
令和３年度　利用者満足度アンケート集計結果

配付枚数 88 回収枚数 55

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：修学院第二児童館

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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5.5%
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85.5%

9.1%

5.5%

94.5%

5.5%

はい いいえ わからない・無回答

（設問９）適切 高い 安い

100.0%

60.0% 21.8% 18.2%

70.9% 27.3%

1.8%

98.2%

1.8%

67.3% 32.7%

1 学童クラブ保護者対象
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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？

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。

宿題にみんなで取り組む

宿題や勉強の時間を学年ごとにもつ（平日も）

体を動かすあそびや音楽（楽器や歌）があればなお良いと思う

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？

子どもが犠牲になる事故、事件が増えているため、防犯の取りくみを行っていただけるとありがたいで
す。特に、不審者からの声かけ、自宅まで後をつけてくるなど、素直な子ども達が多いため心配になるこ
とがあります。

外遊び

絵画や工作などのワークショップやかんたんストレッチ、ヨガなどの身体をととのえるようなエクササイ
ズみたいなのがあるといいなと思います。（ボランティアさんがいるといいのですが…）

場所が限られているので難しいと思いますが外遊びの機会が今より増えるといいなと思います

図書室を静かにすごす時間をもつこと

おやつはできるだけ体に良い物にして欲しい。ガム・ハイチューなどはひかえて欲しい。もしくは、おや
つを選択できるようにして欲しい

書道

外国人の職員の方がいたり、一ヵ月に何回か英語だけで話す日、時間（遊び）があればいいなあと思いま
す。

72.7%

1.8%

25.5%

72.7%

7.3%

20.0%

65.5%

7.3%

27.3%

72.7% 27.3%

36.4%

1.8%

61.8%

72.7% 27.3%

2 学童クラブ保護者対象
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行事がもう少しあれば良いなあと思います。

今年もコロナで色々と制限がある中で、長期休み中に水あそびやスーパーボールすくいなどのイベント
が、うれしかったです。子どもが、とてもよろこんでいました。ありがとうございました。

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。

いつもありがとうございます。

先日、京都市の財政対策で児童館クラブの利用料金の値上がり、長期休暇や週末の使用は更に利用料金が
あがるということですが、家庭や生活に困っている人たちだからこそ利用しており、また決して安い利用
料とも思っていません。現場でそれを一番見て頂けている児童館の施設たちは、そのことに対して何も市
に意見したりはしなかったのでしょうか。このままでは安全な子育ても行えないと思います。

マンカラ大会など行事ごろは参加しなくてもその場にいられる自由があるとありがたいなと思います。

コロナ禍で制約の多い中、イベントなど考えていただいてありがとうございます。子供たちも楽しそうで
す、今後ともよろしくお願いいたします。

これからも宜しくお願い致します。

項目８：おやつについて、予定表のクールによって、スナック菓子が１日に重なることがあるようでし
た。組み合わせを考えるのも大変かと思いますが、ご検討いただけると有難いです。

道路に近い門、入口が両方開いている状況は、防犯上、心配に感じる時があります。（問14）　いつも、
本当にお世話になり、ありがとうございます。

子ども達が笑顔ですごしているだけでなく、職員さんの笑顔、穏やかな対応を、いつも見ていて安心を感
じています。本当に修二児童館で良かったと思います。（他所の話を聞くと、雰囲気ちがうので…）コロ
ナ禍で人との関わりが少ない中、児童館の存在、取組にとても感謝しています。

いつも親切にありがとうございます。私事で恐縮ですが、ワンオペ育児で仕事と両立していて、余白のな
い毎日に常に疲ろうこんぱいなので、保護者会の係活動や保護者の行事参加は強制ではなく、任意で、選
択できるような形でお願いできたら非常に有り難いです。ここ数年はコロナ禍で、いろいろな活動が縮小
され、個人的にとても助かりました。現在の形を今後も続けて頂きたいです。

する事、遊べる事が少ないそうです。

普段を全く知らないため。（問14～16についてわからないと回答）

いつも同じですが、弱点が多い我が家、本当にこちらの存在があって心から感謝しています。大黒柱ゆ
え、ガツガツ私自信が安心して労働に励むことが出来るのも、こちらのおかげです。感謝しかありませ
ん。

コロナでいつも通りの取組ができていない事、とても残念に思っています。少しずつでも何かできていけ
れば良いですねー、がんばりましょう。

パンとかどうでしょう？（問８記載）

たくさんの子どもたちがいるなかいつも本当にありがとうございます！！

諸費の使い道が分からないので何とも言えない（問８記載）

毎日持ち帰りだったら、なくてもいいです・・（問８記載）

いつもありがとうございます。コロナの影響もあり、祖母に放課後見てもらえる日も増えたため、休みが
多くなりましたが、楽しく行かせてもらってます。

おやつが赤ちゃんが食べるボーロとか幼い子すぎるものがある。普通のおやつにしてもらいたい。

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 75 回収枚数 75

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：修学院第二児童館

女子トイレの窓。階段。洗濯機のスペース。人や物が多いところ。物が散らかってる。

遊戯室。本棚。

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？

秋のおでかけ。外あそびの曜日を増やすしてほしい。

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。

児童館の階段。廊下。おもちゃ倉庫。遊具。育成室、育成室のドア付近。机の下。

祭りや劇。きもだめし。クラブ活動（ダンス、太鼓、野球、サッカー、など）

しんちゃんの絵本。学校では教えてくれない事を教えてほしい。ゲーム(スイッチ）

マンガ（ヒロアカ、鬼滅、呪術廻戦）タブレット。シルバニア。プッシュポップ。

人生ゲーム、オセロ、ラビリンス、レゴ、〇✖ゲーム。トミカ。キャンプ。

86.7%

2.7%

10.7%

76.0%

6.7%

17.3%

69.3%

8.0%

22.7%

33.3% 32.0% 34.7%

76.0%

4.0%

18.7%

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 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：修学院第二児童館

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？

修学院第二, 58.3%

修学院, 25.0%

不明, 

16.7%

33.3%

8.3%

58.3%

はい いいえ わからない・無回答

100.0%

100.0%

100.0%

25.0% 16.7% 58.3%

91.7%

8.3%

乳幼児親子, 100.0%

児童館だより, 50.0%

HP, 16.7%

知人の紹介, 25.0%

その他, 8.3%

週に1,2回, 66.7%

月に1,2回, 33.3%

5 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？

たのしく参加させて頂いています。

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。

近場でいいので遠足

おうたやリズムあそび等すきなので沢山あればうれしいです。

ヨガ

ベビーマッサージ・ママヨガ

子のヘアーカット講座　紙しばい　外遊び

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。

職員さんは皆さん優しく親切でいつも快適にすごさせていただいてます

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？

いつも良くしていただきありがとうございます。

毎回楽しい催しで遊ばせていただき、子供も楽しそうに過ごすことができ、ありがとうございます。

先生方は優しく子供に接して下さるので子供もなじめています。

75.0% 25.0%

58.3%

8.3%

33.3%

91.7%

8.3%

100.0%

83.3%

8.3%

8.3%

91.7%

8.3%

75.0% 16.7%

8.3%

75.0% 25.0%

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 7 回収枚数 7

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：修学院第二児童館

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

児童館でやってみたいことがあれば、書いてください。

まいにちたっきゅう大会

みにたっきゅうだいかい

「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。

へんな人がいないじどうかん

71.4% 28.6%

28.6% 42.9% 28.6%

71.4% 28.6%

57.1% 28.6% 14.3%

14.3% 85.7%

はい いいえ わからない・無回答

小学生, 85.7%

中学生, 14.3%

57.1% 28.6% 14.3%

7 自由来館児童対象



アンケート結果を受けて 

＜修学院第二児童館＞ 

■学童クラブ（保護者向け） 

アンケート評価については全般的に概ね好評をいただいており、良い点は今後も継続

していきたい。特に問７に関しては全ての方に「はい」と記入していただくことができ、

大変ありがたく思う。 

問８のおやつについて、新型コロナウイルス感染拡大の状況や小学校下校後の滞在時

間も考慮したうえで、最適な量・内容について検討していきたい。おやつの時間につい

ては、補食だけではなく子どもたちの交流の場でもあるため、今後も継続していきたい。 

問１３の防犯・安全面について、「適切」が 65％にとどまっている点については改善

の余地があり、子どもたちの安全を第一に考え、オートロック等の設備について検討す

るとともに、不審者対応に関する研修・避難訓練を強化していくことも検討している。 

今年度も新型コロナウイルス感染拡大や緊急事態宣言発令により、多くの行事が中止

となってしまった。子どもたちの楽しみが少なくなってしまったことを反省点とし、コ

ロナ禍ではあるが少しずつ行事を実施していければと思っている。 

 

■学童クラブ（児童向け） 

問１や問２については「はい」が多く、学童クラブでの生活を楽しんでもらえていた

り、心を落ち着ける場所となっている様子がわかり、子どもたちにとって学童クラブが

居場所とし機能していると考えられる。また、問３の職員等といろいろな話ができるか

については肯定的にとらえてくれている一方、問４の具合が悪い時に声をかけてくれる

かについては否定的な意見が多かったため、子どもたちの些細な変化に気づけるよう、

子どもたちがどんなことでも話してくれるように日々の関係を築いていかなければと

思う。 

 

■児童館利用者（大人） 

問 5、問 6、問 7 ですべての方に「はい」と記入していただき大変ありがたく思う。

アットホームな雰囲気のある児童館と感じていただけるように、今後も継続して努めて

いきたい。一方で、問 16、問 17で 75％の方に「はい」と記入していただいたが、地域

の方や子育て親子同士との繋がりのある環境を十分に感じていただけるように活動す

ることが課題でる。コロナ禍ではあるが、児童館としてできることを日々模索して課題

の改善に努めていきたい。また、問 8では「はい」と記入された方が 25％だったため、

地震や火災や水害の際の避難の仕方を説明する必要があると思う。安心・安全な児童館

と感じていただけるように避難時の説明も行っていきたい。 

 

■自由来館児童 

問 1、問 3で 71.4％の方に「はい」と記入していただいた。児童館がアットホームな

雰囲気と十分に感じていただけるように、今後も努めていきたい。一方で、問 6で「わ

からない」という回答が 85.7％あったが、台風、地震、火災の際、どのように避難する

べきなのか分かるように説明や実際に訓練の機会を設ける必要を感じた。児童館で安

心・安全に過ごせるように課題の改善に努めていきたい。また、児童館でやってみたい

ことの欄で、「みにたっきゅうだいかい」などの記入があった。今後、コロナ禍で感染対

策を行いつつ、他館との合同で卓球大会をしていきたい。 


