
佐世保市　子ども未来部

令和元年度　佐世保市子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト推進事業

　　　　　　　　令和元年度　　　　　　　　　　　　　　　　　

子育てサロン
～「子育てしやすい街」に「住みたい」から「一緒につくろうへ」～

実施報告書



■　テーマ

●楽しい「子育てあるある」を共有し、「若い世代」へ伝えよう

　～理想のLifedesign in SASEBOを描いてもらうためには～

佐世保市では、平成28年度から地方創生におけるプロジェクト事業の一つとして、「子ども・子

育て支援モデル都市化プロジェクト推進事業」を実施しています。

その中で、アンケートでは拾えない子育て世代の生の声を聞き、「子ども・子育て支援モデル都

市」といえるような子育てしやすい街づくりを目指すための「ネタ（アイデア）」として活用することを

目的として開催しました。

■　開催の目的

■　日時等

●　日時　　　　令和元年11月17日（日）　10:00～12:00

●　場所　　　　佐世保市中央保健福祉センター　6階研修室1

●　参加者     女性   16名

　　　　　　　　　 男性     5名

　　　　　　　　　 計      21名

　　　　　　　　（うち託児利用  10組）

●　進行　　　　輝っ人99させぼ

子育てサロンとは、「子育て中の市民の方々が集まって、楽しく子育てに関することを

語り合う場」のことです。

テーマについて、「楽しく」「気楽に」「中身濃く」をモットーにアイデアを出し合います。



悩みを抱えている方（若い世代）が、先輩ママを指名し、

指名されたママがアドバイスをする

今日は…ワ・タ・シ♡明日も・・・ワ・タ・シ♡

指名してね♥

2位

（8票）

21名が4グループに分かれ、意見やアイデアを出し合いました。

各グループでアイデアを模造紙にまとめ、その中から3つのアイデアを選んで発表を行い、最後に参

加者全員で1人3票の投票を行いました。

今日のママは・・・？（若者向けＳＮＳアプリ）

上記の他にも、多くのアイデアが出されました!!

3位

（7票）

中高生向け「父学科・大人学」の授業（必須単位）

順位

（得票

3位

（7票）

ステージごとのライフプランをパートナーと話しあう

　付き合っているとき、結婚して子どもがいないとき、子どもができたときなどス

テージごとにライフプランを話しあってお互いの認識を確認

　　中学生・高校生向けに父親・大人になる向けの授業を必須と設ける。

受けていないと成人式には出れません！

■　ランキング結果

■　グループワーク

アイデア

ＳＮＳで夫婦のノロケをつぶやく（♯佐世保弁で）

　夫婦でのノロケ話をＳＮＳを使ってつぶやくことで、夫婦っていいなぁー、

結婚っていいな～と若い世代へ感じてもらう

1位

（9票）

【注意】

ここで出されたアイデアはすぐに実行するためというより、今後の本市の子育て支援を

推進していくためのアイデアの「ネタ」として活用するものです。



<メンバー>かわの、だいすけ、大峯、たやま、おおや

チーム　森きらら　のアイデア①

参考資料：各班のアイデア

グループ名：チーム森きらら

楽しかったこと

（嬉しかったこと、その他経験談も含む）

若い世代に伝えるアイデア

（若い世代へ伝えたいことも含む）

・たまに会えるうれしさ

・デート（温泉旅行、日帰りドライブ、西海橋デート
等）
・一緒に児童ボランティアをしたこと
・職場恋愛

・ＶＴＲ自主製作・恋愛体験講座

・街コン
・勉強ばかりでムリしない！遊び、息抜きをする！
・学生時代の仲間との活動を楽しむ！（一生の仲間）
・地域のイベントを知ってもらう

結

婚

・北海道旅行

・２５歳で結婚
・家族でじゃれあうとき
・一緒にお酒を飲むとき
・同じサークルの仲間を呼んで結婚式（パートナーと
サークルが一緒）
・気が向く仕事？をしていること
・職場結婚

・格安で楽しめるテーマパーク

・安い家族旅行プラン（日本一周　船で）
・地域のイベントを知ってもらう
・スポーツでワンチーム
・みんなで散歩にいく小さなイベント
・したいことをすればいい、結婚しても

恋

愛

子

育

て

・子どもが好きな事を計画してよろこんでくれた時

・子どもも一緒にハウステンボスで花火大会
・子どもと一緒に「パプリカ」を踊る
・子どもと一緒に清掃＆イモ掘りin 西海橋
・お受験ツアー　in　新潟
・ママ友との飲み会
・父子の魚釣り
・運動会で泣いて踊らなかった子どもが発表会では
笑顔で踊っていた
・海きらら、森きららの年パスを買って毎月・毎週通う
・娘の結婚
・部活の送迎でママ友が増えたこと
・「かーちゃん大好き」と言ってくれるとき
・子どものできることが増えたとき
・ムリしない子育てをしていること
・子どものイベントに参加できなかった

・マナー講座

・公園のトイレの設備
・英語でＧＯ
・慣習についての講座
・小さい子のイベントに中・高生を参加させる
・慣習についての講座（他校・他の人たちとの交流）閉
鎖的ではなく、オープン！



≪グループでまとめられたアイデア≫

≪グループで出された意見（模造紙）≫



＜メンバー＞めい、まなみ、しんちゃん、もりもり、じぃや

② チーム　星きらり　のアイデア

グループ名：チーム星きらり

楽しかったこと

（嬉しかったこと、その他経験談も含む）

若い世代に伝えるアイデア

（若い世代へ伝えたいことも含む）

結

婚

・病気の時に注射してくれた

・たくさんの人と出会えたこと
・家族で祭りに行ったこと
・サッカーのＷ杯のために夜中起きて観戦
・桃鉄にハマったこと
・相手のことが分かるようになる
・結婚記念日で記憶なくすほど飲んだこと
・好きなものをみて、好きに過ごしたこと
・一緒に家のことをする

・二人の時間をつくる（２人３脚、二人羽織、月に１度飲

みながら、夜中の映画の日＜夫婦割引あり＞）
・たまには肩たたきをする。
・話せないことってどんなことか知る
・ＳＮＳで愚痴ではなくノロケまくるアカウントをつくる。

子

育

て

恋

愛

・ホワイトヘブンビーチの船旅

・オーストリアでロードトリップ
・サプライズでプロポーズをしたこと
・オーシャンロードの年越しキャンプ
・ディズニーランドで誕生日デート
・ボウリングしながら、ビールを飲みまくったこと
・支えてもらったこと
・ギター弾いたこと
・友達とライブに行ったこと
・山登りに行ったこと
・ときめきドライブ

・ディベートする（相手の意見を聞ける、自分の意見を言

える）
・好きなこと、嫌いなことを伝える（考える場）
・信頼関係を作るには？（話し合ってみる）
・言いたいことの伝え方講座（クッション言葉、否定しな
い）
・旅行にたくさん行く（国外　等）
・お互いのライフプランを考える・伝える。
・小規模街コン・夫婦でやっている居酒屋に行く（女性優
先、人にやさしく、スマホをやめる時間をつくる）
・過去を振り返らない、気は使う、よく考える、出会いを
大切に

・旅行に行ったこと（ラグビーワールドカップ観戦旅行

等）
・子どもが元気だとうれしい
・子どもとチワワ２匹ピクニック
・朝、笑顔で起こされたこと
・子どもがお風呂を好きなこと
・子どもがパパやママーと言ってくれたこと
・病院に行ったとき、「お父さん、助けて！」と言われ
た
・言い間違えたときのリアクション、表情をあじわう
・できることの変化がおもしろい
・好き嫌いが出てはっきりする
・子どもが元気だとうれしい
・いいにおいやわらかくて気持ちいい

・月に１度の子どもＯＫの映画の日をつくる

・室内で休日も遊べる無料（安い）場所を増やす
・現実と楽しいことサポートサービスを周知する。
・母の健診サポート（託児など）
・男の人も一緒に行けるおむつ替えのあるトイレを増や
す
・ワンオペでも休日行ける場所の提供
・子どもと森きららに行ったら、入場料無料
・子どもとのふれあいの場（＜支援センターで子どもと触
れ合う＞やわらかさ、におい、表情がみれる）
・子育てサービスの充実（病児、病院、託児、触れ合い
等）
・子どもの笑顔は大事、しっかり毎日楽しく
・１日１回外に出る。
・子どもを預けて自分の時間を作る
・やさしい人になって怒らない、子どもと向き合う（子ども
とキャッチボール　等）



≪グループで出された意見≫

≪グループでまとめられたアイデア≫



＜メンバー＞あゆみ、まお、ちえ、まさみ、ひろみ

チーム　海きらら　のアイデア③

グループ名：チーム海きらら

楽しかったこと

（嬉しかったこと、その他経験談も含む）

若い世代に伝えるアイデア

（若い世代へ伝えたいことも含む）

・もっと両親学級を充実させる（家事講習、料理教室、

赤ちゃんとの触れ合いの場　等）
・子どもたちとの触れ合い体験（ベビーシッター体験、
支援センターボランティア　等）
・毎年、保育園や幼稚園の運動会等行事に参加する。
・親子参観日を利用して、親から子どもが生まれてよ
かったことをきく。

恋

愛

結

婚

子

育

て

・デート（温泉めぐり、スペースワールド、ショッピング

モール、遠出の旅行、映画、スノーボード、九州一周
、ドライブ、バイク、花火大会　等）
・メールのやりとり
・おいしいものを二人で食べにいく
・二人で一緒の時間いれたこと（居酒屋、部屋で
ゲーム　等）
→一緒に食事する中で、お互いの好物がわかった。

・週１でどこかでだれでも参加ＯＫの飲み会

・好きな人を見つける（２人で共同作業＜畑仕事、料理
教室等＞、九州一周ラブワゴン、ＡＩ占い、チャペルで街
コン　等）
・いろんな学校同士で交流
・とにかく外へ出てみる（イベントや交流の場などどん
どん参加する。）
・異性との付き合い方講習
・人の目を見て話す。

・結婚記念日

・２人で有給とってお泊り。
・料理を作ってもらう。
・一緒に料理する
・指輪を見に行く
・帰りが遅くなっても怒られない。

・ママ友の手料理

・友達の家でご飯＆お風呂
・言葉が出てきて、いろんなことを子どもに言わせる
こと。（かわいい）
・ママって呼んでくれたとき
・初めてマンマといわれたとき
・初めて歩いたとき
・色々なところへ旅行
・一緒にガーデニング
・記念日に家族で食事会

・ＳＮＳなどで相談相手や友達をみつけ、体験談等を聞

く。
・占い
・結婚式場を女子会で観に行って、会場で飲み会。
・結婚経験者同士のグループトーク
・指輪づくり体験



≪グループでまとめられたアイデア≫

≪グループで出された意見（模造紙）≫



＜メンバー＞なかはらさん、いしいさん、ますださん、ばばさん、いしださん

チーム　きららパーク　のアイデア④

グループ名：チームきららパーク

楽しかったこと

（嬉しかったこと、その他経験談も含む）

若い世代に伝えるアイデア

（若い世代へ伝えたいことも含む）

・赤ちゃんとのふれあい体験×３

・子どもの成長過程の動画、写真集
・医療費無料
・子育て家庭にお泊り
・夫（妻）を巻き込む「一緒に！！」
・実家（義実家）は気にしない
・仕事を減らす
・サロンに若者を呼ぶ
・お金はなんとかなる

恋

愛

・旅行に行ったこと（温泉、伊王島、北海道、静岡、

愛知　等）
・２人だけの時間
・ハウステンボス（クリスマスディナー、バンジージャ
ンプ）
・デート（ドライブ　等）
・プレゼント選び
・一緒にテスト勉強
・初詣

・好みじゃなくても付き合ってみる

・恋バナ
・テラスハウス的な環境をつくる
・マチコン
・男女の考え方（男心、女心）の違いの教育
・世の中の考え方を変える（○○すべき）
・学校の授業で先輩からの体験談を聞く
・風邪で寝込んだときの相手の出方

結

婚

・いつでも一緒にいれること、２人での生活、毎日家

に帰ってきてくれること
・結婚式
・一緒に出勤・帰宅
・結婚記念日デート
・親（実家）からの独立
・我慢の幅が拡がる
・贅沢な食事

・ライフプラン教育（その時々で一番楽しいこと、その時

しかできないこと）
・結婚する前に家事分担話し合う
・結婚するとき、教育方法話し合う
・ライフデザインの授業
・他者の家族の観察
・結婚前に「一緒に生活」～少し一緒に住んでみる
・そうすることで「価値感」が合う人がわかる
（例、お金の管理をどれくらいしているか）
・結婚式体験・模擬結婚式
・相手の両親の老後のことを聞いておく

子

育

て

・子どもが生まれたとき

・子どもの寝顔
・できなかったことが今日はできる！「日々の成長」
×３
・子どもの”はじめてできた”すべて
・子どもとのお風呂
・娘と２人で旅行
・妊娠・出産の体験
・言葉足らずの子どもとの会話
・赤ちゃんは見てるだけで幸せ
・家族での旅行



≪グループでまとめられたアイデア≫

≪グループで出された意見（模造紙）≫



■　参加者の声　（アンケート結果の概要）

参加してどうだったか尋ねたところ、「とてもよかった」が66.7％、「よかった」が33.3％との回答があり、「あ

まりよくなかった」「よくなかった」との回答はありませんでした。このことから、サロンに参加して、とても満足

していただけたことがうかがえます。

今回のテーマについて尋ねたところ、「とてもわかりやすかった」が38.1％、「わかりやすかった」が33.3％と

の回答があり、「少しわかりにくかった」が28.6%の回答でした。テーマは概ねわかりやすかったようです

が、子育て中の方から若い世代への伝える方法を考えるのか、それとも若い世代に伝える内容を考える

のかなどテーマも大きく、少しイメージしにくい側面もあったようです。

●異なる子育て世代の方々と話す機会はなかなかないので、楽しく新たな意見を聞くことができ、お

もしろかったです。ママ目線・パパ目線で感じることの違いもあることがわかりました。

●最終的なアイデアも各班、斬新でＳＮＳなどのアイデアは参考にしたいなと思いました。今日は楽

しく、とても学びがいのあるサロンでした。ありがとうございました。

●想像よりもフランクで非常に話しやすかった。

●他のメンバーの方々のアイデアを聞ける機会が普段ないので今日は初めてこのような場に参加し、

自分でも思いつかなかった多くのスバラシイ新しいアイデアに触れることができて良かったです。これを

機にいろいろなことを更に考えてみようと思いました。また、託児もあり、準備もよくされていて、ママに

とってはすごくいい企画だと思います。皆さん、ありがとうございました！

●今回の子育てサロンに参加してみていかがでしたか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（回答数：21）

●今回のテーマについていかがでしたか？

　　　　　　　　　　　　　　　　（回答数：21）

●今回の子育てサロンに参加した感想をお聞かせください

66.7% 33.3%

とてもよかった よかった

38.1% 33.3% 28.6%

とてもわかりやすかった わかりやすかった 少しわかりにくかった



●ライフステージを考えてくださいと事前にありましたが、あまり関係なかった気がするのですが。とても

おもしろかったです。時間を決めて発表するのはだらだらせずによかったです。

●このような場に参加するのは初めてでしたが、同世代（子育て世代）の方々と色々な意見を出

し合えて良い時間を過ごすことができました。今回出た意見をぜひ今後の行政・取組に活かしてほし

いです。

●初めて参加しましたが、とてもたのしかったです。子育てをしていて考えたこともないことや、みんなの

意見を聞ける場などないので、参加してよかったです。

子どもも初託児でしたのでよい経験になりました！

●すごく楽しかった。皆さんの考えや思っていること、自分が思ってもない事がたくさん出てきていい勉

強になりました。今日考えて、みんなできまった事が一つもでかなったらうれしいです。

●もっとかたい感じなのかなと思っていましたが、みなさんとお話しできてこういう意見もあるのだと考え

させられました。これからの子育てや夫婦での生活をよりよくするために夫と話してみたいと思いまし

た。みんなのアイデアが若い人やこれから結婚する方によりよい方向でつなげていければいいなぁと思

いました。

●今日はいろんな人の意見を聞けました。みんなで話し合い楽しかったです。

●初めてでしたが、子どものことも気にせずリラックスできる時間をもらえてよかったです。色々な方の

話を聞けてよかった。

●いろいろな人のいろいろな意見を聞くことができ、自分の中の考えの幅も広がり、よい経験になりま

した。今回の私たちの意見が若い人たちの役に立てば嬉しいです。

●楽しい話し合いができた。テーマは難しかったが、スムーズに話し合えた。時間は足りなかった。

●おとうさんの出席が増えるとよいと思う！

●時間が短かった。想像以上にアイデアがでていた、グループワークのとき、次にやることが若干わかり

にくいところもあった。

●参加されていた方がみなさん、とても熱心ですごいなと思いました。

●緊張したけどいい経験になった。



②　頭から否定せんごと！

③　楽しか雰囲気ば大切に！

サ ロ ン の ３ つ の ル ー ル

①　自分ばっかり話しません！

■　サロンの様子

●楽しい場ではありますが、テーマをしぼった方が１つの事に対してのいろんな人の意見や見方が聞

けるかもしれないと思いました。参加された方、みなさん親切でフレンドリーな雰囲気でとても楽しい

時間が過ごすことができ、良い経験ができました。

●参加者が子育て中のママさんたちなので、その方々がつながる機会になったのは良かったと思う。

テーマが若者に伝えるということなので少し難しかった。（考え込むお母さん方が多かった）自分の子

育てを振り返る機会、自分の今後のことを考えるきっかけになった。

●子育て中の方の生の声が聴けてよかった。いろいろなアイデアも多く出てよかった。

●どんな会なのか不安でしたが、みなさんとお話ができてとても楽しかったし、考えることもできました。

●テーマがもう少し噛み砕いたものであれば良かったなと思います。参加してお母さん達の意見を聴く

ことができ、良かったです。生の声が聴けて。もう少し時間が欲しかったけど、お母さんたちにはちょうど

良かったのかもしれません。

開会

今回のファシリテーターは

この3人！！



サロンの
雰囲気その１

初めの挨拶

子ども未来部 須藤次長

令和になって初めての

子育てサロンです

楽しくやりましょう！

おしゃべりして、考えて、

そして大笑い(^o^)



みんなの笑顔で溢れかえる

サロンでした(^o^)

サロンの
雰囲気その２



発 表

各々のグループそれぞれ

個性的でユニークな

発表になりました！



投 票

プレゼント大会

投票は「一人3票」まで

どれに投票しようかな～？

今回も個人戦と

グループ戦の2回勝負

じゃんけん勝者へ

プレゼント贈呈！



終わりの挨拶

閉 会

最後には全員集合、記念撮影

爽やかな良い笑顔(*^^)v

子ども未来部 渡辺部長

実は、私が部長です！！

今日のサロン、楽しんでい

ただきましたか？

良いアイデアがたくさん出ま

したので、ひとつでも活かせ

ればと思います。ありがとう

ございました。


