知ったきっかけはなんですか？」という設問には、お友達からの紹介が「３１．３％」と 

一番多かった。今後の対策としては、児童館だよりや HP を活用すると共に地域の商業施

設などをお借りして児童館の取組を PR するなど、より多くの方にアピールする取組を今

後考えていきたい。 

保護者の要望に応じて様々な分野の専門家を招いて講演をするなど、より保護者のニーズ 

を満たした取組が出来るように今後計画を進めていく。 

 

■自由来館児童 

  コロナ禍のため一旦自由来館を自粛した影響が多く、自由来館の児童がなかなか来ない現  

状がある。今後は土曜日にイベントを企画したり「卓球クラブ」や「きりえクラブ」を活 

用して、地域の子どもたちに「児童館にいってみよう。」と思ってもらえる活動を進めて

いきたい。また学童クラブが終わった子どもたちが、引き続き「卓球クラブ」・「きりえク

ラブ」に参加するなど自由来館をすることで引き続き児童館と繋がっていけるように努力

していきたい。 


