
施設名 サンフレンドみわ児童センター
実施期間 令和４年６月１日（水）～令和４年６月２８日（火）
回答人数 ５０人

　　　　　　　　　
１　校区 三輪南　         　　　 ２５人（５０％） 三輪北　　　        　　 ８人（１６％） 藍川　 　           　　 ２人（　４％）

岩野田　 　      　　　　 ２人（　４％） 長良東　          　　　 ２人（　４％） 長良　 　           　　 １人（　２％）
岩野田北          　　   １人（　２％） 市外　　            　　　９人（１８％） 　　　　　　　          　　 人（　　％）
　　　　　　　　　　　　　　　 人（　　％） 　　　　　           　　　　 人（　　％）

２　年齢 10代　　　        　　　　 　人（  　％） 20代　　　　        　　１０人（２０％） 30代　　　        　　 ２６人（５２％）
40代　　           　　　１０人（２０％） 50代以上　　      　　　４人（  ８％）

３　利用頻度 ①初めて　　　  　　　　　７人（１４％） ②ほぼ毎日　　　  　　 ０人（　０％） ③週2～3回　　　 　　 １人（　２％）　
④週1回　　　   　　　　　８人（１６％） ⑤2週間に1回　　 　 １４人（２８％）　 ⑥月１回　　　　　　　１６人（３２％）
⑦その他　　     　　　　 ４人（　８％）

【その他の内訳】 久しぶり　　　  　　　　　２人（５０％） 年数回 　　　　　　　　 １人（２５％）
２か月に１回　　　　　　　１人（２５％） 　　　　　　　　　　　　　　　人（　  ％） 　　　　　　　　　　　　　　 人（　  ％）

４－１来館相手 ①子や孫　　　　　   　 ５０人（９９％） ②友人　　　　　   　　　　人（　　％） ③　　　　　　　　　　　　　人（　　％）
（複数回答あり） ④その他　　　　　　　　　１人（　１％） 計５１人

【その他の内訳】 姪っ子　　　　　　　　　　１人（１００％） 　　　　　　　　　　　　　　 人（　　％）
　　　　　　　　　　　　　　　　人（　　％） 　　　　　　　　　　　　　　　人（　　％） 　　　　　　　　　　　　　　 人（　　％）

４ー２ ①０才　　　　　　  　　　  ６人（１０％） ②１才　　　  　　　　　２０人（３３％） ③２才　　　 　　　　　１２人（２０％）
子・孫の年齢 ④３才以上　　　　　　　２１人（３７％） 計５９人

（複数回答あり）

５　来館方法 ①徒歩　　　  　　　  　　 ２人（　４％） ②自転車　　　  　　　　３人（　６％） ③自家用車　　　　　４５人（９０％）
④公共交通機関　　　　 ０人（　　％） ⑤その他　　 　 　　　　０人（　０％）

【その他の内訳】 　　　　　　　　　　　　　　　人（　　％） 　　　　　　　　　　　　　　 人（　　％）

６　何で知った　　①ホームページ　　　  １０人（２０％） ②広報紙・チラシ　　　０人（　０％） ③学校　　　    　　　　３人（　６％）
（複数回答あり） ④保育所・幼稚園　　　 １人（　２％） ⑤知人・友人　　　　 ２０人（４０％）

⑧その他　　            １２人（２４％）
【その他の内訳】 昔から知っている　 　８人（６７％） 夫から　　　　　　　 　  ３人（２５％）
通りがかり　            　１人（８％）

７　評価
＜職員について＞
【あいさつ】 ①満足　　　　  　　　　４７人（９４％） ②ほぼ満足　　　  　　　２人（　４％） ③普通　　　  　　　　　１人（　２％）

④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

【言葉づかい】 ①満足　　　　  　　　　４７人（９４％） ②ほぼ満足　　　  　　　２人（　４％） ③普通　　　  　　　　　１人（　２％）
④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

【利用者対応】 ①満足　　　　  　　　　４５人（９０％） ②ほぼ満足　　　  　　　３人（　６％） ③普通　　　　　　　　　２人（　４％）
④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

＜施設について＞
【利用しやすさ】 ①満足　　　　  　　　　４２人（８４％） ②ほぼ満足　　　  　　　６人（１２％） ③普通　　　 　　　　　　１人（　２％）

④やや不満　　　　　　　１人（　２％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

【整理整頓】 ①満足　　　　  　　　　４６人（９２％） ②ほぼ満足　　　  　　　３人（　６％） ③普通　　　 　　　　　　１人（　２％）
④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

【理由】

⑥ぎふし子育て応援アプリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３人（　６％）
⑦ブログ・ＳＮＳ等のソーシャルメディア　　　　　　　　　　　　　　１人（　２％）

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

アンケート報告様式【保護者用】

【理由】

【理由】昔あったブロック等がなくなっているから。⇒Ａ．ご不便をおかけいたしております。当該玩具は、消毒の
確実性の観点から一時撤去させていただいております。安全にお使いいただけるようになりましたら提供させて
いただきます。また、コロナ禍となり新規導入いたしました玩具、遊びもございますので、お楽しみいただけます
と幸いです。



【清潔感】 ①満足　　　　  　　　　４３人（８６％） ②ほぼ満足　　　  　　　５人（１０％） ③普通　　　　　　　　　 ２人（　４％）
④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

【換気】 ①満足　　　　  　　　　４５人（９０％） ②ほぼ満足　　　  　　　４人（　８％） ③普通　　　　　　　　　 １人（　２％）
④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

８　職員・施設へのご意見・ご要望

・おままごとセットや滑り台などがあると嬉しいです。

・プラレールの付け替え用のレールがあるとよかった。

・色々なスポーツを知るきっかけづくりとして、遊戯室で低学年用のスポーツを計画してほしい。（週替わりで）

９　来館目的 ①クラブ参加　　　   　２１人（４２％） ②一般来館　　　  　　２９人（５８％）

１０　クラブ参加のきっかけ
・ＨＰを見て ・家でできないことができる ・兄弟も参加していたため
・交流のため（親、子） ・友人、家族から聞いた ・家だと体力有り余る
・近所なので ・利用時に見て楽しそうだったから

１１　クラブに参加しての感想
①満足　　　　  　　　　１７人（８１％） ②ほぼ満足　　　  　　　４人（１９％） ③普通　　　 　　　　　　　人（　　 ％）
④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

１２　クラブへのご意見・ご要望
・とても楽しく参加させてもらっています。

１３　児童館のコロナ感染予防対策について
①満足　　　　  　　　　４２人（８４％） ②ほぼ満足　　　  　　  ７人（１４％） ③普通　　　 　　　　　　１人（　２％）
④やや不満　　　　　　　　人（　　％）

⑤不満　　　　　　　　　　　人（　　％）

⑥回答なし　　　　 　　　　人（　　％）

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

　⇒A. ご意見ありがとうございます。現在、消毒の確実性の観点から、おままごとセットは事務室での貸出し、屋
内用滑り台は一時撤去とさせていただいております。おままごとセットにつきましては、ご案内が不明瞭でありご
不便をおかけいたしました。掲示物等見直し、ご利用いただきやすい環境整備に努めてまいります。屋内用滑り
台につきましては、今後、安全にお使いいただけるようになりましたら提供させていただきます。ご理解とご協力
をよろしくお願いいたします。

　⇒A. ご意見ありがとうございます。ご利用方法を検討しました結果、事務室での貸出しおもちゃとしてご用意す
ることといたしました。ご利用の際は、お気軽にお声がけください。

・いつも優しく対応してくださり嬉しいです。
・知育玩具があると嬉しいです。
　⇒A. ご意見ありがとうございます。消毒の確実性の観点から一時撤去したものもあり、おっしゃる通り少なく
なっております。安全にお使いいただけるものの購入について検討させていただきます。

・もう少し長い時間やってほしい。
　⇒ご意見ありがとうございます。開始時間、活動時間、終了時間につきましては、皆様それぞれご希望がおあ
りで、よくご意見をいただきます。その中で、お子様の体力、適切な生活習慣の形成、感染防止対策などについ
ても検討し、現行の時間とさせていただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　⇒A. ご意見ありがとうございます。現在、感染防止対策として、飛沫感染のリスクが高まるスポーツの実施を
制限させていただいております。特に、行事として実施することは相当数の児童が参加し、よりリスクが高まると
考えられますので、申し訳ございませんが、現状いたしかねます。今後の状況により、安全に実施できるように
なりましたら企画させていただきます。なお、１対１での卓球、縄跳び、フラフープ、ホッピング（屋外）は現在もご
利用いただけますので、ぜひお使いください。また、コツの伝授などお力になれることもあるかと思いますので、
お気軽にお声がけください。


