
平成29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

子育て ママ パパ

100人 ワールドカフェ
～みんなで佐世保での子育てについて考えてみませんか？～

実施報告書

佐世保市　子ども未来部



■　テーマ

① 佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？

② 佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを

　 出し合いましょう！

※30名の参加者が7班に分かれて、意見やアイデアを出し合いました。

●日　時　平成29年8月27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　ママ　　25名

              パパ　　 5名

              　計　　30名

　　　　　　（うち託児利用 20名）

■　開催の目的

　佐世保市では、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、アンケートだけでは拾えない子育て中のママやパパの生の声を聞き、

「子ども・子育て支援モデル都市」のイメージを明確にするための「ネタ」として活

用することを目的として、ワールドカフェを開催しました。

■　日時等

ワールドカフェとは、カフェのようにリラックスした雰囲気の中でテーマに集中した

対話を重ねることにより、多様なアイデアを結びつけ、深い相互理解や新しい

知識を生み出す話し合いの手法です。
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　参加者に佐世保市の合計特殊出生率が、1.72（平成27年）と国（1.45）や長

崎県全体（1.67）よりも高いことを知っているか尋ねたところ、ほとんどの方がご存知あり

ませんでした。

　そこで、参加者のご家庭や周りの方の状況を踏まえ、本市の合計特殊出生率が高い

理由についてグループで意見交換しました。

〔主なご意見〕

●周りの協力がある

　・祖父母との同居や近居などによって、子育てのサポートがある

　・近所など周りの人が優しい　　・近所づきあいがある

●佐世保の地域性や環境

　・結婚が早いから子どもが多いのでは？　　・周りが子だくさんだから

　・親もきょうだいが多いから欲しくなる

　・周りから出産へのプレッシャーがある（次は？など）

　・自然が多く子どもによい環境である

　・家が建てやすい

●自衛隊や米軍があるから

　・自衛隊や米軍の子育て世代が多いのでは？

●産前産後サポートの充実

　・産婦人科や小児科が充実している　　・保育所や幼稚園が多い

■　主なアイデアやご意見

 テーマ①

　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？
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　佐世保市の合計特殊出生率が高い理由として、本市のイメージアップにつながる意見

が多く出ました。これらの意見を踏まえ、本市が「子ども・子育てモデル都市」と言えるよう

な、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いました。

〔主なアイデア〕

●遊び場の充実

　・屋内の子どもの遊び場

　・全天候型の小さな子連れでも安心して遊べる施設の充実

●市民目線での情報

　・市のホームページを見やすく　　・情報の一元化

　・授乳室の情報を　　・反抗期の対応に困る親の悩み相談会

　・転勤族へのサポート（どこの病院がよいかなど）

●職場の理解

　・妊娠、子育てについての職場の理解

　・お父さんの子育てのための休暇　　・男性育休のすすめ

　・経営者に子育ての理解を促すフォーラム開催

●産前産後のサポート

　・子育ての負担を和らげる家事サポート

　・お父さんへもお母さんと同じようなフォローを

●多世代交流

　・おせっかいさんの育成　　・リタイヤした人たちとの交流

　・お年寄りや学生に赤ちゃんを触れてもらう　　・老人ホームと保育園や幼稚園の併設

　・おじいちゃんやおばあちゃんの意見や知恵を聞ける場

●気軽に行ける・集える場

　・子どもが安心していける飲食店の増　　・授乳スペースの拡大

　・子育てについて気軽に話し合える場

　・土日でも悩みの相談ができる　　・食事もとれる子育て支援センター

●子育てにかかる費用の負担軽減

　・3人以上子どもができたら特典がある　　・産めば産むほど得するシステム

　・アレルギー手当（アレルギーのお子さんに対する経済的負担軽減）

　・子育てママへの無料駐車料金サポート

 テーマ②

　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを

  出し合いましょう！
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●佐世保の良さ

・地元好きが多い ・家が建てやすい ・自然が多い

●田舎ならでは

・できちゃったから仕方ない ・次は？とか、きょうだいのことなどのプレッシャー

・結婚する年齢が若いため

●佐世保の特色

・自衛隊の世帯が多い ・転勤族の家族連れが多い

・米軍さんの家族連れが多い ・ワンオペママ（一人で子育てするママ）が多いため

●サポート体制の充実

・同居など子育てしやすい ・相談する人がいる ・子育て支援が充実している

●人（ソフト面）

・おせっかいさんの育成 ・リタイヤした人たちとの交流 ・助けてくれる人を増やす

・子ども食堂がもっと増える ・子育てについて気軽に話し合える場（が必要）

・ママリフレッシュの機会を増やす ・産後サポートの充実、普及 ・（得意な）スキルのシェア

●子育てしやすい場所（ハード面）

・雨の時の遊び場 ・食事もとれる子育て支援センター ・トイレや授乳室の充実

●仕事場

・妊娠、子育てについての職場の理解 ・育休1年は絶対必要 ・ママに優しい職場

・父親が子育て参加しやすい職場 ・男性育休のすすめ

■　1班のアイデアやご意見（参加者4人）

テーマ①　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？

テーマ②　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いましょう！

参 考 資 料：各 班 の ア イ デ ア や ご 意 見
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●お金

・公務員など高所得層が多い

●祖父母

・実家が近い人が多い ・３世代家族が多い

●きょうだい

・きょうだいが多い人が多い

●避妊

・避妊に対する意識が低い

●環境

・質の高い保育園が多い ・子育て家庭への配慮がある ・佐世保市は住みやすい

・自然が豊かなため妊娠しやすい環境にある

●人とのつながり

・土日でも悩みの相談ができる人（が必要）

●ケア

・産前産後ケアを充実させる ・産後に家に来てほしい

●お金

・母子、父子家庭等への子育てに対する補助金の増

●交通

・子どもパスを作る

●遊ぶ場所

・雨の日でも遊べる場所 ・屋内の子どもの遊び場

●仕事

・職場の理解 ・職業選択の増加

・女性の開業支援、就職支援の充実

●パパ

・お父さんの子育てのための休暇を

・パパ向け講座、支援の充実

テーマ②　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いましょう！

テーマ①　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？

■　2班のアイデアやご意見（参加者4人）
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※3班は欠番

●若い

・高校を出て働く人が多いので結婚が早い ・団塊の世代Jrが子どもを産んでいるから

・九州なので嫁プレッシャーで男の子もしくは女の子が生まれるまで…というのがあったり…

●育った環境

・親のきょうだいが3人以上だから、3人以上欲しいという人が多い ・人があたたかい

●地域性

・近所づきあいがある ・娯楽が少ない

●サポート

・家族（祖父母）が近くに住んでいる ・同居する人が多いので、手が行き届く

●制度がよくなっているかも

・保育料や医療費の負担

●お金

・給料UP ・住居費を安く ・保育料、医療費等の負担軽減

・3人以上子どもができたら特典がある

●転勤

・転勤族へのサポート（どこの病院がよいかなど）

●公共

・子育て施設の充実 ・気軽に集まれる場 ・授乳スペースの拡大

・子どもが安心していける飲食店の増 ・保育所、幼稚園の増

●行政

・情報の出し方に工夫を ・窓口をひとつに

・夜間対応の拡大 ・母子手帳の交付がいつでもできる

●地域

・異世代交流

テーマ①　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？

テーマ②　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いましょう！

■　4班のアイデアやご意見（参加者4人）
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●環境がよい

・自然と街なかがきちんと分離されており、程よく田舎 ・家を建てやすい ・保育所にあずけやすい

・祖父母が同居または市内に住んでいるため、協力を得られる ・周りの人が優しい ・自衛隊がある

●医療の充実

・産婦人科のお金があまりかからない ・出産サポートが充実している ・小児科が多い

・小児科の休診日が重ならないので、２つ確保しておけば安心

●第２子以降の出産に対して前向きになれる

・周囲のママたちが子だくさんな人が多い ・自分にもできそうな体験談を聞ける

・幼稚園での未就園児サークルがたくさんある

●金銭面

・給与水準のUP ・子育てにかかるお金のサポートの充実

●施設

・雨の日でも遊べる施設 ・子育てママへの無料駐車料金サポート

●家事サポート

・子育ての負担を下げる家事サポート

●職場

・子どもが急病の時に預かってくれる場所 ・職場のやさしさ

・経営者に子育ての理解を促すフォーラムの開催

■　5班のアイデアやご意見（参加者4人）

テーマ②　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いましょう！

テーマ①　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？
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●佐世保の特徴

・転勤族が多く、知らない人を抵抗なく受け入れてくれる ・基地や自衛隊の駐屯地がある

・地元に残る人が多いから、祖父母のフォローがある

●住みやすい街だから

・子育てをするにあたり、のんびりした街だと思う ・幼児の子育て情報が多い ・子育て支援の場が多い

・近所の助けがある ・職場復帰しやすい ・お金があまりかからない

●金銭面

・パートなど子育て中の人が働きやすい仕事の増 ・医療費の助成を18歳まで延ばす

●情報

・市のHPを見やすく ・情報の一元化 ・授乳室等の情報を ・赤ちゃんの駅制度

・小、中学生向けの情報の増 ・反抗期の対応に困る親の悩み相談会

●お母さん以外への支援

・お父さんへもお母さんと同じようなフォローを ・お父さん参加イベントに託児を

・おじいちゃんやおばあちゃんの意見や知恵を聞ける場を

■　6班のアイデアやご意見（参加者5人）

テーマ①　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？

テーマ②　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いましょう！
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●周りの助けや影響

・両親がすぐ近くにいる、又は同居 ・近所の人の助けがある ・結婚や出産する年が早い

・子だくさんが周りにいる

●佐世保の規模がちょうどよい

・2人で働く場所がある ・田舎すぎず都会すぎず

●出産しやすい

・産院のクオリティが高い ・ニーズにあった産院が見つかる ・行政のサポートが手厚い

●（子どもを）預けやすい

・保育所、幼稚園が割と多い

●子どもを遊ばせやすい

・水族館や動物園など、子どもが遊べる場所が多い ・自然が多く、子どもによい環境

・育児にあまりお金がかからない

●（ママやパパの）体が元気！

・食べ物が新鮮 ・女性も男性も健康

●遊び場

・屋内の遊び場 ・公園に日陰を ・学校や大きな駐車場など、大きなスペースを自由に使わせる

・自然での遊びや米軍との交流など、地域性を活かす

●行政の支援

・産めば産むほど得するシステム ・医療費の負担軽減 ・賃金UP

●働きやすさ

・共働きをもっとしやすく ・必ず預けられる保育園や病児保育 ・休暇が取れる

●家事支援・教育

・家事支援サービス ・産後ケアの充実（特に産後1ヵ月）

■　7班のアイデアやご意見（参加者4人）

テーマ①　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？

テーマ②　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いましょう！

・生きるためのスキルをより学べるように、

　学校の教育プログラムの改変を
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●環境

・佐世保の人は優しい ・自然が多く空気がいい ・ご飯がおいしい ・穏やかな環境である

・実家で暮らしている人が多い

●自衛隊・米軍

・自衛隊の出産、子育てする年代が多い ・アメリカ人とのハーフが多い

●施設

・病院や子どもの施設が多い ・保育園が多い

●施設等

・公園をもっと自由に遊べる空間に ・全天候型の小さな子連れでも安心して遊べる施設の充実

・烏帽子に施設を ・老人ホームと保育園や幼稚園の併設 ・児童クラブの増

・保育園をもっと利用しやすく ・お年寄りや学生に赤ちゃんを触れてもらう（場所や機会を）

・子連れで気兼ねなく食事ができる食事処 ・仕事と（子育てが）両立しやすい職場環境

・学校にコミュニケーション教育を

●手当等

・児童手当の増額 ・医療費の無料化 ・2、3人目の手当て増加 ・高校の無償化

・高齢者のようにオムツ負担金を出す ・アレルギー手当 交通費の負担軽減

■　8班のアイデアやご意見（参加者5人）

テーマ①　佐世保市の合計特殊出生率が高いのはなぜだと思いますか？

テーマ②　佐世保市が、今よりもっと子育てしやすい街になるためのアイデアを出し合いましょう！
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●

●

● 同じ悩みを共有でき、いろんな話ができて嬉しかったです。

● 気軽に話せて、色々な情報交換ができて楽しかった！

● 共感できる意見がたくさんあって、自分だけの悩みじゃないんだと知ることができました。

● 思った以上にたくさん話を聞けてよかった。時間が足りなかったくらい。

● 子どもと離れて話ができるのがよかった。もっと深い話までしたかった。

● 市民の思いが聞けて、それが行政に反映できればいいなと思った。

● 面白かったです。異なる世代の方の子育ての実情が聞けて、勉強になりました。

●

●

●

●

●

● いろんな立場の方の話を聞いて、自分が考えたこともなかったアイデアが発見できました。

●

とても楽しく、グループ内の話もはずみました。いいアイデアもたくさん聞かれたので、ためにな

りました。

これからも我が子も教えている子ども達も、同様に前向きに笑顔が増える佐世保にしたい

と思いました。

参加してとてもよかったです。会場まで少し遠いので、支所などでもやっていただけたら嬉し

いです。

とてもとてもよかったです。他の班の方たちともお話できるように、途中でグループ交代など

あっても楽しいかも。

■　参加者の声（アンケート結果の概要）

他の集まりではママ側のみの話しか聞けなかったので、パパの話を聞けて違う視点の発見

にもなりよかったです。

ちょっとしたアイデア、ちょっとした思いやり、相手の立場に立って相手を考えることを大切に

しているつもりでも、生の声を聞かないとわからないなと改めて思いました。

「こうなったらいいなあ」はきりがありませんが、同じ思いを持つ人達とつながり、私達からも

行動していけるよう取り組めたらと思いました。

いつも話している内容なのに、なぜか今回は新鮮でした。パパも何人か参加されていたの

で、次回はうちもパパに参加してもらおうかなとも思います。

 実際にワールドカフェに参加してみていかがでしたか？
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● 元々、関心はありましたが、知人のお誘いがあったから決めました。

● たいした子育てもできていないが、小学生の親として何か役に立てばと思い参加した。

● 友人が参加すること。他の方の意見も聞いてみたかったからです。

●

●

● やはり、佐世保を住みよくしたいと思ったため

●

●

●

● 好奇心。昔、ワールドカフェに関する本を読んでいた。

●

● 妻の誘い

はい 25名

無回答   3名

その他   2名（ ・日程次第で検討します。　・内容による ）

 ワールドカフェが来年度も開催されたら、参加してみたいですか？

 何が決め手となって、ワールドカフェに参加しましたか？

夫が育児講座（父親向け）に参加した時に、「子の同室ＮＧ」「託児なし」だったので、

母親向け父親向けで何故区別するのかと思ったから。

普段から子ども達に手芸・工作を教えており、悩みや相談を受けるので、少しでも学べるこ

とや情報があればいいと思い参加しました。

参加する方は、きっと興味深い考えをお持ちの方が多いのではないかと思い、話を聞いて

みたいと思ったからです。

子育てに対する不安や不満など、普段、自分だけが感じていることなのかを知りたかったと

いうことと、他の方の話も聞いてみたいと思ったから。

夫婦共に参加でき託児がある。2時間程なら子どもも楽しく遊べる。お菓子とお茶がある。

自分の悩みや困っていることをはき出せる。

自分の子育てに役立てるアイデアをもらえたり、自分の意見や他の人と意見交換して、新

しい考え方や参考にできることを得ることができたらいいなと思い参加しました。
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