
職員のあいさつ、声がけ 

言葉づかい 

 

原町児童館 

実施日：令和 3年 12月 4日～12月 28日 

回収率：80％(配布枚数：111枚 回収枚数：89枚) 

※集計方法により、合計が 100％にならないことがあります。 

 

1.職員について 

 

※「どちらかというと悪い」「悪い」は 0％ 

 

※「どちらかというと悪い」「悪い」「その他(無回答など)」は 0％ 

 

※「どちらかというと悪い」「悪い」は 0％ 

 

2.施設(環境)について 

 

※「不満」は 0％ 

 

 

 

 

 

 

83％ 16% 1%

0% 50% 100%

良い おおむね良い どちらかというと悪い 悪い その他(無回答など)

87% 13%

0% 50% 100%
良い おおむね良い どちらかというと悪い 悪い その他(無回答など)

80% 19%

0% 50% 100%

良い おおむね良い どちらかというと悪い 悪い その他(無回答など)

58% 38% 1%
3%

0% 50% 100%
満足 おおむね満足 どちらかというと不満 不満 その他(無回答など)

59% 40% 1%

0% 50% 100%

満足 おおむね満足 どちらかというと不満 不満 その他(無回答など)

令和 3年度 原町児童館 児童クラブ 保護者アンケート結果 

※「どちらかというと不満」「不満」は 0％ 

職員のあいさつ、声がけ 

言葉づかい 

職員の印象 

(身だしなみや感じのよさなど) 

職員の対応 

(電話や受付、送迎時の対応など) 

1％ 

日常的に館内及び遊具の消毒 

ソーシャルディスタンスの実施について 

児童クラブに関するお知らせ、 

掲示について 

(郵送、一斉送信、文書、玄関掲示等) 



3.児童クラブの生活について 

 

※「分からなかった」は 0％ 

 

 

※「楽しんでいない」は 0％ 

 

 

 

 

※「どちらかというと不満」「不満」は 0％ 

 

  

※「不満」は 0％ 
 

 

※「どちらかというと不満」「不満」は 0％ 

40% 57% 2%

0% 50% 100%

よく分かった だいたい分かった あまり分からなかった 分からなかった その他(無回答など)

43% 54% 2% 1%

0% 50% 100%

楽しんでいる だいたい楽しんでいる あまり楽しんでいない 楽しんでいない その他(無回答など)

50% 40% 2% 7%

0% 50% 100%

相談できた だいたい相談できた あまりできなかった できなかった その他(無回答など)

63% 36% 1%

0% 50% 100%
満足 おおむね満足 どちらかというと不満 不満 その他(無回答など)

55% 43% 1%
1%

0% 50% 100%

満足 おおむね満足 どちらかというと不満 不満 その他(無回答など)

「児童クラブだより」や職員との 

やりとりで子どもの様子(クラブの様子)

が分かりますか 

1％ 

お子さんは児童クラブでの 

生活について、ご家庭で 

どのように話されていますか 

1% 
お子さんのことで困ったときに、 

気軽に職員に相談できましたか 

危機管理(メール送信、避難訓練等) 

について 

感染予防対策の衛生指導 

(手洗い・消毒・三密回避など) 

について 



 

 
 

※「してない」は 0％ 

 

4.児童館の行事について 

  

※「どちらかというと不満」「不満」は 0％ 

 

 
 

※「どちらかというと不満」「不満」は 0％ 

 

 

5.児童クラブでの新型コロナウイルス感染予防の活動について 

  

 

 
 

※「どちらかというと悪い」「悪い」「その他(無回答など)」は 0％ 

 

69% 30% 1%

0% 50% 100%

満足 おおむね満足 どちらかというと不満 不満 その他(無回答など)

66% 33% 1%

0% 50% 100%

満足 おおむね満足 どちらかというと不満 不満 その他(無回答など)

70% 28% 1%

0% 50% 100%

よい おおむねよい どちらかというと悪い 悪い その他(無回答など)

80% 20%

0% 50% 100%
よい おおむねよい どちらかというと悪い 悪い その他(無回答など)

※「悪い」は 0％ 

「飛び出せ児童館」(保護者会共催行事

として榴岡公園へ遠足)、 

「ハロウィン」、その他の行事について 

本館、サテライト平等に 

「おはなし会・工作・運動遊び」 

行事の実施について 

手洗い・うがい・手指の消毒の励行 1％ 

児童・職員のマスク着用 



 
 

※「悪い」「その他(無回答など)」は 0％ 

 

 
 

※「どちらかというと悪い」「悪い」は 0％ 

 

6.ご家庭での新型コロナウイルス感染予防の取り組みについてお知らせください 

 

 

 
 

※「していない」「その他(無回答など)」は 0％ 

 

  

※「その他(無回答など)」0％ 

 

 

 

 

 

 

 

64% 35% 1%

0% 50% 100%
よい おおむねよい どちらかというと悪い 悪い その他(無回答など)

68% 31%

0% 50% 100%

よい おおむねよい どちらかというと悪い 悪い その他(無回答など)

89% 11%

0% 50% 100%

している どちらかというとしている していない その他(無回答など)

96% 4%

0% 50% 100%
している どちらかというとしている していない その他(無回答など)

40% 1％

0% 50% 100%

している どちらかというとしている していない その他(無回答など)

「3密」にならないような活動 

部屋の換気の徹底 1％ 

手洗い・うがい・手指の消毒の励行 

※「していない」「その他(無回答など)」は 0％ 

毎日の検温や学校の 

体調管理に気を付けている 

できるだけ人の集まる(密集する) 

場所への外出は控えている 



 

＜自由記述＞ 

 

・特にないです。問題ないです。 

・いつもお世話になっております。楽しく過ごせているようで、安心しております。いつもありがとうございます。 

・コロナ感染対策を徹底した上での様々な活動は行動制限をしてしまっているので、とても楽しいそうです。まだ油

断はできませんが、日々努力してくださり、ありがとうございます。 

・きめ細かい対応でありがたいです。 

・本人の性質上、一人帰りができず話もなかなかしてくれないのですが、どんなに短い時間でも(サテライトに)行くと

言ってくれるので楽しく過ごさせてもらっているのだと思います。いつもありがとうございます！ 

・短い利用にもかかわらず、その日の様子を細かく教えていただきありがとうございます。 

・いつも楽しい事を考えてくださり、ありがとうございます。 

・お迎えや、何かの用事で児童館に寄った際に、職員の皆さまに気さくに声をかけていただき、子どもの様子も

色々教えていただけるのがとてもありがたいです。踊るよさこい隊も無観客とはなりましたが、工夫をこらして実施

していただき子どもにとっても良い思い出になりました。コロナが落ち着いたらぜひ大々的に実施していただきた

いと思います。また、数年前に参加した体験型の科学実験は、大人も楽しめたので、コロナが落ち着いたらまた企

画していただきたいです。 

 

・コロナウイルスが落ち着いたら、中までお迎えに入りたいです。 

・コロナが落ち着いてきたので、以前のように中に入ってお迎えが出来るようにしていただければと思います(中で

誰と何を遊んだりして過ごしているのか様子が分かる為)。 

 

・コロナの中、今年はハロウィンパレードやイベント、飛び出せ児童館、社会見学(ごみ処理場)など工夫をしながら

実施していただけたことを心から感謝しております。今後も今までのイベントを継続していただければと思います。 

・今年は行事もたくさん実施いただきありがとうございます。季節感のある壁掲示にいつも楽しませていただいてい

ます。 

・いつもお世話になっております。子どもはお話会がとても楽しかったようです(特に紙芝居など)。いつも親がお迎え

に行けないのですが、子どもが困ったときなど、お話を聞いてくれてきちんと対応してくださり、ありがとうございま

す。 

・いつもありがとうございます。行事などもいろいろ考えていただき、ありがとうございます。帰りにその日のことを話

していただけるのは助かります。今後もよろしくお願いします。 

・学校の行事も中止など多い中、色々なイベントを考えてくださり、対策を取りながら子どもたちが楽しめるようにし

てくださったり、とてもありがたく思います。児童館に行くことを楽しみにしているので助かっています。 

 

・いつも安全に配慮してよく見ていただいてるんだなと感じています。一方で子どものことですので仕方ないと思い

ますが、ぶつかったり、遊んでいたものがあたったりと小さいケガもあるようで心配しています。家庭でも周りをよく

見るよう声掛けしています。 

・手洗い、うがい、手指の消毒について子どもに聞いてみましたが、あまり言われていないとのこと。言われている

のに聞いてない可能性大ですが、あまり伝わっていないようです。 

 

 

 



・毎日楽しく通ってくれて、親としては嬉しく安心しております。これまでの行事も、コロナ禍の中で出来るだけ行って

いただいて、感謝しております。コロナが落ち着いたら「飛び込め児童館」を、時間を長くして実施していただけたら

嬉しいです！普段の遊びを知れたり、児童館でいつも遊んでいる友達を紹介されたり、楽しく時間があっという間

に過ぎました！！！ 

・みんなでできる運動遊びができるようになると嬉しい。コロナで運動不足なので体を動かす行事が増えるとありが

たいです。 

・いつも大変お世話になり、ありがとうございます！児童館行事で親子参加の運動会や芋煮会、フリー参観日的な

日があると嬉しいです。子どもが楽しく通わせていただき感謝いたします。 

・いつもありがとうございます。コロナが落ちついたら、飛び出せ児童館はもう少し遠出できると嬉しいです。 

・いつもお世話になっております。コロナが落ちついたら親も参加可能な夕涼み会のようなものをやってみたいです。 

・制約ある中でも行事・イベント開催を前向きに検討してくださって感謝しています。屋外の行事だと感染対策の観

点ではリスクが低いのかなと思っています。(季節や天候に左右されますが…) 

・いつも遅くまでありがとうございます。親が参加する行事にも参加したいのですが、月のシフトを前月の前半には

締め切ってしまいますので、2.3 か月ごとの予定が分かるような掲示をしていただけると嬉しいです。あくまで希望

です！ 

・飛び出せ児童館やスポーツ大会など体を動かせる行事がたくさんあると嬉しいです。 

・工作もいいが、手芸もやりたい様子です。作ることが大好きなので(家では散らかしたり、あまりやってあげられな

いので…)たくさん取り入れていただけると嬉しいです。 

・いつも子ども達を見守り、適切にご指導いただきありがとうございます。利用させていただき大変助かっています。

保護者懇談会にいつも参加したいと思っていますが、子どもを見る人が他にいないため、いつも不参加で申し訳

ありません。感染状況が落ち着いている、かつ職員の皆さまが可能であれば次回は子連れでの参加も認めてい

ただけると嬉しいです。 

 

 

 

 

 アンケートのご協力ありがとうございました。 

   皆さまからいただいた貴重なご意見やアンケート結果を、今後の原町児童館（のびすく宮城野） 

運営に反映させていただきます。 

今後とも原町児童館（のびすく宮城野）の事業運営に、ご理解とご協力をいただきますよう 

よろしくお願い申し上げます。 

 

仙台市原町児童館（のびすく宮城野） 

館長   萠出留理子 

 


