
1年生 ２年生 ３年生 ４年生以上

74 73 40 21

はい いいえ 無回答

183 15 3

H29年度　利用者アンケート結果（志津地区７学童）208名（在籍数298名）

１．お子様の学年を教えてください

２．お子様は学童に嫌がらず行かれていますか？

＜理由＞

はい
・友達と遊べて楽しい。（複数）

・違う学年との交流が楽しい。（複数）

・クラスの違う友達と遊べて楽しい。（複数）

・色々な遊びができて楽しい。（複数）

・色々な遊びを教えてもらい、楽しい。（複数）

・家でできない新しい遊びが楽しい。（複数）

・先生と遊ぶのが楽しい。（複数）

・仲よしの友達がいるから。（複数）

・友達がたくさんいて楽しい。（複数）

・色々な友達と一緒に遊べるから。

・上級生と遊べるのが楽しい。

・放課後友達と遊べるから。

・学童が大好きな様子。

・自由に遊べるから。

・ひとりっ子なので、みんなと遊ぶ方が楽しそう。

・校庭で沢山遊べて楽しい。

・夏休み中の行事が楽しい。（スライム、ミサンガ等）

・おやつが楽しみ。

・帰りに歩かなくてよいから。

いいえ
・学童が嫌というのではなく、みんなと一緒に歩いて下校したい。

・学校が終わると楽しく帰宅している友達をみて自分は帰れないから。

・土曜日は違う学年の子がいるので、嫌がる時もある。

・遊び相手がいない時や、部屋で長く過ごす日は嫌がる。

・普段は嫌がっていないが、長期休みは行きたがらないこともある。

・仲の良い友達がいないと行きたがらない。

・気が合わない友達がいるらしいが、それも経験と思っている。

・家に帰ってから遊びたいと言う事もある。

H29.11.1現在

回答率70％

91%

7%
2%

はい

いいえ

無回答

36%

35%

19%

10%
1年生

２年生

３年生

４年生以上

※回答数は２０１枚です。（兄弟で1枚の提出あり。）
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はい いいえ どちらとも言えない 無回答

179 0 22 0

４．学童での生活内容等は機関紙や掲示物等

はい いいえ どちらとも言えない 無回答

175 7 19 0

３．学童の指導員の対応に満足していますか？

　　で、伝わっていますか？

＜理由＞
はい
・丁寧な対応で良い。（複数）

・ひとりひとりよく見てくれている。（複数）

・先生が優しい。（複数）

・子どもにきちんと注意して教えてくれる。（複数）

・子どもに寄り添ってくれて、親にも子育てについて教えて下さる。（複数）

・何かあると、知らせてくれるので、安心感がある。（複数）

・悪いことをいた時には、しっかり叱ってくれる。（複数）

・子どもが先生を好きだから。（複数）

・子どもが楽しく通えてるようだ。（複数）

・明るく丁寧に対応してくれる。（複数）

・子どもたちにきちんと説明して指導してくれる。（複数）

・子どもの様子を伝えてくれて、良く考えてくれていることがわかる。（複数）

・喧嘩の理由など、子どもの説明ではわからない事を伝えてくれる。

・積極的に子どもに話しかけてくれる。

・子どもが信頼している様子。

・子どもが「やさしくておもしろい」と言っている。

・主任の方がしっかりしているので安心している。

・習い事の件など臨機応変に対処してくれる。

・工作など教えてもらい、子どもが楽しんでいる。

・親切でとても満足です。

・相談に乗ってもらえて、生活面でのご指導をしていただく。

・ゲーム等の遊びを教えてもらい、楽しんでいる。

・子どもに向き合ってみてくれるので、安心してお任せしている。

・連絡が密である。

・近すぎず疎遠な感じでもなく、日々のことを伝えてくれる。

・短い送迎時でも様子を伝えてくれる。

・状況に応じて対応し子どもに指導してもらえている。

・学童での様子、怪我の発生原因や程度など細かく伝えてくれる。

・体調不良の時の対応が適切。

・しっかり保育していただいている。

いいえ
・厳しい先生がいるようだ。

・指導員のキャリアのばらつきを感じる時がある

・子どもが叱られたことを聞くと、気分が落ち込む。

・いつも怒っていると聞くとがっかりする。

・学童内での子どもの様子がわからない。

89%

11%
はい

いいえ

どちらとも言

えない

無回答

87%

4%
9%

はい

いいえ

どちらとも

言えない

無回答
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はい いいえ どちらとも言えない 無回答

155 14 32 0

６．学童で改善して欲しい点はありますか？

はい いいえ 無回答

23 163 15

５．学童と保護者との間で、学童や家庭での様
子について情報交換はできていますか？

　　

＜改善点＞
・おやつの量を少なめに、時間も早めてほしい。（複数）

・おやつの時間が遅いと夕食に影響するので、早めてほしい。（複数）

・どの学童でも六年生まで入所できるようにしてほしい。（複数）

・長期休みに映画などイベント行事があるとよい。（有料でよい）

・長期休業中に、学童の外にでて過ごす校外遠足のようなイベントがあると喜ぶ。

・おやつのごみを捨てさせてほしい。

・悪天候で急遽学校が休みになった際に、学童が開いているか、わかりやすくし

てほしい。

・学童内での子どもの様子をもう少し教えてほしい。

・友達同士でのトラブル（仲間はずれ）の際は、助言をお願したい。

・駐車場の混雑の改善。

・ホームページを活用して、もう少し活動の様子を公開してほしい。

・宿題を毎日しっかりやらせてほしい。

・振替休日や夏休みなど１日中利用する時、もう少し勉強時間を作ってほしい。

・スポット利用ができたら良い。

・もう少し広い施設がほしい。元気な子どもたちには、狭いと感じる。

・宿題が終わったら、少し机にうつ伏したりくつろぎげるようにしてほしい。

・子どもの様子がよりわかるとよい。

・けんかをした際、本人たちがどうするか、もう少しだけ見守ってから助言アドバイ

スをいただけると有難い。

・指導員の情報の共有をしっかりとお願いしたい。

・特にはないが、いじめがあったら教えてほしい。

・着替える場所を確保してほしい。

・子ども見守りシステムの導入を生かしてほしい。

・土曜日も延長保育をお願いしたい。

11%

81%

8%

はい

いいえ

無回答

77%

7%
16%

はい

いいえ

どちらとも言え

ない

無回答
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希望する 希望しない わからない 無回答

50 45 104 2

①.今までにご利用されたことがありますか？
ある ない 無回答

109 85 7

ぜひ利用したい　　 利用しない わからない 無回答

79 71 44 7

③.②で利用しないとお答えの方にお聞きします。
　　利用されない理由を教えてください。

②.今後、利用しようと思われますか？

７．お子様と一緒に参加できるイベント（親子レク等）があれば、
参加を希望されますか？

※どのようなイベントだと参加したいですか？具体的にご記入く
ださい。
（例）ミニ運動会・親子で体操教室・親子クッキング教室・おばけやしき・
夏まつり・芸術鑑賞・音楽鑑賞会など、、、.

8.長期休み中（春・冬・春休み）の給食についてお聞きします。
（希望者に１食４４０円で提供。業者は幼稚園給食です。)

25%

22%
52%

1%

希望する

希望しない

わからない

無回答

54%
42%

4%

①給食利用状況

ある

ない

無回答

＜イベント＞
・親子クッキング（複数）

・夏祭り（複数）

・芸術鑑賞会・音楽鑑賞会（複数）

・いも掘り（複数）

・ミニ運動会（複数）

・ワークショップのような作品づくり ・工作 ・クリスマスリース作り

・デイキャンプ

・お楽しみ会（ゲーム等をする）

・親子体操

・体を動かすイベント ・日頃の遊びで、親子でドッチボールなど。

・親子遠足

・何でも時間があれば参加しする。

＜理由＞
・子どもが手作りお弁当を楽しみにしている。（複数）

・価格が高い。（複数）

・仕事でやむを得ず預けているのでお弁当くらいは手作りにしたい。（複数）

・子どもが偏食の為、嫌がる。（複数）

・「おしいくない」と言うから。（複数）

・残すことが多いから。（複数）

・親のお弁当と一緒に作れるから。（複数）

・好き嫌いが多いため。（複数）

・仕事で先の予定がわからないから。

・見た目の量が少ない。

・食材が国産でないものも使用されているから。

39%

35%

22%

4%

②今後の給食希望

ぜひ利用し

たい

利用しない

わからない

無回答
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ある ない 無回答

74 121 6

②今後、利用しようと思われますか？

ぜひ利用したい 　利用しない 　わからない 無回答

37 103 52 9

③②で利用しないとお答えの方にお聞きします。

１０．閉所時間について

今のまま 遅い時間 無回答

162 32 7

９．学童で提供しているおやつについてお聞きします。
(希望者に１月２０００円で月～金曜日の分をご用意しています。
購入先は生協パルシステムです。)

①今までにご利用されたことがありますか？

利用されない理由を教えてください。

□今のままで良い（19時まで　追加料金有り）
□現在より遅い時間を希望（20時まで　追加料金の増額を伴う）

81%

16%

3%

今のまま

遅い時間

無回答

37%

60%

3%

①おやつ利用状況

ある

ない

無回答

・子どもが自分で選んだおやつを食べたい様だから。（複数）

・好き嫌いがあるから。（複数）

・価格が高い。（複数）

・夕食にさしつかえない量で、持たせたいから。（複数）

・好きなものを選ぶ楽しみがあると思う。（複数）

・好きそうなものを親が選んであげたい。（複数）

・おやつを一緒に選ぶコミュニケーションを大切にしているから。（複数）

・量を調整したい。（複数）

・毎日学童を利用しないから。

・迎えの時間が早いから。

・家庭でまとめ買いした方が安いから。

・用意することが面倒ではないから。

・卵アレルギーだから。

・家にあるものを持たせているから。

・歯の矯正器具をつけているので、食べられるものが限られる。

18%

51%

26%

5%

②今後の利用希望

ぜひ利用し

たい

利用しな

い

わからな

い

無回答
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１１.今後、学童保育所にもとめるものは？

・今まで通り、子どもの様子をよくみていただき、楽しく通えれば有難い。（複数）

・安心し預けることができているので、今の学童で満足している。（複数）

・今のままで満足。（複数）

・今までどおり子どもの様子を伝えていただき、相談や共有ができたら有難い。（複数）

・なんでも相談でき、今までどおり安心して預けられるような学童を望む。（複数）

・仕事にも安心して取り組めるので感謝している。（複数）

・西志津小学校内の学童が３年生までなので、４年生ぐらいまで預かってもらえると安心。（複数）

・温かく見守っていただき感謝している。今後ともよろしくお願いしたい。（複数）

・第二上志津学童が３年生まで、対応してもらいたい。（複数）

・宿題を教えてくれると有難い。（複数）

・欠席、お迎えの遅延連絡等メールで対応してもらえたら有難い。（仕事で電話できない場合がある。）

・登所、退所の時間記入をくつを脱がずに行えるとよい。

・高学年向けの子どもルームがあるとよい。（３年生までの学童）

・笑顔を沢山増やして子どもに対応してほしい。

・季節の行事をとても楽しんでいるので、今後も行ってほしい。

・学童で学んだ事が自信になっているので、今後も指導をお願いしたい。

・祝日の勤務がある為、祝日の保育もやってもらえると有難い。

・月単位ではなく、週一日または週数日の利用が可能だと有難い。

・土曜日の延長保育及び日、祝日の開所。

・時々、お迎えに行けない時、２０時まで預けられるとよい。

・病児保育があると助かる。

・給食業者の変更を考慮してもらいたい。

・子ども見守りシステムの導入を生かしてほしい。
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