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令和３年度国分寺市立児童館アンケート実施概要 

 

 

1. 件 名：国分寺市児童館意向調査（アンケート） 

2. 実施目的：児童館の今後の運営に活用するため，下記の情報を得る。 

(ア) 児童館における利用者満足度およびニーズ把握。 

(イ) 満足度およびニーズについて、児童館ごとの状況分析 

3. 実施期間：令和３年 10月４日(月)から令和３年 10月 23日(土)までの３週間 

     （10月 10日・17日（日）は休館日のため除く） 

4. 配布場所：本多児童館 

いずみ児童館 

ひかり児童館（指定管理） 

にしまち児童館（指定管理） 

しんまち児童館（指定管理） 

もとまち児童館（指定管理） 

5. 配布対象：期間中に来館した利用者 

6. 配布方法：職員が利用者に配布する。 

7. 回収方法：館内に設置した回収箱に，回答者が直接投函する。又は職員が受け取る。 

8. 回収目標：各館できる限りすべての来館者に声をかける。 

 

 

以上 

 

 

 

 

注釈 

児童館アンケートは，子ども対象の無記名アンケートのため，商品名が記入されていたり，言葉が足りず，

文章が読みにくく意図が分かりにくい部分もありますが，子どもの「声」としてなるべく原文に近い状態で

まとめました。 
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令和３年度児童館アンケート集計 

もとまち児童館 

 

回答数 76 

 

１． お子さんの年齢やあなたの学年を教えてください。 ※複数回答のため、合計が 80 になっています。 

 

２．児童館からのお知らせを見たことがありますか？ ※複数回答のため、合計が 82 になっています。 

 

その他記述 

・外の掲示  

 

２． だいたいどのくらい児童館に遊びに来ていますか？ 

 

 

４．児童館に遊びに来る理由を教えてください。 ※複数回答のため、合計が 133 になっています。 

 

その他記述 

・子どもの好きなおもちゃやまんががあり、親の気分

転換になるから 

・お兄ちゃんについてきた 

・家にいてもひまだから、ひまだから（５） 

・もとまちで仲良くなった子もいるから 

・マンガ、楽しいマンガがあるから（３） 

お知らせ おたより HP 市報 その他 見たことがない 無回答 合計

人数（人） 45 6 6 1 24 0 82

割合 55% 7% 7% 1% 29% 0% 100%

利用頻度 初めて 年に数回 1か月に数回 1週間に数回 ほとんど毎日 無回答 合計

人数（人） 2 3 24 32 15 0 76

割合 3% 4% 32% 42% 20% 0% 100%

来館理由
友だちと

遊びたいから
室内の

遊び場だから
家が近いから

行事に参加し
たいから

その他 無回答 合計

人数（人） 57 28 29 9 9 1 133

割合 43% 21% 22% 7% 7% 1% 100%



・おもちゃがたくさんあるから 

・子供の希望 

・さすけがおもしろいから 

・ただであそべる 

・おかあさんやおとうさんがどっかいくから 

・楽しい（２） 

・夏休みにすずしいから 

・はやくあそびたいたら 

 

５．児童館の部屋はすごしやすいですか？ 

 

自由記述 

・冬はけっこう寒いです 

・たまに暑い 

・時間の入れ替えが短い 

・机など色々な物がたくさんあるから 

・マンガが最高！ 

・別に 

・はやくあそびたいから 

・せまい 

 

６．児童館にいる大人（職員）の対応はどうですか？ 

 

自由記述 

・皆さん人柄が良くてすてきです。 

・子どもたちがスタッフのみなさんを頼っていること

が伝わってきます 

・一緒にもう少し遊んでくれたら更に嬉しいです！ 

・職員の方の不要な声かけがある。ペースを乱される

急かされます 

・すぐに名前を覚えてくれて嬉しかったです 

 

・（職員）は自分がほしいリングをくれるのでいい人 

です 

・どちらかとまんぞく 

・接しやすい 

・おもしろい 

・みんなおもしろい 

・とてもよい   

・タケノコたのしい！ 

 

7．児童館に満足していますか？ 

 

 

自由記述 

部屋の
満足度

すごしやすい
どちらかと
いえばすごし
やすい

どちらかと
いえばすごし
にくい

すごしにくい 無回答 合計

人数（人） 45 26 1 4 0 76

割合 59% 34% 1% 5% 0% 100%

職員への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数（人） 55 17 2 0 2 76

割合 72% 22% 3% 0% 3% 100%

児童館への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数 52 23 0 0 1 76

割合 68% 30% 0% 0% 1% 100%



・さすけが出来るからとても満足しています。 

・まんぞく 

・楽しいわ～ 

 

・楽しい 

・サスケとマンガが楽しい 

・もうすこしマンガのバリエーションをふやしてほ 

しい 

 

８．置いて欲しい本・漫画・おもちゃがあれば記入してください。 

・どっちが強い 

・サバイバルシリーズ 

・プラレール 

・オセロ 

・アンパンマンシリーズ 

・トミカ、プラレール等 

・キャラクターのおもちゃがもう少し充実してると 

うれしいです。音の出るおもちゃもこどもが好きで 

す 

・すべり台、登り降り出来る坂のようなもの 

・室内用すべり台、ブランコ 

・きゅうきゅう車の音が出るおもちゃ(パトカーとバ

スも音が出て欲しい・・・) 

・電車、プラレール、N ゲージ 

・乗り物のおもちゃ 

・ボーネルンドのおもちゃ 

・恐竜の本 

・コロナのせいか絵本は少ない気がします 

・幼児向けおもちゃのパターンを増やしてほしい 

・おもちゃや本の量を復活してほしいです(コロナは 

換気が重要でおもちゃ本の消毒がどこまで必要な 

のかもう一度考えて欲しい) 

・プラバン、アイロンビーズ、折り紙などの工作 

・ジャングルジム(？)前に置いてあったようなすべり

台がついていたやつ 

・とくにない 

・人ろう 

・転スラ（２） 

・ブルーロックまんが 

・ドラゴンボール 

・ナンジャモンジャ（４） 

・ぎんのさじ(マンガ) 

・マンガおしの子（２） 

・マンガ→おしの子 

・東リべ 

・暗さつ教室 

・炎炎のしょうぼうたい 

・転生したらスライムだったけん 

・憂国のモリアーティー(マンガ) 

・東京リベンジャーズ 

・わけあってぜつめつしました。という本。 

・花子くんのマンガ 

・小説 

・デュエルマスターズ(MTG 版) 

・仮面ライダーのマンガのバリエーションをふやし 

てほしい 

・ぜにてんどう、はんにんはおどる 

・イナズマイレブン 

・フェアリーテイル、ハンターハンター、しょくりょ

うじんるい、七つの大罪、ドクターストーン 

・ワンピース（２） 

・スラムダンク 

・黒子のバスケ 

・かいじゅう 8 ごう 

・15 歳 今から同棲はじめます 

・憂国のモリアーティー（マンガ） 

・ぜっきょうがっきゅう 

・ダーツ、ダーツ大会（２） 

 

９．今後やって欲しい行事があれば記入してください。 

・警察や消防等のイベント 

・絵本の読み聞かせ 

・同学年の子が遊べるイベントもあると親同士も話 

が弾むかなと思います 

・絵具を思い切って使える遊びの会 

・ゲーム大会 

・うんどう会（３） 

・何でも思いつかないです～ 

・今ので満足！ 

・タケちゃんの☆おえかきこうざ 



・もう少し手遊びや体操などやってほしい 

・工作をたくさんしたいです 

・ワークショップ(お母さんも参加できるもの) 

・ビンゴ大会(何度かやって下さってますが･･･) 

・料理、料理の行事（２） 

・行事、いろいろやっていただいてありがたいです。 

・ひさしぶりのおもちゃ遊具をだしてもらえるイベ 

ント 

・季節ごとのイベント 

・遊ぎ室でドッジボール大会をしてみたいです 

・たっきゅう大会（２） 

・わかんない 

・サスケ(選抜選手だけ) 

・バーベキュー 

・おまつり 

・えんそく 

・ドッチボール大会 

・ビンゴ大会 

・おもちつき 

・おにサスケ 

・デュエマ大会、デュエルマスターズ（MTG 版）（２） 

・毎月おまつりをしてほしい 

・クリスマスパティー、せつぶんパーティー、ハロウ 

ィンパーティー 

・たけちゃんドッチ（４） 

・たいそう 

・ぬりえ 

・ピアノ 

 

10．その他に要望や意見などがあれば記入してください。 

・リサイクルコーナーを早く復活させてほしいで

す！！ 各自、消毒すれば何の問題もないと思いま

す 

・いつもありがとうございます 

・幼児のたいそうをアンパンマン以外(Eテレのいない

いないばあ等)もやってほしい 

・いつも素敵な対応をありがとうございます！ 

・初めて来たときに工作が出来る事や遊戯室の交代の

ことやおもちゃの貸し出し等ルールをきちんと教え

て欲しい 

・子どもトイレが奥でこわがるので、もう少し楽しそ

うな子どもトイレだとうれしいです。 

・これから寒くなりますが換気はしっかり、やった方

がよいのでうまくやってほしい 

・音が鳴るおもちゃは鳴るようにしてほしい(バスと 

かパトカーとか)壊れていないおもちゃを置いてほ 

しい(2 階の車など) 

・とくにないです 

・人生ゲームいれろ 

・特になし、とくにない、なし（４） 

・ありまてん 

・なんさいですか 

・特になし 

・フットサルコートを作成 

・せまいから家具を少しなくして広くする。 

・小学生は、6 時までだと外が暗いからみんな 5 時半 

がいいと思う 

・大じょうぶです 

 

11．児童館の新型コロナウィルス感染症対策についてご意見や，ご感想があれば記入してください。 

・消毒の為の休憩時間が無くなれば良いなと思います

(おもちゃは決めた時間に消毒で良いのではと思い

ます。しまってしまうので思いっきり遊べませ

ん・・・) 

・時間枠がなくなると嬉しいです 

・小学生が夏休みの期間も利用しましたが、思ってい

たより密だなと感じました。 

・時間区切りがなくなって欲しい 

・8 と同じ(おもちゃや本の量を復活してほしいですコ

ロナは換気が重要でおもちゃ本の消毒がどこまで必

・すごくいいです 

・こわい 

・マスクをしていない人がいる（２） 

・大声をだしている人がいる 

・暴言を言っている人がいる（２） 

・特になし、とくにない、ない（４） 

・とても良い、いいと思います、よい（４） 

・マスクをつける（２） 

・特になし 

・マスクをはなまでつけてください！ 



要なのかもう一度考えて欲しい) 

・毎度、毎度手の消毒をさせる事は良いと思う。ゆう

ぎしつの近くにあっていつでも消毒できるのでそれ

もいいと思います 

・良き対応 

・消どく時間を 15 分にしてほしい！ 

・いろいろしていて安心 

 

 

  



令和３年度児童館アンケート集計 

ひかり児童館 

 

回答数 50 

 

１． お子さんの年齢やあなたの学年を教えてください。 ※複数回答のため、合計が 59 になっています。 

 

 

３． 児童館からのお知らせを見たことがありますか？ ※複数回答のため、合計が 62 になっています。 

 

その他記述 

・全部ある  

 

４． だいたいどのくらい児童館に遊びに来ていますか？  

 

 

４．児童館に遊びに来る理由を教えてください。※複数回答のため、合計が 85 になっています。

 

  

年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳

人数（人） 1 6 3 3 3 1 0

割合 2% 10% 5% 5% 5% 2% 0%

年齢 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年

人数（人） 3 0 9 12 5 7

割合 5% 0% 16% 21% 9% 12%

年齢 中学1年 中学2年 中学3年 高校１年 高校２年 高校３年 合計

人数（人） 6 0 0 0 0 0 59

割合 10% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

お知らせ おたより HP 市報 その他 見たことがない 無回答 合計

人数（人） 34 6 7 0 14 1 62

割合 55% 10% 11% 0% 23% 2% 100%

利用頻度 初めて 年に数回 1か月に数回 1週間に数回 ほとんど毎日 無回答 合計

人数（人） 2 6 17 18 5 2 50

割合 4% 12% 34% 36% 10% 4% 100%

来館理由
友だちと

遊びたいから
室内の

遊び場だから
家が近いから

行事に参加し
たいから

その他 無回答 合計

人数（人） 35 14 15 6 14 1 85

割合 41% 16% 18% 7% 16% 1% 100%



その他記述 

・身近な存在だから 

・暇だから（4）、なんとなく（2） 

・勉強するため 

・スライム、工作したい 

・家だとつまんないから 

・色々な事ができるから 

・子どもが行きたがることが多く楽しい様、館の皆様 

も丁寧に対応下さり親子共に居心地が良い 

・幼児向けの遊びをして下さる日を楽しみにしてい 

ます 

・子供が楽しそうだから 

 

 

５．児童館の部屋はすごしやすいですか？ 

 

自由記述 

・広々していて良いです 

・そうじ時間をもうちょっと減らしてほしい 

・遊び時間を増やしてほしい 

 

６． 児童館にいる大人（職員）の対応はどうですか？ 

 

自由記述 

・いつも丁寧に対応していただき子供の面倒も見て 

いただき助かります 

・職員の方々皆様とても良くして下さいます 

・穏やかで優しく接して下さって嬉しいです 

・人によってだけど・・・ 

・大人とお話出来てうれしいです 

・満足 

 

 

7．児童館に満足していますか？ 

 

自由記述 

・満足です（2） 

・楽しい 

・三輪車やバイクなど家にない乗り物系のおもちゃ 

が多いので、子供も楽しんでいます 

 

部屋の
満足度

すごしやすい
どちらかと
いえばすごし
やすい

どちらかと
いえばすごし
にくい

すごしにくい 無回答 合計

人数（人） 33 15 1 0 1 50

割合 66% 30% 2% 0% 2% 100%

職員への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数（人） 32 13 1 0 4 50

割合 64% 26% 2% 0% 8% 100%

児童館への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数 39 7 0 0 4 50

割合 78% 14% 0% 0% 8% 100%



８．置いて欲しい本・漫画・おもちゃがあれば記入してください。 

・漫画 

・はたらくさいぼう、鬼滅の刃、彼女お借りします、 

氷の上のプリンセス、北斗の拳、兄が 3 人出来まし 

て、転生したらスライムだった件、進撃の巨人、妖 

怪ウォッチ、東京リベンジャーズ、3 人の魔法つか 

い 

・新幹線のプラレール、サッカー盤、トーマスとか電 

車のおもちゃ 

・おもちゃ 

・トランプ、ウノ 

・何でもいいけど日替わりみたいな感じで新しいも 

のが欲しい 

・育児本や子どもが夢中になっている時ふと目を通 

すと育児に役立ちそうな本など育児本を少し置い 

て欲しいです 

 

９．現在，新型コロナウイルス感染症の影響で行事を中止していますが，今後やって欲しい行事があれば記入して

ください。 

・ドッジボール大会（2）、卓球大会、コマ大会 

・ゲームの会、お泊り会、クリスマス会やお正月行事 

・6 泊 7 日するようなお泊り行事 

・けん玉大会の回数を増やしてほしい 

・職員の皆さんの頭の中にある事が色々なことに邪 

魔されず実現されると良いです 

・親子行事が季節ごとにあるといいなと思います 

・リトミックみたいな音楽あそびをして欲しいです 

・演奏会や人形劇 

10．その他に要望や意見などがあれば記入してください。 

・消毒時間を 15 分にして欲しい 

・遊ぶ時間を増やしてほしい（2）（遊戯室も） 

・いつもとてもお世話になっています、これからもよ 

ろしくお願いします（２） 

 

11．児童館の新型コロナウィルス感染症対策についてご意見や，ご感想があれば記入してください。 

・十分です、十分かと思います。いつもありがとうご

ざいます（２） 

・図工室にも消毒を置いて下さい 

・消毒時間を短くして欲しい 

・利用するこちらが気を付けることで館全体の対策 

に繋がると思うので手指の消毒などこちらが気を 

付けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度児童館アンケート集計 

いずみ児童館 

 

回答数 107 

 

１． お子さんの年齢やあなたの学年を教えてください。 ※複数回答のため、合計が 121 になっています。 

 

 

２．児童館からのお知らせを見たことがありますか？ ※複数回答のため、合計が 137 になっています。 

 

その他記述 

・ともだち  

 

２． だいたいどのくらい児童館に遊びに来ていますか？ 

 

 

４．児童館に遊びに来る理由を教えてください。※複数回答のため、合計が 177 になっています。 

 

その他記述 

・遊びたいから 

・楽しいから 

・歌で楽しんでほしいため 

・本が読めるから、マンガを読むから （２） 

年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳

人数（人） 20 21 19 6 7 4 1

割合 17% 17% 16% 5% 6% 3% 1%

年齢 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年

人数（人） 3 4 9 11 7 4

割合 2% 3% 7% 9% 6% 3%

年齢 中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年 合計

人数（人） 5 0 0 0 0 0 121

割合 4% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

お知らせ おたより HP 市報 その他 見たことがない 無回答 合計

人数（人） 64 28 26 1 18 0 137

割合 47% 20% 19% 1% 13% 0% 100%

利用頻度 初めて 年に数回 1か月に数回 1週間に数回 ほとんど毎日 無回答 合計

人数（人） 4 24 37 35 5 2 107

割合 4% 22% 35% 33% 5% 2% 100%

来館理由
友だちと

遊びたいから
室内の

遊び場だから
家が近いから

行事に参加し
たいから

その他 無回答 合計

人数（人） 66 46 36 12 14 3 177

割合 37% 26% 20% 7% 8% 2% 100%



・ひまな時（３） 

・自宅だと（おもちゃを）片付けるのが大変 

・なんとなく（気分） 

・子どもが家だけだと飽きてしまうので、広くていろ 

いろなおもちゃのあるところで遊ばせたい。 

・家にはないおもちゃがある、おもちゃがたくさんあ 

る、子どもが遊ぶのを楽しみにしています等 （５） 

・親子のわの手遊び 

・身体を動かせたい 

・色々な人や物とふれあわせたい 

・同じ子育て中のママと話したいから 

・18 時までやっているのがよい 

・コロナで家にいる機会が増えて下の家からクレー 

ムがすごくてここにいさせてもらっている。夜、夕 

方安全に子どもがいれるから 

・工作がしたいから 

 

５．児童館の部屋はすごしやすいですか？  

 

自由記述 

・職員さんが皆さまとても優しいです 

・コロナ禍の中、色々ありがとうございます 

・すごしやすい（２） 

・おもちゃがきれいで多くて子どもが楽しめる（３） 

・好きなおもちゃがあり毎回遊んでいる 

・スタッフの方が気さくです。 

・乳幼児の部屋にじゅうたんがしいてあってうれしい

です 

・体育館をもっと使いたい 

 

６． 児童館にいる大人（職員）の対応はどうですか？ 

 

自由記述 

・満足（２） 

・いつも話しかけてくださってうれしいです 

・保育士さんに子育てに相談に乗っていただけるの 

がありがたい 

・いつも笑顔で対応してくれる 

・悩みを真剣に聞いてくれる 

・やさしくてリピートしやすかったです 

・常に気にかけていただき満足です 

・私は特に不満はないが、返信を郵送とかにしないと 

不満はでてこないと思う 

・関りはありません 

・職員と話をしたことがないのでわかりません。不満 

はないです 

 

 

 

 

 

 

部屋の
満足度

すごしやすい
どちらかと
いえばすごし
やすい

どちらかと
いえばすごし
にくい

すごしにくい 無回答 合計

人数（人） 85 21 0 0 1 107

割合 79% 20% 0% 0% 1% 100%

職員への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数（人） 89 15 2 0 1 107

割合 83% 14% 2% 0% 1% 100%



7．児童館に満足していますか？ 

 

自由記述 

・午後もやってほしい  

 

８．置いて欲しい本・漫画・おもちゃがあれば記入してください。 

・ベビー用のおもちゃ 

・パズル 

・荒井良二さんの絵本 

・11 匹のねこ 

・バムとケロ 

・ももんちゃんシリーズ 

・行事の本で 1~3 才向けのものなど 

・レジ、プラレール、ブロック 

・プラレール，トワイライトエクスプレス水風 

・絵本 ねむいねむいネズミシリーズ 

・メルちゃんのお世話セット 

・トランポリン、モンテッソーリ、ジャングルジム 

・スイッチ，スラムダンク 

・進撃の巨人 

・幼児室のおもちゃが前より少ないので，3 歳児には

物足りないようです 

・ころ先生 

・暗殺教室 

・ミヒャエルエンデ（モモ はてしない物語），ハリー

ポッター、コロボックル物語、ナルニア国物語など

名作ファンタジー 

・水族館のサバイバル 

・ドラえもんの学習シリーズ 

・まんが 

・しょうぎ 

・青い鳥文庫 

・遊戯王 

・アンパンマンのおもちゃ 

 

９．現在，新型コロナウイルス感染症の影響で行事を中止していますが，今後やって欲しい行事があれば記入して

ください。 

・製作 

・音楽遊び 

・お料理，工作など 

・クリスマス会など 

・他市では行事が再開しているという話をよく聞き 

ます。国分寺市でも月 2 回程度年齢ごとの集まり,イ

ベントなどがあればうれしい。（他市では申し込み制

で人数制限してコロナ対策しながらやっていまし

た。） 

・お祭りのような出店がある行事 

・リトミック 

・英語  

・デュエルマスターズの大会 

・本の読み聞かせ 

・対策をして，少しずつでよいので行事も再開してほ

しい 

・絵本の読み聞かせ会 

・シーズンでの行事（クリスマスなど）をぜひ 

・行事に参加したことがないので，落ち着いて行事が

再開するのを楽しみにしています 

・おもちゃ図書館の再開，本の貸し出し 

・季節行事は可能な範囲でやっていただければ，ぜひ

参加したいと思っています 

・コロナでも楽しんで参加できそうな音楽系のもの 

など 

・クリスマス，何かしらの楽器で遊ばせてみたい 

・ハロウィン 

 

児童館への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数 84 22 0 0 1 107

割合 79% 21% 0% 0% 1% 100%



10．その他に要望や意見などがあれば記入してください。 

・ずっとあいていてほしい （３） 

・とても満足しています 

・他に近い児童館があるけれど,子どもはいずみ児童館

が好きで遊びに来ています。 

・部屋にスタッフがいないためママ同士交流しやす

い。 

・いつも職員の方が温かく出迎えて下さるので、安心

して息子を遊ばせることができ助かります。ありが

とうございます 

・コバエ取り（夏） 

・3 歳になるとマスク無しでは入館できないというこ

とで、もうすぐですがまだマスクは嫌がってしまう

ので、もう来れなくなってしまうのかなあと懸念し

ています。今マスクの練習をしています 

・キレイに掃除されていて安心です。 

・お洋服のお譲りは知らなかった。HP に載っていま

すか？ 

・トイレを全部様式にしてほしい 

・越してきた時、HP が分かりにくかったため、時間が

区切っているのは知らなかった 

・イベントなどのスケジュールをもっとわかりやすく

発信してほしいです 

・もとまち児童館のスタッフさんがゴッツイアクセサ

リーを付けていてちょっと怖いです（去年の話です

が…） 

・ホールのカートをいつでも使えるようにしてほしい 

 

11．児童館の新型コロナウィルス感染症対策についてご意見や，ご感想があれば記入してください。 

・いつもありがとうございます。安心して遊べると思

います（２） 

・いつも消毒等ありがとうございます。おかげで安心

して遊ばせられます、感染症対策がしっかりされて

おり安心して遊ばせられます、とてもしっかりやっ

ていて下さったと思っています（３） 

・消毒や体温など、できることはしているので、特に 

ない 

・マスクをちゃんとつける 

・色々されていると思います、時間を区切っていてく

ださるので、安心してすごせています、人数もある

程度制限されているので利用しやすいです（３） 

・特にありません。ありがとうございます （２） 

・対策ありがとうございます（２） 

・良い 

 

・初めて利用される方は、おもちゃをそのまましまっ

ている印象です 

・感染予防がないマスクを誰も亡くなっていない子ど

もに強制させるのは、逆に子供の自然免疫を下げる事

に繋がります。過度な消毒やマスクについての弊害に

ついて、大人たちがもっと調べて、ただ TV や上から

の要請を聞くだけじゃなく、未来のある子どもたちを

守る為にも必要だと感じます 

・土曜日は走り回るくらいの子がたくさんいてあそば

せられなかった。広い方に誘導してくださっているけ

どあまりにも多い時は人数制限してくださった方が安

心して遊ばせられる。 

・幼児の部屋は人数制限があってもいい 

・食べ物は食べちゃダメというのがとてもいい 

・マスクが少し息苦しいです 

 

 

  



令和３年度児童館アンケート集計 

しんまち児童館 

 

回答数 60 

 

１． お子さんの年齢やあなたの学年を教えてください。※複数回答のため、合計が 70 になっています。 

 

 

２．児童館からのお知らせを見たことがありますか？※複数回答のため、合計が 77 になっています。 

 

その他記述 

・掲示板 ・小学校から 

 

３．だいたいどのくらい児童館に遊びに来ていますか？ 

 

 

４．児童館に遊びに来る理由を教えてください。※複数回答のため、合計が 104 になっています。 

 

その他記述 

・友達を作りたい 

・家の中で 2 人きりでいるのがしんどいから 

・子供が児童館に行きたがるから 

・おもしろいから 

年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳

人数（人） 10 12 6 4 0 3 1

割合 14% 17% 9% 6% 0% 4% 1%

年齢 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年

人数（人） 3 3 3 7 11 0

割合 4% 4% 4% 10% 16% 0%

年齢 中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年 合計

人数（人） 7 0 0 0 0 0 70

割合 10% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

お知らせ おたより HP 市報 その他 見たことがない 無回答 合計

人数（人） 33 11 18 3 12 0 77

割合 43% 14% 23% 4% 16% 0% 100%

利用頻度 初めて 年に数回 1か月に数回 1週間に数回 ほとんど毎日 無回答 合計

人数（人） 10 18 17 8 4 3 60

割合 17% 30% 28% 13% 7% 5% 100%

来館理由
友だちと

遊びたいから
室内の

遊び場だから
家が近いから

行事に参加し
たいから

その他 無回答 合計

人数（人） 35 18 22 18 6 5 104

割合 34% 17% 21% 17% 6% 5% 100%



・本人が楽しそうにしているから親も気分転換になり

ます 

・ひまだから 

・楽しいから 

 

５． 児童館の部屋はすごしやすいですか？ 

 

自由記述 

・施設の老朽化を感じます 

・いつも清潔感あって広くて過ごしやすいです 

・換気なのでしょうがないですが空調が少し効きにく

い 

・いつも楽しませていただいています。 

・冷房が強い 

・人数制限 

・職員が一緒にサッカーをしてくれてとっても楽し 

いです 

・館庭が狭い 

・スピーカーを大きな音で使わせてほしい 

・開館時間を延ばしてほしい（遅くまで） 

・いつもありがとうございます。 

 

 

６．児童館にいる大人（職員）の対応はどうですか？ 

 

自由記述 

・いつも暖かく迎え入れてくださり,お名前も覚えて 

頂き子供たちへの接し方も大変優しく感謝してい 

ます。 

・気さくに話しかけてくれるので来やすいです 

・職員さんにいつもよくお世話になってます 

・いつも明るく話しかけてくださってありがとうご 

ざいます！ 

・まだ分からない（今年初めて） 

・職員が遊んでくれてうれしい 

・帰るときに知らせてくれるから 

・職員が遊んでくれてうれしい。だけどかんちょうは 

こわすぎる 

・職員みんな優しい 

・そっけない 

 

7．児童館に満足していますか？ 

 

 

 

部屋の
満足度

すごしやすい
どちらかと
いえばすごし
やすい

どちらかと
いえばすごし
にくい

すごしにくい 無回答 合計

人数（人） 27 23 3 4 3 60

割合 45% 38% 5% 7% 5% 100%

職員への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数（人） 37 14 2 3 4 60

割合 62% 23% 3% 5% 7% 100%

児童館への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数 36 14 4 1 5 60

割合 60% 23% 7% 2% 8% 100%



自由記 

・施設の古くなってしまった部分が改善されたら嬉 

しいです。車の乗り物はとても喜んでいてあってあ 

りがたいです。 

・コロナのせいでおもちゃが少ないのが残念 

・イベントも色々考えてくださるので楽しいです 

・イベントが増えて過ごしやすくなりました 

・遊戯室を芝にしたいです×2 

・小さい子が来ると緊張するから 

 

８．置いて欲しい本・漫画・おもちゃがあれば記入してください。 

・とびばこ、マット、鉄ぼう 

・お人形遊び（あるのかも） 

・漫画（ヒロアカ・東京リベンジャーズ） 

・クローズ、ドロップ 

・プレステ５（２）、任天堂スイッチ（２） 

・バスケットゴール（3） 

・音が鳴るおもちゃ 

 

９．現在，新型コロナウイルス感染症の影響で行事を中止していますが，今後やって欲しい行事があれば記入して

ください。 

・体操教室 

・リトミック（２） 

・音楽（手遊び等）家でこどもと一緒にできる遊びを 

教えてほしい 

・工作などを引き続き教えてほしいです。 

・年齢が近い子同士で関われる行事 

・やきいもを焼く 

・体操の先生と一緒に体操 

・ゲーム大会 

・かき氷をつくる、かきごおりをつくる→たべる（２） 

・おとまりかい、児童館どまりの再開（２） 

・アンパンマンたいそう 

・幼稚園前の子供が楽しめる行事ならなんでも 

・園庭でなにかあれば・・・？ 

・おうた、体を動かす行事はいっぱいあれば嬉しいで

す 

・リトミック 

・コロナ前のカフェや館庭で魚を焼いて食べるなど 

楽しかったです 

・おもちづくり 

・ドッチボール大会 

・手遊び・ベビーマッサージなど乳児向けのもの 

 

10．その他に要望や意見などがあれば記入してください。 

・リトミックとか電話で予約できるようにしてほしい 

・ボールプールをやって欲しいです。コロナで難しい

と思いますが… 

・遊戯室にバスケットゴールが欲しい 

・学童の中にも入れるようにしたい 

・ゆうぎしつをしばふにしてほしい（２） 

・以前よりイベントが充実していて楽しい 

・7 時 10 分まで遊べるようにしてほしい 

・じかんを 11 時までにする 

 

11．児童館の新型コロナウィルス感染症対策についてご意見や，ご感想があれば記入してください。 

・使ったおもちゃをカゴに入れたが子どもが出したり

しまったりするのでどれが使ったやつかわからない 

・おもちゃの消毒 

・おもちゃの消毒など大変かと思います…いつもあ 

りがとうございます 

・ゆうぎしつの人数せいげんをふやす 

・使ったものすべて消毒してくれて安心です 

・人数制限やめろ 

・遊ぶ時間をもっと増やしてほしい 

・休み時間がない 

・時間が区切ってあり、消毒もして下さるということ 

で安心して利用できると思いました。 

・バッチグー 



令和３年度児童館アンケート集計 

本多児童館 

 

回答数 71 

 

１． お子さんの年齢やあなたの学年を教えてください。 ※複数回答のため、合計が 77 になっています。 

 

 

２．児童館からのお知らせを見たことがありますか？ ※複数回答のため、合計が 87 になっています。 

 

その他記述 

・学校 

・ちょくせつ 

・友だちから 

 

３．だいたいどのくらい児童館に遊びに来ていますか？ 

 

 

４．児童館に遊びに来る理由を教えてください。 ※複数回答のため、合計が 130 になっています。 

 

 

 

年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳

人数（人） 4 11 6 5 1 3 0

割合 5% 14% 8% 6% 1% 4% 0%

年齢 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年

人数（人） 7 2 5 7 9 9

割合 9% 3% 6% 9% 12% 12%

年齢 中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年 合計

人数（人） 3 4 0 0 1 0 77

割合 4% 5% 0% 0% 1% 0% 100%

お知らせ おたより HP 市報 その他 見たことがない 無回答 合計

人数（人） 51 13 10 3 10 0 87

割合 59% 15% 11% 3% 11% 0% 100%

利用頻度 初めて 年に数回 1か月に数回 1週間に数回 ほとんど毎日 無回答 合計

人数（人） 8 5 20 27 11 0 71

割合 11% 7% 28% 38% 15% 0% 100%

来館理由
友だちと

遊びたいから
室内の

遊び場だから
家が近いから

行事に参加し
たいから

その他 無回答 合計

人数（人） 46 26 30 8 20 0 130

割合 35% 20% 23% 6% 15% 0% 100%



その他記述 

・おもちゃがしんせん 

・家にはないおもちゃであそばせたい 

・ひまだから（５） 

・楽しい 

・音ゲーしに来ている 

・おもちゃがたくさんあると思ったので 

・家でも習い事でもない遊びや人との関わりが欲し 

いから 

・子どもが工作室と卓球が大好きなので 

・マンガを読みたいから（２） 

・家に一緒にいたくないから 

・遊びの幅を広げたいから 

・家であそぶよりたくさんのおもちゃがあるので 

・いろいろな漫画があるから 

・本がたくさんあり，子供が喜ぶので 

 

５．児童館の部屋はすごしやすいですか？  

 

自由記述 

・床がもう少しきれいだといいな 

・部屋を大きくする 

・サッカーゴールを追加してほしい 

・Wifi を付けて欲しい 

・サッカーゴール 

・いろいろすくない 

・季節的には秋でもまだ暑い今日みたいな日の空調 

面がちょうどよかった。快適でした 

・ソファーとられると本当にすわる所にこまる 

・遊ぶ物の種類が多く、楽しくすごしています。 

・2 才の子の活動量がふえてきて、たまに窓にのぼろ

うとするので、手すりがあるとは言え少しひやひや

する時があります 

・考えていない 

・2 階の床がきれいになって清潔。でもおむつ交換室

が気持ち悪い！！！ 

 

６． 児童館にいる大人（職員）の対応はどうですか？ 

 

自由記述 

・いつもあたたかく声をかけて頂けてうれしいです 

・おばあちゃん？の方の言い方がキツかった 

・いつも気にかけてくれていて感謝です 

・まんぞく→ふつう 

・ふつう（２） 

・親子ひろばの職員（リーダーっぽい方）が、いろい 

ろ上から目線で腹が立つことを言ってきた。（本多 

児童館の） 

・ちょーーーーーーーーーー不満 

・はなしやすい 

・楽しい 

・ゆうぎしつであそばせてくれてうれしかった。 

・優しい方ばかりで、子どもたちは職員の方と話すの 

を楽しみにしています 

・皆さんいつも優しく温かく子供たちを見守ってく 

れています。子供を安心して通わせられました。 

部屋の
満足度

すごしやすい
どちらかと
いえばすごし
やすい

どちらかと
いえばすごし
にくい

すごしにくい 無回答 合計

人数（人） 41 25 2 1 2 71

割合 58% 35% 3% 1% 3% 100%

職員への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数（人） 53 11 1 2 4 71

割合 75% 15% 1% 3% 6% 100%



・みなさん優しいです！ ・考えていない 

 

7．児童館に満足していますか？ 

 

自由記 

・おもちゃの音が出ない 

・ふつう 

・限られた中で工夫して楽しんでもらおうという気 

持ちがいつも伝わってくるし、職員の方があたたか 

い 

・こうさくしつたのしいです 

・（６．で親子ひろばの職員のことを書いた方）その方

の対応以外は満足 

・トイレが洋式になってよいけれど、狭くて大変。 

 

８．置いて欲しい本・漫画・おもちゃがあれば記入してください。 

・おもちゃをまず修理していただきたいです。幼児用 

のおもちゃ壊れているものがとても多くて 

・レゴデュプロをぜひ！！ 

・マグフォーマー、レゴなどのブロック 

・ドラムおもちゃ 

・トーマスの本が好きなのであればうれしいです 

・ワンピース、ワンピース最終話まで 

・東京リベンジャーズ（６） 

・東京リベンジャーズ全巻（２） 

・ボルト 

・エリックカールさんのシリーズ 

・こにぎりくん絵本 

・簡単なバルーンアートや折り紙工作 

・呪術廻戦（８） 

・サバイバルシリーズ 

・ぼくらのヒーローアカデミア（2） 

・図鑑をもっと置いてほしいです（たたみの部屋に 

あるのかもしれませんが、あまり入れないので） 

・ままごとをもっと充実してもらえるとうれしい 

・ひみつシリーズの本 

・りったいめいろ 

・パズルがやりたいと言っています。 

・図鑑がより充実していると良いかなと思います。 

・けんだま 

・デュエマ 

・任天堂スイッチ（３） 

・ドラゴンボール、ドラゴンボールスーパー 

・プリキュアのおもちゃ（３年生） 

・パンのき（大人用） 

・こわい 

・よふかしのうた 

・見える子ちゃん 

・デュエマのでっきができるといい 

・まどマギスピーノオフ作品１話おいて 

・なんじゃもんじゃ入れる 

・タカラトミー電動するもの 

・はみがき・トイレ…etc の本。子もがやりたくなる 

ような 

・うちはワンワン大好きマンなのでワンワングッズ 

があると個人的にうれしいです 

・レゴ 

・シルバニア 

・少年ジャンプ 

・ケシカスくん 

・12 歳 

・おままごと 

・大きい積木ブロック（クッション性がある）自宅で 

あそぶには大きいから児童館にあったら嬉しいで 

す 

・抜けている本 

 

児童館への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数 51 14 3 0 3 71

割合 72% 20% 4% 0% 4% 100%



 

９．今後、児童館でやって欲しい行事があれば記入してください。 

・たきび（5） 

・絵本の読み聞かせ（２） 

・手遊びなどをやって欲しい（３） 

・マスクしないで遊ぶ 

・ビンゴゲーム大会（無料） 

・ほんじどまつり 2 件 

・コロナが収まったらまたお祭りをお願いします。 

・料理作り 

・元々行事が何はあったかわからない 

・プール 

・たくじありの親むけの行事 

・手型や足型アート，写真を使ったプラバンなど子ど

もと作れる工作系イベント 

・昔遊び，体の使い方のレッスンなど 

・クリスマス 

・紙しばい 

 

10．その他に要望や意見などがあれば記入してください。 

・ぺったんの日は家でなかなか手形をとれないので 

うれしいです 

・レゴは幅広い年代で長く使えて良いと思います 

・工作室を使っていない時に自習室として使用した 

い（中学生） 

・バトミントンがしたい 

・フリーwifi が欲しい（３） 

・子どもが児童館大好きで保育園終わりにいつも連 

れていかれます。ママが読んで参考になる本もある 

ので、子どもと遊びながら学べてありがたいです。 

・みんなでなかよくつかいたい 

・もっと壁、床をきれいに（新しくという意味で）し 

てほしい。というか建て替えてもいいのでは？駅前 

の工事も終わったので、子どものためにお金を使っ 

てほしい 

・かかっている曲の紹介（本日のプレイリスト的な） 

・遊戯室の天井高くしてほしい 

・児童館広く天井高く、遊戯室でかく、さんかく公園 

ひろく 

・天井高く広く 

・行事を増やしてほしい 

・BGM 

・自販機 

・広い体育館で走らせたりしたいです 

 時間によってはできるのかな？ 

・室内でおかしを食べたい 

・バルーンのかざりや、かべの飾りなど、変化がいつ 

もあるので子供が楽しみにしています。 

・親子ひろばの午後の部はお昼寝の時間に当たって 

しまうので、もう少し遅い時間もあると助かります 

・消毒時間を 15 分にして 

 

11．児童館の新型コロナウィルス感染症対策についてご意見や，ご感想があれば記入してください。 

・随時消毒して頂いているので安心です 

・本の表面だけでなく、中も拭いて欲しいです 

・いつもきれいで安心して過ごせますありがとうござ

います 

・アルコール消毒をちゃんとしていて安心して遊べる 

・すげぇ！！ 

・いつも消毒が大変なのにたくさんおもちゃを出して

いてくれて本当にありがとうございます 

・対策をして下さっているので、安心して来ることが 

できます。いつもありがとうございます 

・いつもありがとうございます！ 

・この 1 年半とても頑張ってらしたと思います。あり

・消毒時間減らしてほしい 

・消毒を増やす 

・予備マスクを置く 

・人の数を１０~１５人とかにする 

・最初に書かないといけない紙がめんどう 

・PCR 検査いれて どうぞ 

・ころながはやくなくなってはじめてのともだち、み

んなとあそんでたのしみたい。ともだちになりたい 

・マスクやだ 

・おもちゃの数はかぎられいますが、子供の要望に応

じて出して使わせて頂いたり、柔軟に対応いただい

てありがたいです 



がとうございます！ 

・消毒時間短く（３） 

・消毒時間を 15 分にして 

・いい 

・時間になると、消毒や清掃をしてくれるので安心し

て過ごせます。ありがとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度児童館アンケート集計 



にしまち児童館 

 

回答数 50 

 

１． お子さんの年齢やあなたの学年を教えてください。  

 

２．児童館からのお知らせを見たことがありますか？ ※複数回答のため、合計が 59 になっています。

 

その他記述 

・アンケート（２）  

 

３．だいたいどのくらい児童館に遊びに来ていますか？ 

 

 

４．児童館に遊びに来る理由を教えてください。 ※複数回答のため、合計が 94 になっています。 

 

その他記述 

・たっきゅうがしたいから（５） 

・友だち、親以外の人に慣れさせたい 

・たのしいから 

・外があついから（２） 

・宿題ができる 

・家にないおもちゃがあるから 

・同年代の子とあそべるから 

・他のママに話しかけやすいから 

 

年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳

人数（人） 0 7 5 2 0 0 0

割合 0% 14% 10% 4% 0% 0% 0%

年齢 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年

人数（人） 3 8 1 8 12 3

割合 6% 16% 2% 16% 24% 6%

年齢 中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年 合計

人数（人） 0 0 1 0 0 0 50

割合 0% 0% 2% 0% 0% 0% 100%

お知らせ おたより HP 市報 その他 見たことがない 無回答 合計

人数（人） 22 7 9 2 19 0 59

割合 37% 12% 15% 3% 32% 0% 100%

利用頻度 初めて 年に数回 1か月に数回 1週間に数回 ほとんど毎日 無回答 合計

人数（人） 1 1 16 20 10 2 50

割合 2% 2% 32% 40% 20% 4% 100%

来館理由
友だちと

遊びたいから
室内の

遊び場だから
家が近いから

行事に参加し
たいから

その他 無回答 合計

人数（人） 34 20 20 9 11 0 94

割合 36% 21% 21% 10% 12% 0% 100%



５．児童館の部屋はすごしやすいですか？ 

 

自由記述 

・せまい 

・暑い 

・うるさいから 

 

６．児童館にいる大人（職員）の対応はどうですか？ 

 

自由記述 

・人による（３）  

 

7．児童館に満足していますか？ 

 

自由記述 

  

 

８．置いて欲しい本・漫画・おもちゃがあれば記入してください。 

・ゾインゴゾインゴ 

・ベイブレード 

・チャオ、リボン、仲良し、こわい本 

・ようかいウォッチのまんが 

・水島真司 あだちみつる全シリーズ 

・たっきゅう台をもう一台ほしいです 

・ジグソーパズル 

・ドクターコトー 

・かぐや様は告らせたい 

・ゾンビストーリパニック 

・えいごの本あればいいな 

・とう京リベンジャーズ 

・ダイのだいぼうけん 

・ドラえもん 

・ごとう分の花よめ 

・みにかあふやしてほしい 

・小学生がのれる車 

・ジョジョのきみょうなぼうけん 

・じてん車、ニンテンドウ 

・つみき 

・乗り物図鑑 

・ジスター 

・マグビルド 

・音がなるおもちゃ 

部屋の
満足度

すごしやすい
どちらかと
いえばすごし
やすい

どちらかと
いえばすごし
にくい

すごしにくい 無回答 合計

人数（人） 37 11 1 1 0 50

割合 74% 22% 2% 2% 0% 100%

職員への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数（人） 39 10 0 0 1 50

割合 78% 20% 0% 0% 2% 100%

児童館への
満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

人数 41 9 0 0 0 50

割合 82% 18% 0% 0% 0% 100%



・スパイファミリー 

・ドラゴン桜 

・ファーブルこん虫記 

・シートンどうぶつ紀 

・しかけ絵本 

・ラキュー 

・レゴ 

 

 

９．現在，新型コロナウイルス感染症の影響で行事を中止していますが，今後やって欲しい行事があれば記入して

ください。 

・おまつり 

・ばとみんとん 

・たっきゅう大会はこれからも 1 ヶ月に一回つづけ 

ていってほしいです 

・ママ同士の交流、うたや手あそび 

・ドッジボール、ドッジボール大会 

・こどもここにおいてできればいいな 

・いちじほいくみたいなこと 

・ゲーム大会（２） 

・ババぬき最弱王、最強王（３） 

・カラオケ（３） 

・ゲーム大会（マリカ スプラ） 

・ツムツム大会 

・VS だましのだましだまし 

・ハロウィンパーティー 

・人形劇や楽器の演奏 

・季節の行事（ひなまつり、ハロウィン、クリスマス 

の催し物） 

・おにごっこ 

・おかしまつり 

・マリオカート 

・ババぬき最弱王 

・たきゅうたいかい 

・お店やさんごっこ(土曜日のいつか) 

・ヨーヨーすくい 

 

10．その他に要望や意見などがあれば記入してください。 

・消毒時間がちょっと長い 

・しょうどくじかん 

・とらんぷりんあたらしくしてほしい 

・プール（３） 

・いつもありがとうございます 

 

11．児童館の新型コロナウィルス感染症対策についてご意見や，ご感想があれば記入してください。 

・マスクをしないで 3 年生がしゃべっていたらとめ 

 てほしい 

・消毒あるし人数せいげんあっていいと思う。 

・いつか時間制限が無くなると、時間を気にせず遊べ 

 るので、もっと来やすくなるなと思います 

・徹底されていて安心です 

・たまにマスクをしていない人がいるので注意して 

ほしいです 

・なまえとかかみにかくのではなくパソコンのチェ 

 ックインとかがいい 

 


