
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

第1回　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

佐世保市　子ども未来部



※「2人目の壁」とは、「ご家庭の様々な事情により、第２子以降の出産をためらうこと」を表す

　言葉です。

■　テーマ

●「2人目の壁」を突破できるような楽しいアイデアを考えよう！

　　～理想の子どもの人数をかなえるには～

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　　　　平成30年7月15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   18名

　　　　　　　　　 男性     7名

　　　　　　　　　 計      25名

　　　　　　　　（うち託児利用  15名）

●　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。



出産祝いを200個（ベビー用品やお母さんに嬉しい品など）の品

目から99個選べる。

アイデア

させBox　99

～99コの贈り物～
1位

（13票）

■　グループワーク

だんなの子育て家事検定

だんなさんに子育てに関する家事能力検定を受けてもらう。そこで

赤点となると、補習がある。

ワンコインさせぼっこ

～今からすぐ預かります～

本来なら事前の予約が必要となるため、急な事態に対応できない

が、このサービスはそのような事態にも対応できる。

上記の他にも、多くのアイデアが出されました!!

■　ランキング結果
順位

（得票数）

2位

（9票）

2位

（9票）

25名が5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。

【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＞なおちゃん、しんごちゃん、アイちゃん、まっきー、まこと

●日本に一言
・採用試験に家事を入れる（料理、掃除、洗濯） ・看護休暇　10日間
・ママが働きやすい職場 ・育休　1年間

・会社まで送ってくれる園バス
・保育所を増やし、身近な場所に
・病児保育室で、おやつ・食事を提供

・不妊、不育クリニック　増やす

●ママだって頼りたい
・ババッとさせぼ99が欲しい ・保育士・看護師へのHOT LINE

（お年寄りが見守ってくれる、ボランティア隊） ・親の里親的存在
・子育てに困った人が24ｈ365日集える家 ・2人目、3人目がいるメリットを知りたい

（子育てハウス、親のかけこみ寺）

●ワクワク、子育てしやすい
・ハウステンボス・森きらら・海きらら ・子供が遊べる施設（遊園地・公園）を増やす

子供入場券の配布 ・公園に遊具を増やす
年間パス6歳未満　無料 ・キッズルーム完備の飲食店
2人目特典 ・離乳食のお弁当屋さん、食堂

●佐世保を盛り上げたい
・佐世保市役所で2か月に1回　ハイハイレース
・芸人を呼ぶ ・Vファーレン　観戦無料

●手当、無償化
・保育料　無料 ・駐車場　無料or返金
・検診代　無料 ・出産費用　安く
・病院診療代　2回目無料 ・児童手当　増額

■1　　グループ　花火　のアイデア

職場に保育所

自宅勤務　可

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≫

≪グループで出された意見≫



<メンバー>鈴木、中野、日南、里、濱野

●子育てサポート
・気軽に預かってもらえる環境 ・上の子をサポートする仕組み

・上の子預かり　（産後1か月間）
・幼保一体型園　充実
・病院全てが子供向け

・保育園への送迎 ・職場のサポート体制へ声掛け
・妊婦さんにあってお手伝いをするとポイント

●無料
・ベビーシッター派遣　無料 ・2人目から、中学まで医療費　無料  
・里帰りの公共交通機関　無料 ・2人目は、幼稚園・保育園　無料
・医療費が無料　もしくは　 ・2人目がいる世帯は、

申請なしのスムーズなシステム 公共交通機関　無料

●プレゼント
・子供1人につき月々お小遣い ・12年後に満期になる定期預金
・100万円のお祝い金（出産） ・市独自のサポート費用のプレゼント
・2人目には補助金10万円 ・お誕生日のレストランご招待（5年間）

●施設
・街中に公園（日よけ付き） ・キッズルーム完備　カフェ
・子供と一緒でも気兼ねなく過ごせるおしゃれなカフェ、スポット ・託児付き　レストラン、ジム

●パパ
・2人目からは、父親（母親）に休日年間10日間　プレゼント ・産前産後休暇
・社員に育児に関する休暇を取らせたら、会社にもいいことがある ・家事教育

■2　　グループ　風鈴　のアイデア

新生児預かり

2人目のベビーシッター

送迎サービス（バス）

送迎の代理



≪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＞山田、出口、上野、数山、澤田

●教育
・保育士・幼稚園教諭の賃金　up!! ・大学まですべて無料
・上の子の保育園制限なし ・保育料　無料、割引
・2人目にかかるお金を分かりやすく周知 ・3人目は学費補助

●子育てサポート
・子育てが楽しいと1人目から思えるような… ・家事、育児お助けマン
・場所づくり ・気軽に相談できる窓口（託児付き）

ママがきれいになれる ・産後ケア・病児保育　充実
ママ友ができる ・子供と離れる時間を
パパ同士が集まれる ・子供の看護休暇　増加

・頼れる人（両親）、気にかけてくれる人がいたら

●仕事
・休みやすい ・仕事が楽に…
・子供が病気の時は、別枠で休みが取れる ・仕事が減らせるが、収入は増える
・職場内に託児所 ・子供と一緒に働ける
・子育てママ、働きたいママをサポートする取り組み

●補助・無料券など
・出産特典 ・ハウステンボス・森きらら・海きらら

産むほどお祝い金がupしていく
ミルク・おむつ1年分プレゼント
ギフトBox

・1歳のご褒美に夫婦でお出かけできる温泉 ・子ども商品券
・公共料金　安く ・サンセットクルーズ招待券

●遊び場
・子連れママのための無料駐車場付き公園 ・室内の遊び場　充実
・幅広い年齢の人が利用できる遊び場 ・子ども図書館

●その他

・子育てママのためのフリマ、セミナー ・ママの祝日

・保育士の資格を持っているが園で働いていない人が、

  ママの一人の時間のために子供を預かる場

■3　　グループ　ひまわり　のアイデア

子だくさんは年間パス　無料

親は半額、無料



≪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＞ルリ子、ももか、ちあ、たぶち、みなみだ

●産後フォロー
・産後うつ予防 ・転勤ママにやさしく
・仕事していなくても上の子を保育園に預けられる ・2人め10万、3人目30万
・何か困ったときに駆けつけてくれる ・産院が家族で泊まれる個室に

●場所
・公園 ・街中におむつ替えコーナー

・子どもと一緒に入れるお店
・雨の日でも遊べる

・赤ちゃん（0～3歳）も上の子も一緒に1日遊べるテーマパーク

●無料
・学費 ・子どもの衣料品・おもちゃなど
・ベビーシッター
・医療費
・1～3歳差まで子どもを持つ人　

市内駐車場利用　無料 ・ベビー用品バンクを作る

●不妊治療
・不妊治療を受けている人向けの妊活有給
・不妊治療における高度医療が受けられる病院

●パパ
・給与50％up ・育児休暇いつまでもOK
・お父さんの日（子どもとお父さん又はお父さん代理・おじいちゃん）

●プレゼント
・毎月子どもの誕生日にケーキ　プレゼント ・九十九島に子どもが生まれた記念に
・田畑
・家（空き家）
・佐世保バーガー一生無料
・優待チケット ・出産祝いが品物ではなく、現金
・25歳までに結婚したら、結婚式（パールクイーン）が無料、貸衣装付き

レンタル費用

寄付すると何かもらえる仕組み

子どもの名前を付けられる

植樹できる

気軽に立ち寄れる

水道がしっかり出る

■4　　グループ　かき氷　のアイデア



≪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＞ルリ子さん、ゆっきーさん、大峯さん、なりとみさん、太田さん

●お金
・おむつ購入　補助金 ・産休中の補助金
・出産準備品　プレゼント ・2人目産んだら100万円
・任意の予防接種　補助 ・家電　補助
・佐世保市独自の児童手当（現金） ・育休を増やす

●テーマパーク・施設
・みんなで遊べる安全な街、フリースペース ・親子専用バス
・子連れで楽しめ、どんなに騒いでもいい場所 ・託児移動カー
・誰でも遊べる公園 ・安全な病院
・果樹園、プールを増やす ・妊婦健診の完全無料化
・九十九島の遊び場
・新しい保育園（日曜日に保育園（幼稚園）の場所を貸し、集まれる場所とする）

●イベント・セミナー
・産みたくなるイベント ・副菜セミナー
・家族参加の運動会 ・夫婦カウンセリング設置（無料）
・早く結婚できるような出会いの場 ・パパ育成講座

●地域力
・見回りを増やす ・じぃじ、ばぁばに頼る
・話し合いの場を設ける ・高齢者の活躍を目指す
・地域で話す

●ママの仕事
・ママ休暇　年4・5回 ・復職をもっと楽に　「慣らし復職」
・育休中の人員補充の人件費を市が会社に補助することを義務に近いものに

●食
・離乳食　配食サービス
・託児ありのお料理教室

●その他
・子どもの声（意見）を聞く
・保育園や幼稚園で親同士がつながる機会を持つ

■5　　グループ　スイカ　のアイデア



≪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）≫



●今回のテーマについていかがでしたか？

　　　　　　　　　　　　　　　　（回答数：23）

参加してどうだったか尋ねたところ、「とてもよかった」が78.3％、「よかった」が21.7％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78.3％、「わかりやすかった」が

21.7％との回答があり、「少しわかりにくかった」「わかりにくかった」との回答はありませんでした。参

加者が子育て中ということもあり、イメージがわきやすかったことがうかがえます。

●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：23）

■　参加者の声　（アンケート結果の概要）

78.3% 21.7%

とてもわかりやすかった わかりやすかった

78.3% 21.7%

とてもよかった よかった



●2人目…　深く考えずに気楽にできる子育てができたら本当にいいなぁ…!!!

●前回のサロンより参加しやすかった。

●皆さんの素敵なアイデアをきけてよかったです。佐世保にはまだまだのびしろがあるなと感じました。

●同じ子育て世代の親と話が聞けて良かったです。

●悩んでいること、やりたいことを共有できて、とても元気になりました。ぜひ実現してほしい。

●佐世保って市民のために考えてくれているんだなと思った。

●司会がとてもよかったです。こんな会がもっとあるといいと思います。

●2人目ほしくてもなかなかできない方たちの悩みが解決できたらいいなと思った。

●もう少し時間があるともっと良い。少しバタバタ感が…

●託児もあり、参加するハードルも低くてよかった。

●たのしかったです。昨年の100人カフェより参加しやすかったです。

●スタッフの人が司会・進行とても面白かった。

●楽しく、まじめにおしゃべりができてよかった。参加者の方からびっくりするようなアイデアがあり、

こういう声をきく場が本当に大事だなと感じました。声、意見がとても現実的な子育て充実のた

めになると思います。

●普段このような話をする機会はなかなか無いので、同じ地域に住む人と話すことができて新

鮮だった。面白いしアイデアがよかった。

●一緒にグループワーク等に参加、意見を交換していく中で”こういうことがあったな・あったらい

いな”と改めて考えることができる貴重な時間になりました。

●子どもと一緒に関わった楽しい思い出は、確実に今の自分、子どもに活きていると感じます。

そういった面では、小さな頃から母子共に楽しいプロセスが沢山ある事が育児の喜び、二人目

につながるのではと思います。ありがとうございました。

●私にも子育て中のママ・パパのサポートをしてあげられるのでは...と思いました。子どもと、子

育て中のみんなが笑顔になるといいな。

●楽しく意見を出せる雰囲気でとてもよかった。市のイベントで勉強ぽい感じかと思ったけど、笑

いありの進行で楽しかった。

●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

●いろいろな意見があったが、お金がかからずに人とのつながりができれば実現可能な意見も

多くありました。地元の方と今回のようなサロンができれば、次のステップにつなげられるのではな

いかと思いました。

●思っていた以上に楽しかったです。似たような意見も多いけど、斬新な意見も多くて楽しかっ

たです。



●楽しい雰囲気の中、自然体で意見を出し合うことができました。

●司会進行から、雰囲気づくりがとても上手でとても楽しい時間でした。

●会場の雰囲気がよく、にぎやかだったので話がしやすかった。

●若い方（子育て世代）の困りごとが分かったのでよかった。解決に向けて何かお手伝いが

できたらと思いました。ご近所の先輩をもっと頼ってもいいんですよ～

●たくさんのアイデアが出ましたが、”させぼ”という街が、子育てのしやすさで有名になるくらいイ

ンパクトのある支援がされると良いと思います。

●2人目の妊娠中・産後しばらくが一番大変でした。夫婦で子ども2人が精一杯…。楽しいこ

とがたくさんあると、楽しいばかりの子育てになっていたかなとも思います。

●どんどん盛り上げてもらってありがとうございました。いつも、くら～い感じのサロンに比べて、とに

かく楽しく参加できました。主人との参加でなぜかこちらまでドキドキでしたが、主人も楽しそうで

よかったです。

●母親やこれから母親になられる女性の子育てへの意識の高さがよくわかるサロンでした。子

育てにまつわる女性問題が一つでも多く解決させることが、これからの社会に必要であることを

改めて考えさせてもらえるサロンで、とてもよかったです。

●1人では思いつかないアイデアを知ることができ面白かったです。ぜひ実現してほしいものばか

りで、実行してもらえたら2人目を産みたい!!と思いました。

●楽しいユニークなもの、切実で真面目なアイデアも注目して頂きたいです。日々子育てのし

づらさを感じるので、住みやすい、産みやすい幅広い世代にあったかい町になってほしいです。

ありがとうございました!



■　サロンの様子

アイスブレイク

開会

今回の司会進行は

この４人！！

子どもの人気名前ランキング

を当てるゲームをしました

皆さん真剣です(^o^)!!



自己紹介

初めの挨拶

子ども未来部 須藤次長

「青春時代に好きだった人」も併

せて自己紹介♪

皆さんはどんな人が好きだったん

でしょう...(゜-゜)



サロンの

雰囲気

和気あいあいとした

サロンでした(^o^)

サロンの

３つの

ルール



発表

素敵なアイデアが

たくさん出ました！！



投票

プレゼント大会

子どもたちも一緒に

じゃんけんをしました

!(^^)!

投票は「一人3票」まで

どれに投票しようかな～？



終わりの挨拶

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


