
平成30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

平成30年度

子育て支援アイデア交流会

実施報告書

～「子育てしやすい街」に「住みたい」から「一緒につくろうへ」～

佐世保市　子ども未来部



①事例発表

　　NPO法人 ちいきのなかまの取り組み

　　　平成28～30年度の子育て支援アイデアの取り組みと産前産後ケア等の取り組み

②グループワーク（ミニサロン形式）

　　テーマ

　　　「楽しくわかりやすい子育て支援のホームページを考えよう！」

■　次第

　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推進事業」を推進しています。

　その中で、市民等が自ら実施したい「子育て支援アイデア」の実現化をサポートする「子育て

支援アイデア実現化事業」に取り組んでおり、平成28年度9件、平成29年度15件のアイデ

アが市民や団体の皆さんによって実施されました。

　平成30年度からは市内の中小企業まで対象を拡大し、14件のアイデアが地域社会全体

で子育て世代を支える取り組みとして実施されています。

　今回は、子育て支援アイデアの実施者を中心に、子育て支援に関する情報共有や情報交

換を行い、子育て支援の輪を広げることを目的として交流会を開催しました。

【子育て支援アイデア実現化事業】

　市民・団体・企業等が自ら実施したい子育て支援のアイデアに対し、「子育てアイデア実現化奨励

金」として10万円を上限に助成を行い、アイデアの実現化をサポートします。奨励金は市民、企業等

からの寄附金である「佐世保市子ども未来基金」を活用しています。

■　開催の目的

■　日時等

●　日時　　　　平成30年11月11日（日）　10:00～12:00

●　場所　　　　佐世保市中央保健福祉センター　8階講堂

●　参加者     女性   14名

　　　　　　　　　 男性     2名

　　　　　　　　　 計      16名

●　進行　　　　事例発表：子ども政策課

　　　　　　　　　 グループワーク：輝っ人99させぼ



発表者：山﨑　翠さん

●子育て支援アイデアの実施

　　平成28年度

　　　「ようこそ！赤ちゃん＆こどもフェスタ～おはなしがいっぱい～」

　　　平成29年2月15日～22日　佐世保市博物館島瀬美術センター

　　　出展団体　49団体

　　　来場者　　2,000名

　　平成29年度

　　　「お産体験をシェア ～これからのために「お産」を語り合う～」

　　　・これからのために「お産」を語り合う

　　　　参加者　13名

　　　・冊子「お産体験をシェア」の作成と配布

　　　　19名の女性のお産体験を掲載

　　　　お産体験アンケートを掲載（回答数 239名）

　　平成30年度

　　　心地よい居場所を支えるボランティア研修

　　　・産前産後ケアをサポートするために

　　　　平成30年11月26日 10:30～12:00  菜～さい～

　　　　講師　濵脇 文子さん（株式会社 マイユティックス）

　　　・「キレイにする」ってどんなこと？

　　　　日程調整中

　　　　講師　株式会社ダスキン　大塔支店

●アイデア実施以外の主な平成30年度プロジェクト

　　　・子育て応援イベント　「ようこそ！赤ちゃんフェスタ」

　　　　平成30年11月25日　アルカスSASEBO大会議室

　　　・みんなの実家　「モントブレア」

　　　・産前産後の家事育児サポート

　　　　「産前産後サポーター養成」

　　　　平成30年9月28日～29日　モントブレア

　　　・夫婦が家族になるための学び　「家族のがっこう」

　　　　平成31年2月24日

　　　　パパ＆ママのための「夫婦会議体験講座」

NPO法人 ちいきのなかまの取り組み

　　平成28～30年度の子育て支援アイデアの取り組みと産前産後ケア等の取り組み

■　事例発表

モントブレア



　テーマ

　　「楽しくわかりやすい子育て支援のホームページを考えよう！」

■　事例発表の様子

　佐世保市子ども未来部では、既存の行政情報が掲載されている市ホームページとは別に、

民間の子育て支援に関する情報も含めた市民目線でわかりやすい子育て支援情報発信

ホームページの構築を進めています。

　今回は、16名が4グループに分かれ、新しいホームページについて「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、最後にホームページ風にまとめて参加者全員で発表を

行い、アイデアを共有しました。

■　グループワーク（ミニサロン形式）

【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に関する情

報発信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。

初めの挨拶

子ども未来部 須藤次長

事例発表



＜メンバー＞守永、藤沢、成冨、松本

★ふりまわされないポータルサイト！

●子どもを預けたい！！
・保育園、幼稚園情報
・学童の内容や料金をわかりやすく！
・学校に行けなくなっている子どもたちが行ける場所リスト

●Face to Face
・町医者のつぶやき　Q&Aを顔が見える形で！
・安心感が持てるホームページ（信頼できる情報か確認できるプロセスがわかる）
・地区ごとに活動の検索ができる ・他のボランティアや地域の自主活動と連携
・市内の子育てイベント情報を一本化（カレンダー）

●役立つ情報 → ●コンテンツ化
・子育ての基本 ・Youtubeなどの動画
・子どもの発達のポイント（節目） ・子育て基本DVD
・民間にリンクできる ・メールセミナー
・（子育て支援の）利用のコツ

●医療 ●防災
・病院一覧（整形外科も大切） ・防災マップ
・病気やケガの初期対処法 ・避難方法

●Q&A
・相談のポイントでカテゴライズ ・利用したい人と団体をマッチングする人
・市or市が推奨する子育てサポーターの活動

●交流ページ
・お母さんたちが書き込めて、情報交換ができる掲示板

●お出かけページ
・パパとパパが交流や情報交換できるイベント ・キッズスペースがある場所
・１人親も２人親も一緒に参加できる ・子連れで入れる飲食店

■1　　グループ　「サンタクロース」　のアイデア

参考資料：各班のアイデア



≪グループでまとめられたアイデア≫



<メンバー>小川、岳村、佐藤、香川

●特典
・ホームページにアクセスしたときに数字がそろえば、佐世保体験券が当たる！
・海きららのニーハちゃんに子育て応援団長になってもらう

●居場所
・子ども相談場所
・子どもの居場所マップ
・ママのおしゃべり居場所マップ

●なんでも情報局（市民の皆さんの情報提供コーナー）
・下手なキャラ弁 ・手作りアイデアグッズ
・時短レシピ ・アレルギー
・手作りおもちゃ ・DIY
・自分のマイ情報を発信していく ・おかたづけ

●遊ぶんだよ！
・遊び場を知るマップ ・日付でイベント検索
・遊び場の行事情報発信 ・ワンクリックで施設予約
・子どもから大人まで遊べる所

●駐車場
・空き駐車場がチェックできる
・駐車場マップ

●情報誌
・情報誌をPDFにおとして使える
・情報誌を音声でガイド

●サポーター
・市役所の係の人の紹介 ・ジャンル別に団体ホームページのリンクをはる
・ファミサポ ・支援者やサポーター情報

■2　　グループ　「スノーマン」　のアイデア　



≪グループでまとめられたアイデア≫



＜メンバー＞山﨑、鶴、村中、原田

●遊び
・雨の日でも子どもたちが楽しく遊べる場所 ・子どもと遊べる公園マップ
・イベント情報、写真、インスタグラム ・桜、紅葉の見ごろな時期や場所がわかる

●料理
・学校給食メニュー、レシピ
・栄養士が考えたレシピ
・時短　「チン」で早くできる
・動画

●お店情報
・割引クーポンなどお得な情報

●保育園の情報
・保育園や幼稚園を体験できる日などの情報

●病院
・病院の受付時間 ・予防接種のスケジュール
・土日に開いている病院（小児科） ・予防接種の値段

●お役立ち情報
・困ってしまう前に役立つ情報
・自立できるメニュー情報

●みんなの子育て
・「みんなも一緒」がわかる
・困りごとを解決できる所につながれる
・頼れる場所情報
・人が見える

■3　　グループ　「トナカイ」　のアイデア



≪グループでまとめられたアイデア≫



＜メンバー＞茅原、田渕、長野、濱野

●ワンクリックでお得！ばい
・ポイント、プレゼントがもらえる ・最近のトレンド（おしゃれ等のページへとぶ）
・イベント予約　特典付き ・本日の占い
・本日の献立のヒント ・夫婦のための今日の一言

●聞いてみらんば
・お母さんの悩みを話せる場所 ・夜でも相談できる場所
・専門の方が自宅に訪問してくれる ・相談できる場所の探し方

●みんなに聞いてみらんば
・年代別の支援
・思春期、小学生などの情報も

●マップ
・転勤してきた人でもわかる地図

●モバイル・スマホページ
・１クリックで見たい情報へ行ける ・かわいいアイコンでわかりやすい

●行ってみよう
・予防接種などの来月の行事
・週末のイベント情報
・イベント等での子どもの預かり
・イベントや体験の写真
・子どもと遊びに行く場所、時間などが見つけやすい

●ママ友、パパ友よってみんね
・仲間づくり
・民間グループの応援情報
・サークル活動団体メンバー募集

■4　　グループ　「ジンジャークッキー」　のアイデア　



≪グループでまとめられたアイデア≫



●佐世保の人たちが知るだけではなく、思考力や発想力がもっとUPしたら佐世保も活気があって

発展する街になるはずなので、今後の子育てに期待しております。そのような場所やきっかけづくりを

もっと作ってください。

●グループのメンバーの方がすごく明るくて、自分が知らなかった佐世保の取り組みを教えてください

ました。また同じメンバーだったら嬉しいな～！

●子育てについて、いろんなアイデアが集まり感心しました。内容として、相談先、方法などがてい

ねいに説明され、重きが置かれていることが感じられました。

●若い人のアイデアがどんどん出てくる時間でした。刺激され、良かったと思います。

●狭い場所でもいろんな活動をされているのがわかり、良かったです。

●自分にはない視点でたくさんの意見を聞くことができました。

●いろんな情報を知ることができ、佐世保を好きになるためにも参考になる所があってよかった。

●今回の交流会に参加してみていかがでしたか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（回答数：14）

■　参加者の声　（アンケート結果の概要）

●今回の交流会に参加した感想をお聞かせください

参加してどうだったか尋ねたところ、「とてもよかった」が71.4％、「よかった」が28.6％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、交流会に参加し

て、とても満足していただけたことがうかがえます。

71.4% 28.6%

とてもよかった よかった



●いろんな方と意見交換ができて良かったです。市側だけではなく、市民側からの意見が反映され

たホームページはきっといいものになると思います。もう１回ぐらいあってもいいんではないでしょうか。

●会話が弾むような工夫がされていて、グループ内の方とたくさんお話ができました。

●同じ母親の考えが共有でき、参加できて良かった。市のホームページが市民にとって役に立てる

よう、今後もアイデアを出さなければならないと考えます。

●自分だけではできないことも仲間が集まれば、いろんな知恵が出るのだと、この交流会を通じて

感じました。ホームページにひとつでも反映されればいいなと思います。

●見栄えの良いホームページよりも、利用者が使いやすく、実際に人や団体とつながれる仕組みが

必要だと思います。今はYoutube作成やLINE＠メールやセミナーもほとんどお金をかけずに作成

できる時代です。今回の参加者の皆様が、今後もつながればいいなと思います。佐世保市の今後

に期待です。

●ホームページを考えよう！ということで、市民の方が見やすい、使いやすいを、いろいろな世代の

人と意見交換ができて良かったと思います。また、市民の意見を取り入れようとしてくださる内容に、

毎回楽しく参加させてもらっています。もっと、一般の方が参加してくれたらいいですね。

●育児と仕事の両立で少し気持ちが落ち込んでいたので、「ワクワクするようなアイデアを考える」と

いうだけで、「また頑張ろう！」と元気をもらえると感じました。前を向くって大事ですね！

●子育て支援の団体さんがいろいろあることがわかった。みなさん、それぞれ努力しておられるので、

子育て世代の方に支援者の声がもっと届くようになればいいなと思いました。佐世保の子育て、孤

育てじゃないよ！

●初めての参加でもう少し固いものだと思っていましたが、とても楽しく学ぶことができて良かったで

す。もっと、参加者が増えたらいいなと思います。

●子育てに関して、いろんな方との交流を持つことによって、街を良くしていけるよう、どんどん参加し

ていきたいと思います。

●グループワークで出た内容も、それぞれ特色もあり、考え付かなかったことも出ていたので学ぶこと

ができました。



■　グループワーク（ミニサロン）の様子

開会

今回の司会進行は

この2人！！

ミニサロンの3つのルール！

「①自分ばっかり話しません」

「②頭から否定ばせんごと」

「③楽しか雰囲気ば大切に」



グループワーク

(ミニサロン)の雰囲気

自己紹介

「今までにもらったプレゼントで一番うれし

かったプレゼント」を発表！

中には甘酸っぱい思い出も！

みんなでワイワイ

笑顔あふれる

グループワークでした(^o^)



アイデアを

ホームページ風に

まとめよう～

自由なアイデアが大切です

!(^^)!



発表

閉会

最後には全員集合、記念撮影

キラっと爽やかいい笑顔(*^^)v

楽しく便利な

ホームページのアイデアが

たくさん出ました！！



●平成28年度　実施アイデア9件

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

●平成29年度　実施アイデア15件

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 絵本時間：子どもの心に種まきを
広田おはなし会「たねまきこびと」

共同代表　谷口 恵利　中山 雅子

親子いこいの広場もくもく 親子いこいの広場もくもく　数山　有里

産前産後の夫婦のための子育て情報誌創刊 シアワセjikan　岩村　美佐子

親子ふれあいベビーマッサージ教室 吉田　真理子

三世代交流生き生き広場～赤ちゃんからじぃじ・ばぁばまで

の元気広場～
佐世保市教育会　会長　古賀　良一

ねっこぼっこ　てしごとクラブ
にじいろこそだて ねっこぼっこ

長谷川　美恵

～ぼちぼちモーニング～　朝ごはんができるまで ぼちぼち くらぶ　代表　徳永　良子

お産を体験シェア～これからのために「お産」を語り合う～ NPO法人 ちいきのなかま 山﨑　翠

こどもとおとなのための　SASEBO MUSIC PICNIC
させぼ　こどもおとな　アート・プロジェクト

重松　壮一郎

子ども夢探しサポート 下田　陽志郎

よんで・つくって・絵本って楽しい！（カナヨさんの親子ワークショップ）
ＮＰＯ法人 子どもと女性のエンパワメン

ト佐世保　理事長　櫻井　英子

子育て中の保護者を「支援される側」から「支援する側」の人材に

～第１回アナログ遊びサポーター養成のための連続講座～
あそぶよむつくる　ぶほ　佐藤　美和

ふしぎだね！たのしいね！身近な植物であそんじゃお♪
長崎短期大学保育学科保育専攻

澤田ゼミ　澤田　須賀子

アイデアの名称 アイデア実施者

させぼ防災Familyクラブ 元安　晴香

まま＆キッズサロン ウイメンズさせぼ　岳村　由美子

ママと子どものおしゃべりアトリエ「chamberie（シャベリ

エ）」

絵本とおもちゃ 山と帽子

中山　雅子

ぽかぽか心があったまるママのためのキレイデザイン学 育児サークルいっぽんばし　山下　希

佐世保てらこや 古賀　由樹

ようこそ！パパ・ママ・＆赤ちゃんフェス
ＮＰＯ法人ちいきのなかま

理事長　守永　惠

父親を育児参加へ誘う父親学級の開催 岩村　美佐子

親子の居場所作りなどにつながる、子ども食堂の輪を広げる

講演会開催
佐世保みんな食堂　代表　徳永　良子

まま＆キッズサロン ウイメンズさせぼ　岳村　由美子

親子いこいの広場もくもく 親子いこいの広場もくもく　数山　有里

佐世保市で唯一の家庭文庫を充実させたい 「家庭文庫　はれてもあめでも」　谷口　恵利

■　子育て支援アイデア実施一覧

アイデアの名称 アイデア実施者



●平成30年度　実施アイデア14件

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

※アイデアの詳細は市ホームページをご覧ください。

身近なものであそんじゃお♪～えほんdeあそぼ～
長崎短期大学保育学科保育専攻

澤田ゼミ　澤田　須賀子

検索佐世保市子育てポータルサイト

ママと子どものかけこみ寺 平野　真理

　

　アイデアを実現するための「子育てアイデア実現化奨励金」として、市民や企業等からの寄附金である「佐

世保市子ども未来基金」を活用しています。基金へのお尋ねは、佐世保市子ども政策課へご連絡くださ

い。

佐世保市子ども政策課　ＴＥＬ0956-24-1111（内線）5412

親子で楽しむ農業体験 in わらびの里
自閉症の子育て親育ちの会にじいろサロ

ン　田頭　綾子

子育てママのためのマネー講座
㈲エフピーコンサルタント

代表取締役　川浪　喜一郎

健康な食生活を送るための講話 村中　理美

佐世保市子育て支援アイデア 検索

アイデアの名称 アイデア実施者

こどもとおとなのための　SASEBO MUSIC PICNIC 2018
させぼ　こどもおとな　アート・プロジェクト

重松　壮一郎

まま＆キッズサロン ウイメンズさせぼ　岳村　由美子

子育て情報誌「シアワセjikan　vol.2」刊行 シアワセjikan　岩村　美佐子

みんなで蒔こう！おはなしの種
学校図書ボランティアネットワークさせぼ

茅原　優子

「心地よい居場所」を支えるボランティア研修

シンママ会 シンママ会　真藤　楓

子ども手作りワークショップ 長野　早苗

大人の保育園inもくもく 親子いこいの広場もくもく　数山　有里

ＮＰＯ法人ちいきのなかま

理事長　守永　惠

にじいろの屋根　てらこやカフェ
一般社団法人　フォンタナ

古賀　久貴


