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子育てしたくなる 子ども・子育てにやさしい新潟市

（仮称） 「スマイルプラス運動」の実践
～ママの悩みは、市役所だけでは解決できない～
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はじめに

「子育て」を支え、子どもが健やかに育つことは、社会全体で取り組むべき最重要課
題である。

新潟市も、若い世代が「子育て」を躊躇してしまうことのないよう、子ども・子育てに
やさしい街を目指し政策を実践してきた。

しかし、 新潟市の「子育てしやすさ」について外部から評価を得ているが、市民から
の評価が高いとは言い切れない状況であることがわかった。

子育てに関する表面化していない市民の不満やストレスがあるのではないかと考え
調査を行った。
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１．新潟市の問題意識

～新潟市は子育てにやさしい街じゃなかったの？～
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１．新潟市の問題意識 （１）新潟市の子育て関連行政サービスの評価
子育て関連サービスを政令市で相対的に比較すると、新潟市の行政サービス
は役所起点では高評価と言える

札幌 仙台
さい
たま

千葉 横浜 川崎
相模
原

静岡 浜松
名古
屋

京都 大阪 堺 神戸 岡山 広島
北九
州

福岡 熊本 新潟

保育施設（保育園）
1,000人あたり比較

△ ◎ ▲ △ ○ △ △ ○ ▲ ○ ◎ ○ ▲ ◎ ▲ ▲ ○ △ ◎ ◎

保育園入園率 △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ○ ▲ ○ ◎ ◎ ○ △ ○ ○ △ ◎ ◎ ◎

保育士数 ○ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ◎ ▲ △ ◎ ○ ○ ▲ ◎ ○ ◎ △ ○ ◎

保育料（3号） ◎ ▲ ○ ▲ △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ▲ ○ ◎ △ ▲ △ ▲ △ △ ○

保育料（4歳上） ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ ○ △ ◎ △ ◎ △ ▲ ▲ ◎ ▲ △ ▲ ▲

教育施設
（幼稚園）

△ △ △ ○ ▲ ▲ △ ◎ ◎ ○ ○ △ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ▲ ▲ ▲

ファミサポ料金 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ◎ ◎ ○

ファミサポ病児 有 － 有 － － － － 有 － － － － － 有 － 有 有 － 有 有

学童保育料金 ◎ ○ ▲ ▲ △ ◎ △ ▲ ○ ○ ▲ ◎ ▲ ○ △ ◎ △ ○ ○ △

学童保育
対象学年

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○

病児・病後児保育 ▲ ▲ △ ○ △ ▲ ▲ ▲ △ ○ △ ◎ △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

訪問事業 ◎ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ○

健診実施 ○ △ ○ △ △ ◎ △ ○ ○ ◎ ○ △ ◎ ○ ○ △ △ ○ △ ○
医療助成
通院対象

▲ △ ◎ ◎ △ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ▲ ▲ ▲ △ ○

医療助成
所得制限等

▲ ▲ ◎ ○ △ △ △ ○ ○ ◎ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ◎ ○ ○

BPプログラム
実施回数

‐ ‐ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ○ △ ○ ‐ ○ ○ ◎ ○ ◎ ‐ ○ ○ ◎

小児科医師数 △ ◎ ○ △ ◎ ○ ◎ △ ○ ◎ △ ○ ○ ◎ △
市・男性育休
奨励金の有無

有 ‐ ‐ 有 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 有

※1 平成28年4月1日時点

※2

判定基準は数値及び政令市内順位等により新潟市政策改革本部事務局で判定し作成 （2016年9月28日）

※１

待機児童
ゼロ

※２：日経DUAL「共働き子育てしやすい街 総合ランキング50位発表」 http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=7563

日経DUAL「共働き子育てしやすい街2016 総合ランキング」 http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=9518

2015調査対象：1都3県（東京・神奈川・埼玉・千葉）の主要地区と全国の政令指定都市計100自治体 / 2016調査対象：首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中京
圏（愛知・岐阜・三重）、関西圏（大阪・兵庫・京都）の主要市区と全国の政令指定都市、県庁所在地の162自治体

※２

日経DUAL

「共働き子育て
自治体ランキング」

2015年 18位
2016年 20位
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魅力的だと思う 7.3%

どちらかといえば

魅力的だと思う

35.3%

どちらかといえば

魅力的だと思わない

17.5%

魅力的ではない

10.1%

わからない

29.3%

不明/無効回答 0.5%

子育てする場として新潟市は魅力的か

思わない
２７．６％

思う
４２．６％

市内在住市民（２２歳~４９歳）
無作為抽出
対象：在住者全体（n=1,144）

１．新潟市の問題意識 （２）新潟市民の評価
市民起点での子育てに関する評価は高いとは言えない

※１ 平成22年国勢調査結果 第22表 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数－全市、区別－
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/toukei/kokuzeichosa/kokuseikekka/h22/2010.files/22-22.xls

「魅力的だと思う」が約４割
「思わない」も約３割存在

新潟市まち・ひと・しごと創生に関するアンケート調査（結果報告書）2015年度

常住する就業者387,416 人
自市での就業者346,558人
新潟市民の市内就業率は

８９．４５％ と高い ※１
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子ども施設の質の向上

【参考】

この調査は、公共施設の点検「子どもにやさしい施設改善」
の調査を深堀し、本調査に先駆けて実際の「生の声」を
改善に反映させた調査です
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利用者アンケート結果 [概要]

○201５年１０月に、市内子ども施設全６１施設で利用者アンケート調査を実施し、２，７４７名
の利用者から回答を得た。

○ 利用者から得られた意見の７割は「満足意見」であり、中でもスタッフの対応に対する満足が最
も多かった。

○ なお、検討すべき又は検討の余地がある現実的な改善要望は、児童館、支援Ｃともに３割前後
であった。

○ 新潟市では、子ども施設の所管課長をメンバーとする「子育て・子育ちワーキンググループ」を
設置し、課題の改善に取り組んできた。

机上の数字だけで比べてはわからないこと
ハード整備のだけではない、施設の運営、ソフト面、細部の重要性がわかった

実際の「生の声」を訊くことで効果的な改善が図られた （利用者起点）

子ども施設の質の向上



Page 88

新潟市
政策改革本部

児童館及び子どもの遊び場 【１７施設】

（複合施設又は単独施設)

子育て支援センター 【４４施設】

（主に保育園に併設）

①
根拠法令

新潟市児童館条例 及び 個別条例
児童福祉法、地域子育て支援拠点事業実施要綱、
及び新潟市地域子育て支援センター事業実施要綱

②対 象
乳幼児、小・中・高校生
（施設により異なる）

乳幼児（未就学児）

③概 要 子どもたちが自由に遊べる施設 子育て家庭に対する育児支援を目的とした施設

④機 能
遊戯室・プレイルーム、体育館、図書室、
工作・創作室、屋外遊具・広場 など

主に遊戯室、プレイルーム

⑤
土日開館

【土曜（午前・午後）】 １００％
【日曜】 ７３％

【土曜（午前）】４５％ 【土曜（午後）】１０％
【日曜】５％

⑥
利 用 者

未就学児（２７％）、小学生（３６％）、中高生（２％）大人（３５％） 未就学児（５４％）、大人（４６％）

⑦
利用目的

【大 人】 子どもをのびのびと遊ばせる（８６％）
【大 人】 自分自身の気分転換やﾘﾌﾚｯｼｭ（１７％）
【小学生】 友達と一緒に遊ぶ、おしゃべりする（６７％）
【小学生】 家ではできない遊びをする（５０％）

【大 人】 子どもをのびのびと遊ばせる（９１％）
【大 人】 自分自身の気分転換やﾘﾌﾚｯｼｭ（３３％）

⑧
利用頻度

【大 人】 月２～３回（２９％）、月１回（２８％）
【小学生】 週２～３回（２８％）、ほぼ毎日（１９％）

【大 人】 週２～３回（３４％）、週１回（２６％）

⑨
管理主体

【直 営】 ５ （各区健康福祉課、地域教育推進課）
【委 託】 １ （東区健康福祉課）
【指定管理】 １１ （こども未来課、各区健康福祉課）

【直 営】 １２ （各区健康福祉課）
【委 託】 ３１ （保育課）
【指定管理】 １ （秋葉区健康福祉課）

【参考】プロジェクト対象施設の概要

・各施設では、有する機能や土日開館の状況、利用者、利用目的、利用頻度が異なっている。

（出典） 新潟市子育て応援パンフレット「スキップ」（H26） 、「子ども施設の質の向上」利用者インタビュー
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【参考】調査の位置付け・目的

・子ども施設では、利用者が改善して欲しいと思っていることについて十分な情報を得られていない。

・本プロジェクトでは、利用者の声を聞いて課題を明確化し、改善を図るまでのＰＤＣＡを回していく。

調査実施の背景
（現在の問題点）

利用者の声を聞いて、改善を図るための仕組みが十分に回っていなかった

－半数の子ども施設では、総合的に利用者のニーズや満足度を把握するための調査を
実施していない

－既存の利用者アンケート結果からは、施設の利用者が本当に困っていることや、
改善して欲しいと思っていることについて、十分な情報を得られていない

（２）意見箱（１）利用者インタビュー

＜実施の目的＞

○一般的なアンケート調査では把握が難し
かった「改善を図るための具体的な意見」を
より多く把握する

＜実施の目的＞

○全子ども施設において統一様式でアンケー
ト調査を実施することで、横断的に利用者
のニーズを把握する

利用者の声を聞いて子ども施設の課題を明確化し、改善を図るまでのＰＤＣＡを回していく

子ども施設の底上げを図る
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【参考】 （施設利用時のルール）

必要以上のルールやきまりは、利用者に心理的なプレッシャーを与え、のびのびと子どもを

遊ばせること、また利用者相互の交流の機会を阻んでしまう

利用者の声

「子どもが何か問題行動を起こしてはいけない、
何かさせてはいけない雰囲気が漂う」
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【参考】 （事例 ：施設利用時のルール）

・新潟市児童センターのリーフレットには、「利用のきまり」について表記をしていない

・「自由にすごせる」「・・・できます」という表現は、初めて利用する人の不安を緩和する
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【参考】 （スタッフの対応／上越市こどもセンター）

施設運営において、スタッフの利用者対応を最も重視

●入口に利用者を出迎えるスタッフを１名配置し、声掛けを行う

（施設に来て、誰とも話さずに帰る人がいないように配慮）
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【参考】 （スタッフの対応／ドリームハウス－新潟市内の民設の居場所－）
・「子育ての悩みを一緒に分かち合う人の輪を作りたい」という思いを施設運営に反映
・ママの声に耳を傾け、ママの元気を１番に考えた対応を行う

ママの声

－もっと大人と子育て以外の普通の話がしたい

－「子どもから目を離さない」よう言われるため、子どもが何かするた
びに「ダメダメ」を連呼。 こんなに疲れるなら家に居た方がいい

－ゆりかご学級からのつながりですでに「輪」が出来上がっていて

引越しや転勤で来たママはその輪に入れない

ドリームハウスの対応

－スタッフや利用者同士のコミュニケー
ションを大切にし、

１人でも行きやすい雰囲気を作る

－ママを管理するのではなく、ママと対
等な立場で話を聞き合える場を作る

－お互い様で協力し、ママが子どもから
目を離せる時間を作る

ママの元気を一番に考えて対応
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C. 施設運営方針の
検討が必要

施設運営方針の検討は不要
D. 市役所・区役所
レベルでの
対応が必要

A. 経費は不要 B. 経費が必要

20% (393件) 36%  (704件) 8%  (146件) 36% (693件)

対応するべき意見１，９３６件

（１）スタッフ体制の充実・増員

（２）土日開館及び開館時間

の延長

（３）飲食の許可・

飲食スペースの設置

（４）駐車場の混雑解消（拡張）
及び無料化

●清掃の徹底

●スタッフ対応の改善

●ルールの周知

●イベント時間や
申込方法の改善

●授乳室、オムツ替え
シートの設置・増設

●イベント回数の増加

●イベント内容の充実

●ＨＰ，ＳＮＳの活用

●安全面を考慮し
年齢によって利用
可能なゾーンを分
けるかどうか検討

【参考】対応するべき意見の分類

「対応するべき意見」について、対応主体、経費の有無、方針検討の有無から４分類した

（出典） 2015年度利用者インタビュー調査結果

市役所・区役所レベ
ルでの対応が必要

個別施設で対応できる
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個別施設で対応できる ①衛生面 ○小さい子がいるときに、床によだれが落ちているときがある。
○畳の上に髪の毛がよく落ちているのが気になる。園庭の遊具に落ちた鳥の糞
がそのままになっている。

②スタッフの
対応

○カウンターでの対応がその時によって違うことがある。分かっている事なのに、
言い方が良くなく、チクチク言われるとこちらもイラッとする。
○センター長が変わってから職員の対応が事務的である。以前は積極的に関
わってくれた。センター長、もっと現場に出てきてもいいのでは？

⑤飲食 ○飲み物は食堂以外でもＯＫにしてほしい
○昼食タイムが１２時～１時になっているが、子どもが食べ終わらないことがある
ので、もう少し延長してほしい。

⑥基本設備 ○トイレに子供用のスリッパを入れてほしい。
○トイレに手洗い用のこどもの踏み台がほしい。

⑦遊具 ○本，カード，色鉛筆がばらばらで探しにくい。
○細かいおもちゃは、幼児の手の届かないもっと高い位置に置いてほしい。

⑧イベントの
定員・内容

○土日のイベントを増やしてほしい。
○いつも混んでいるのでどうにかしてほしい。

⑩遊ぶ場所
・スペース

○去年まで園庭を開放していたと思うので、早目に開放してほしい。
○遊戯室の利用日を増やしてほしい。

⑪その他 ○情報発信を考えてほしい。いい場所なので多くの人に知ってほしい。
○おもちゃの片付け方を写真で表示してほしい

【参考】－課題Ａの内容

・予算不要（又は少額予算）ですぐに対応できる要望は多岐にわたり、全要望の約２割を占める。

経費は不要 【393】Ａ
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⑤飲食 ○ランチのテーブルを増やして欲しい。
○お弁当を食べる時に，電子レンジが欲しい。
○冷たい飲み物、麦茶等があると嬉しい。大人もこどもも飲めるもの。

⑥基本設備 ○授乳用パーテーションの高さが足りない。（立っている人から見える。）
○授乳コーナーがあって、カーテン等で仕切られていると良い。
父親も区別がないと来にくいと思う。

○洋式トイレ内に赤ちゃんを座らせるいすをつけてほしい。
○オムツ替えが一階にしかないのが不便です。
○おむつ交換台の位置が高いので、子どもが動くようになると危ない。
下（床など）で交換ができる設備があれば。

⑦遊具 ○おままごとの野菜がくっつかなくなっているので直してほしい。
○0歳児用の絵本も少し欲しい。（だるまさん，おばけの本など）
○大型遊具が壊れやすい（トランポリン）。冬に向けて，体を動かす事がで
きる遊具やおもちゃが充実するとありがたい。

⑧イベントの
定員・内容

○小学校高学年向けのイベントがもっとあるとうれしい。
（対象年齢が低いので申込みづらい。）
○午後も絵本ライブがあればよい。午前は子が寝るので，参加できない。
○ヨガなどのイベントは，保育があると助かる。
○ママ向けのイベントがほしい（体力的なもの）

⑪その他 ○バッグ（荷物）等のおき場所を作ってほしい。（子どもが触ってしまう）
○紙の情報誌より、パソコン、スマホから情報を取りたい。
○はじめての人は内容が知りたいので、ネット発信があれば。

【参考】－課題Ｂの内容

・現実的な予算で対応できる要望は、多数ある。

個別施設で対応できる

経費が必要 【704】Ｂ
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③年齢によ
るゾーン設
定

【ゾーン設定に賛成】

○我が子が走っていて、年下の子のところへ行ったときにヒヤッとする。ネン
ネの子の遊び場を囲ったりするなどしてくれると遊ばせやすい。

○上の子が小さい時，大きい子と小さい子のゾーンがある程度分けられてお
り，自身も大きいことの接触に気を付けて遊ばせたりしていたが，遊び方が
年齢によって違うので，大きな子たちがこわいと思ったことがあった。

○土日のように人が多かったり、大きい子が多いとすごく危険を感じる。

○小学生の遊び方と，幼児の遊び方がちがうので，もう少しルール設定すると
よい。

【ゾーン設定に反対】

○年齢によって利用日を設定されると異年齢の兄弟を一緒に連れて行けない
ので、利用を年齢により制限しないでほしい。親が見ているので、色々な年
齢の子が来ていても大丈夫だと思います。

○冬場になると室内で遊ばせたいので、もっと来れる日が多いと良いと思う。
大きい子も小さい子も一緒だとお互いの刺激になると思う。

○時間や子供の月齢で分けられると、使いづらいことがある。

○平日の昼間（午前）だけでよいので、乳幼児も体育館を使えるようにしてほ
しいです。

○０歳限定ゾーンは良いが、上の子（３歳）も一緒に入りたい。

【参考】－課題Ｃの内容

・「③年齢によるゾーン設定」に対しては、同じ施設内でも「賛成意見」と「反対意見」が混在する。

・要望への対応を行うにあたり、施設の方針についての検討が必要となる。

個別施設で対応できる

施設運営方針の
検討が必要 【146】

Ｃ
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【参考】－課題Ｄの内容

・各区共通の課題の中で最も多い要望は、支援Ｃの「④開館日・開館時間」。特に土日開館を

望む声が多数ある。また、「⑤飲食」は、同施設内でも賛成意見と反対意見が混在している。

②スタッフの
対応

○利用者に対して，スタッフの数が不足

○もう一人スタッフが多くいた方が良い。先生がお家の人や子供達の中
に入って過ごしてもらえる方が良い。子供同士のトラブルに対応してもら
える。先生と話したいのに、いつも忙しそうで話しかけるタイミングに困る。

④開館日・
開館時間

【土日利用したい】

○日曜日も開館してると、パパと来られるのでお休みなのが残念。
ほかも閉館しているところが多い。

○父親が土日勤務の職なので、母子で土日も遊びに来たい。

【開館時間の延長希望】

○朝９時から利用できるといいです。子どもはこちらで遊びたがるものの
１０時まで待っていられず車の中で眠ってしまうときが度々あります。
○夕方も４時３０分頃まで開いているとお昼寝の後にも遊びに来れる。

⑨駐車場 ○駐車場が少ない。埋まっていることが多く，車が留められないことが多い
○駐車場料金は無料にしてほしい。なぜ有料？長期滞在防止？
○駐車料金が高いので友人と乗り合わせてきている。もう少し安くなればセ
ンターの雰囲気が良いのでもっと利用したい。

⑤飲食 【飲食したい（飲食に賛成）】

○子どもがぐずった時にちょっとお菓子をあげたい。
○時間とスペースを決めてお昼ご飯を食べられると、ずっといられる。

【施設内の飲食には反対】

○アレルギーがあるので飲食できる場所は心配なことがある。
○食べれるといいかとは思いますが、このスペースでそうなると清潔を保
つのは無理かなとおもう。

市役所・区役所レベルでの対応が必要

市役所・区役所レベル
での対応が必要 【693】

Ｄ
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Ａの課題 （個別施設で対応・経費は不要※）
※既決予算で対応できる消耗品等を含む

Ｂの課題 （個別施設で対応・経費が必要）

子ども施設
（全61施設）

子ども施設
（全61施設）

①物理的要因により対応が困難

・お弁当の時間が早い方が良い。

⇒イベントの時間帯や職員体制を考える
と時間の変更は困難。

②施設の方針により対応しない

・ （職員不在でも）外遊びを自由にしたい

⇒施設の方針として，子どもの安全を第
一に考え、大人の目がないところでの
外遊びを自由にしない

■③工夫・代替策により対応

（要望通りには対応できていない）

・イベントに定員や予約が必要だと気軽
に行けない。

⇒年間のメインの行事カレンダーを掲示
し、前もって参加を検討できるようにし
た

■④改善済み（要望通りに対応）

・施設のおたよりが，スーパーやドラック
ストアにはってあるとよい。

⇒地域のスーパー、ドラッグストアに設置

・もっと子どもたちに声がけしてほしい

⇒来館時、退館時の挨拶をはじめ、常に
子どもたちに声かけをするようにした。

①物理的要因により対応が困難

・屋外の遊具を増やしてほしい

⇒児童館周辺の庭スペースは､自治会
の管理でかつスペースがないため，
設置困難

②施設の方針により対応しない

・身体を動かせる遊具があるといい。

⇒施設の目的が創作活動なので現状
維持

■③工夫・代替策により対応

（要望通りには対応できていない）

・家でできない遊び（絵具遊びやたた
かいごっこ）ができるとよい。

⇒要望を取り入れながらイベントの計
画を行うとともに、他施設の情報を
提供することでさらに利用者の選択
肢を広げる

■④改善済み（要望通りに対応）

・自動販売機を設置して欲しい

⇒H28年7月に設置

・プログラムが毎月同じのようなので，
新しいものがほしい。

⇒６件追加した

・トイレがくらい，こわい

⇒改修を実施し、明るい雰囲気にした

（３９３件）
（７０４件）

（出典） 2015 子ども施設の質の向上「利用者アンケート」結果
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【参考】課題Ａ及び課題Ｂの改善状況

課題Ａの６９％、課題Ｂの５０％が、利用者の要望どおりに改善された。また、要望通りではないが、

工夫・代替策により対応したものを含めると、Ａで約８割、Ｂでは約７割の課題が改善された
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【課題Ｃ】 子どもの年齢によって、遊べるスペースや利用日時を区切るかどうか（年齢によるゾーン設定）

－利用者から、賛成・反対の相反する意見が混在しており、ゾーン設定の有り方に正解はない

－施設の規模やスペース、人員によって、施設の方針やゾーン設定のあり方も様々である

北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区 全市計

ゾーン設
定有り ４ ０ ２ ２ １ ０ ３ １ １３

ゾーン設
定無し ４ ４ ３ ０ ２ ７ ３ ６ ２９

（単位：施設）

【対 応】

○まずは、ゾーン設定に対する利用者意見のあった４２施設において、施設の方針を決定した

○今後も継続的に利用者の意見を聴き、ゾーン設定のあり方について検討を行っていく必要がある

○また、今回利用者から意見がなかった子ども施設においても、今後、同課題について検討していく

（出典） 2015 子ども施設の質の向上「利用者アンケート」 ２０１６年５月末現在の改善状況報告書（課題Ｃ）

ゾーン設定に賛成

赤ちゃんがよちよち歩きのところに大きい
子が遊ぶとぶつかったりするのでは？と思
う。 危ないから場所が分けてあると良い

ゾーン設定に反対

年齢によって利用日を設定されると異年齢
の兄弟を一緒に連れて行けないので、利
用日を年齢により制限しないでほしい

【参考】課題Ｃの改善状況

利用者からゾーン設定に関する意見のあった全４２施設において、施設の規模やスペース、

配置人員などの現状も含めて検討し、施設としての方針を決定した
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（１）スタッフ体制の充実・増員 （１３件・２％）

Ｄの課題

（市役所・区役所レベル

での対応が必要）

子ども施設
（全61施設）

①

②

③

④

①物理的要因に
より対応困難

②施設の方針に
より対応しない

③工夫・代替策
により対応

④改善済み

各区において

まずは③から

進めた

（２）土日開館及び開館時間の延長 （３４４件・４９％）

（３）飲食スペースの設置 （１６４件・２４％）

（４）駐車場の拡張及び無料化 （１７２件・２５％）

○おむつ交換やトイレで席を外したい時、もう１人の子を少しの間見ていて
欲しいが、職員が一人しかいなく忙しそうにしている時と声を掛けづらい

○イベント時の対応に、スタッフ不足を特に感じる

○開設時間をもう少し長くしてほしい。お昼の時間帯を閉めないでほしい

○土日が開いていたら父子で遊べるのにと思う

○子どもがぐずった時など、ちょっとしたおやつが食べれると助かる

○時間とスペースを決めてお昼ご飯を食べられると、ずっと居られる

※ただし、飲食については、「飲食できない方がいい」という反対の声も出ている

○駐車場はイベント時混雑する、停められない

○駐車場が遠く雨の日に困る

○駐車場の無料化を希望

（出典） 2015 子ども施設の質の向上「利用者アンケート」結果

（６９３件）

【参考】課題Ｄの改善状況

・Ｄの課題は、各施設で対応するＡ・Ｂ・Ｃの課題と異なり、市役所・区役所レベルでの対応が必要

・すぐに改善を図ることが難しい課題であるため、まずは各区において工夫などによる改善から進めた
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－課題Ｄにおける工夫等の事例 （１）スタッフ体制の充実・増員

イベント時に地域住民や学生のボランティア
などが協力してスタッフ不足を補っている

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲

○ ○ ○ ○

【内容】 【対応区】

（出典）「 早通児童センター」提供資料
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－課題Ｄにおける工夫等の事例 （２）土日開館及び開館時間の延長

開館日や開館時間は施設によって異なることから
各施設の特徴を明記したチラシを作成するなどし、
利用者の希望に沿った施設を紹介している

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【内容】
【対応区】
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－課題Ｄにおける工夫等の事例 （３）飲食スペースの設置

イベント時に限定して飲食を可能にしている
（おにぎりの日、公園でお弁当を楽しむ日など）

児童館では、保護者同伴の場合に限り、

時間とスペースを決めて飲食を許可している

【内容】 【内容】

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲

○

【対応区】

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲

○

【対応区】

（出典） 子育て支援センター「どんぐり」提供資料、「岩室地域児童館」提供資料



Page 2525

新潟市
政策改革本部

－課題Ｄにおける工夫等の事例 （４）駐車場の拡張及び無料化

イベント時など混雑時には、近隣の公
共施設などの駐車場を案内している

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲

○ ○ ○ ○ ○ ○

【対応区】【内容】

○矢代田保育園

○支援センター

「たんたん」

舟戸公園
特別養護

老人ホーム

やしろだ宛

混雑時には、隣接の老
人ホームの駐車場を
借りている

混雑時には、
区役所の駐車
場をご案内

（出典） 白根児童センターＨＰ
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【参考】改善の進め方と推進体制

・今年度、具体的な改善を進めていくにあたり、「準備チーム」から「子育て・子育ちＷＧ」へ移行した

・プロジェクトの進行管理はＴＦで、作業の設計はＷＧで行い、区役所が中心となって改善を進めていく

リーダー

副市長

北区副区長

江南区副区長

南区副区長

西区副区長

（公共建築第２課長）

東区副区長

秋葉区副区長

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ
中央区副区長

西蒲区副区長

指示 報告

（中央図書館長）

●各区健康福祉課

●こども未来課 ●保育課

●地域教育推進課

全課題について区役所が中心となって
改善を進めていく

リーダー

秋葉区健康福祉課長

リーダー
副市長

具体的な改
善を進める
にあたりＷＧ
体制へ移行

各区役所の実
情に合わせ、
既存のＷＧ等
において作業
を行う。

（２０１５年度）
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２．調査結果

～実際にきいてみた～
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２．調査結果 （１）子育ての質を左右する様々な要素に関わっている人々
子どもが育つために「子ども」に関わる人やビジネスに注目した

母親（ママ） 父親（パパ）

祖父母

ママ
友

地域・社会

職場

家族

行政

民間

商業
施設

交通
機関

飲食店 イベント

テーマ
パーク

公共
施設

行政
サービス

パパの職場
ママの職場

一般
市民
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２．調査結果 （１）調査内容（インタビュー）
「生の声」を訊くために、有識者、パパ・ママへのグループインタビューを実施

実施年月日 所属等 氏名

2016年3月7日 NPO法人ヒューマン・エイド２２ 椎谷照美 代表

2016年3月9日 グローカルマーケティング（株） 子育て応援団「トキっ子くらぶ」運営 今井進太郎 代表取締役

2016年3月9日 新潟青陵大学
新潟青陵短期大学

中野啓明 教授
仲真人 准教授

2016年3月17日 新潟県立大学 小池由佳 准教授

2016年9月15日
（意見交換会）

NPO法人ヒューマン・エイド２２
新潟県立大学
地域教育コーディネーター（日和山小学校）

椎谷照美 代表
小池由佳 准教授
小島良子

【子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆意見交換会】

【現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー】

実施年月日 属性 対象者 （延べ３６名）

2016年7月6日 働くママインタビュー ママ４名

2016年7月7日 働くパパインタビュー パパ３名

2016年7月28日 働くパパ・ママ合同インタビュー ママ４名＋パパ４名

2016年7月27日 専業主婦ママインタビュー（中央区） ママ３名

2016年8月19日 他都市で子育て経験のあるママインタビュー（市内・市外） 市内ママ４名＋市外ママ１名

2016年11月28日 西区インタビュー ママ７名＋パパ１名

2016年12月9日 東区ママインタビュー ママ３名

※2016年11月17日 南区ママインタビュー （新潟県立大学 小池准教授実施） ママ２名

新潟市政策改革本部事務局 実施 （※は県立大学小池准教授より資料提供）
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２．調査結果 （１）調査内容（アンケート）
グループインタビュー調査等を踏まえ、アプリでアンケート調査を実施

【新潟市 こども未来課調査】

実施年月日 調査内容 調査対象

2016年12月2日
～14日

子育てに関するアンケート（アプリ・ホームページ等で実施） 子どもを持つ市民
（男３６６：女２５２）
６１８名より回答

【調査内容】

設問１
子育て中に頼りになる・理解があると思う人・もの
（まったく思わない＜強く思う 強さを５段階評価）

設問２
子育て中にストレスのかかる・やさしくないと思う人・もの
（まったく思わない＜強く思う 強さを５段階評価）

・配偶者
・祖父母
・同士（ママ友、パパ友）
・パパの職場
・ママの職場
・飲食店
・商業施設
・交通機関
・子育て施設
・スポーツ・文化施設
・一般市民（世間の人）

性別 年代 お子さんの年齢（複数選択可）
区分 件数 （％） 区分 件数 （％） 区分 件数 （％）
女性 252 (41%) ２０代以下 43 (7%) 胎児 22 (3%)
男性 366 (59%) ３０代 244 (39%) ０歳から１歳未満 89 (12%)
計 618 (100%) ４０代 258 (42%) 小学校就学前 292 (38%)

５０代以上 73 (12%) 小学生以上 362 (47%)
計 618 (100%) 計 765 (100%)
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２．調査結果 （２）調査からわかった４つの課題

①現状は「ママ」が育児の主体
⇒パパの育児参加は増えているが、家事育児の分担は妻が７～８割が多い

②「ママ」の悩みは身近な課題
不安 ・・・ 自分の子育ての悩み （子どもの成長、育児方法）
不満 ・・・ 家族を頼りにするゆえのストレス（たまには１人でカフェでお茶したい）
負担 ・・・ 子どもとの外出の困難さ（ベビーカー、食事、移動手段）

仕事と家庭の両立

③周囲（世間）の不寛容と、引け目を感じての行動抑制
店舗、公共交通機関、職場などで、不快な思いをしたり、そのような状況を避けるため、
行動そのものを抑制してしまう（やさしくされることも多いが、厳しい場面にも遭遇する）

④行政サービスについての細かな部分への「使いにくさ」
一定の評価をされているが、「使いにくさ」が各所に見られ、評価を上げきれていない

⇒意見を担当課へフィードバックし、市役所で改善を図る

出典：新潟市政策改革本部事務局調査
「２０１６年３月～１１月実施 子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー」

※「子ども施設の質の向上」 別途プロジェクト進行中

市役所だけでは、
解決できない
ことに気づいた
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２．調査結果 （２）調査からわかった４つの課題

有識者＆グループインタビューから （要旨抜粋）

①「ママ」が育児の主体 ・パパの協力が少ない、考え方を変えてほしい（ママインタビュー）
・（パパが）夜が遅く日曜しか休みがなく、ほとんど（自分）一人で子どもを見ている状態（ママインタビュー）

②悩みは身近な課題 ・相談内容が、最初は「子ども」のことだが、最終的には自分（ママ）のことになる。（有識者インタビュー）
・ネットなどで情報を検索すると、自分の子の成長と異なることが書いてあり、不安になる（ママインタビュー）
・ずっと子どもと二人の生活なので、たまに息抜きい、一人でゆっくりできる時間がほしい（ママインタビュー）

③不寛容と行動抑制 （不寛容）
・お店によっては、子連れで行くと「何で来たの？」という空気が凍るような感じを経験したことがある（ママイ
ンタビュー）
・マンションの前に幼稚園の送迎バスが止まることに苦情がでている（ママインタビュー）
・「職場」で「子育て」共有、共感してもらえているのか疑問（ママインタビュー）
（引け目）
・お店に対して気をつかう、自分の子どもがうるさくしていたたまれなくなる（ママインタビュー）
・いろいろ気が引けてファミリー向けの店しか行かなくなる（ママインタビュー）
・バスも利用したいがドキドキして乗れない、もっと気軽に乗れるようになるといい（ママインタビュー）

④行政サービスの使い
にくさ

・（病児保育）予約がとれない、とりにくい（ママインタビュー）
・（病児保育）昼食の準備が面倒、持参のパンで良いならなんでもいいのでは（ママインタビュー）
・（ファミサポ）利用時に面倒な手続きがあると利用を敬遠する
・（ファミサポ）急に利用したいときに会員と都合が合わない（ママインタビュー）
・（ファミサポ）利用料金の支払いが面倒（ママインタビュー）
・（ゆりかご学級・BPプログラム）良い事業なのに存在がしられていない（ママインタビュー）
・（保育園）お布団の持ち帰り、3歳児からの「主食」の用意を改善してほしい（ママインタビュー）
・（保育園）仕事があるから預けている、平日昼間の会合のようなものは避けてほしい（ママインタビュー）

（参考） パパのコメント
・パパ友がほしいとは思わない（パパインタビュー）
・がんばっていることが評価されない（パパインタビュー）
・（子育て施設で）パパ（男性）同士では話はしないので、他人はあまり気にならない（パパインタビュー）

出典：新潟市政策改革本部事務局調査
「２０１６年３月～１１月実施 子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー」
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２．調査結果 （２）調査からわかった４つの課題
①現状は「ママ」が育児の主体

（インタビュー・アンケートのママ意見まとめ）

・パパは「俺は育児やっている」感を出すが、ママから見るとそれほどでもない
・パパが自分の「やりたいこと」、限定的なことだけの育児参加で満足している
・パパの育児は手伝った感がハンパない（パパも育児の主体である意識の欠如）
・午後６時～９時には自宅にいてほしい （夕食準備、こどものごはん、お風呂）

パパが育児参加はしているが、ママのポイントとズレていることが多い

出典：新潟市政策改革本部事務局調査
「２０１６年３月～１１月実施 子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー」
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２．調査結果 （２）調査からわかった４つの課題
②「ママ」の悩みは身近な課題

妊婦で ＋５kg

抱っこの時期

＋１０kg

妊婦はおなかに5kgのおもり装着状態

抱っこの時期では、約１０ｋｇ 抱いて
さらに ５ｋｇの道具を持って移動↷

兄弟姉妹がいれば
勝手に動く子の面倒も見なくてはいけない！
目が離せない！

ベビーカーを使う環境だって
快適といえるの？？？

買い物も「最短」、食事も「早食い」
「子ども時間」での生活
お化粧だって・・・。

さらに・・

＋５kg

哺乳瓶、ミルク
オムツ、タオル
お菓子、おもちゃ
etc

【ママの本音】
独身・夫婦ふたり時代の身近な日常生活が変化

「（子ども、荷物）体力的負担、（周囲からの）精神的負担 みんなわかってよ！」

出典：新潟市政策改革本部事務局調査
「２０１６年３月～１１月実施 子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー」
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２．調査結果 （２）調査からわかった４つの課題
③周囲（世間）の不寛容と、引け目を感じての行動抑制

パターン ストレスを感じる具体例

自分の悩み ・子どもの成長の悩み（他の子と比べて・・・。）
・育児方法の悩み（知識を知りたい、確認したい）

家族間の課題 ・配偶者（主にパパ）との関係（子育てに非協力的、やっ
た気になっている、やりたいことだけやっている）
・祖父母との関係（子育て論の相違、なにげない一言）

職場内のストレス ・自分（配偶者）の上司や同僚との関係
・職場の就業形態、仕事の業務配分
（子育て家庭についての理解不足や偏見）

外出先でのストレス ・交通機関、飲食店・商業施設など良く訪れる訪問先の
従業員の応対
（子連れ客を嫌がる接客、子どもに優しくない応対）

一般市民
世間の人へのストレス

・ご近所との関係（子どもがうるさい等の苦情）
・たまたま言わせた人の不寛容な態度
（子どもが愚図った時に嫌な顔される）

事業者

家族/

友人

一般市民

日常生活の悩みやストレスのパターンは５つのパターンに分類される

出典：新潟市政策改革本部事務局調査
「２０１６年３月～１１月実施 子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー」
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２．調査結果 （２）調査からわかった４つの課題
③周囲の不寛容と、引け目を感じての行動抑制

「家族/友人」

・家族（配偶者や祖父母）を頼りにしている（特にパパはママを
頼りにしている）が、反面ストレスも感じている

・同士（ママ友・パパ友）はストレスが少なく、理解しあえる存
在だと感じている

「家族/友人」、「事業者」、「一般市民」

・家族、職場、交通機関のように選択の余地がないものや、
一般市民（たまたま居合わせた人）にストレスを感じている

「事業者」

・選択の余地がある施設、飲食店・商業施設などはストレスは
少ない

出典：子育てに関するアンケート（新潟市こども未来課実施 2016年12月2日～14日）

パパ・ママが日頃接する１１項目を設定し、「子育て中に頼りになる・理解があると思う人・もの 」、「子育て中にス
トレスのかかる・やさしくないと思う人・もの 」についてアンケート調査を行った

11項目 カテゴリー

配偶者

家族/友人
祖父母

同士
（ママ友、パパ友）

パパの職場

事業者

ママの職場

飲食店

商業施設

交通機関

子育て施設

スポーツ・
文化施設
一般市民
（世間の人）

一般市民

アンケート調査からわかったこと
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頼りになる、理解があると思う人・もの
配偶者、祖父母、女性はママ友、職場が理解があり、頼りになると感じている

思う, 14.7%

思う, 22.6%

思う, 63.5%

思う, 9.9%

思う, 42.1%

思う, 25.8%

思う, 60.7%

思う, 19.0%

思う, 51.2%

思う, 73.4%

思う, 69.4%

どちらでもな

い, 51.6%

どちらでもな

い, 52.4%

どちらでもな

い, 30.2%

どちらでもな

い, 46.8%

どちらでもな

い, 48.0%

どちらでもな

い, 53.2%

どちらでもな

い, 26.2%

どちらでもな

い, 30.2%

どちらでもな

い, 33.3%

どちらでもな

い, 20.2%

どちらでもな

い, 18.3%

思 わ な い ,

33.7%

思 わ な い ,

25.0%

思わない, 6.3%

思 わ な い ,

43.3%

思わない, 9.9%

思 わ な い ,

21.0%

思 わ な い ,

13.1%

思 わ な い ,

50.4%

思 わ な い ,

15.5%

思わない, 6.3%

思 わ な い ,

11.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般市民

（世間の人）

スポーツ・

文化施設

子育て施設

交通機関

商業施設

飲食店

ママの職場

パパの職場

同士

（ママ友、パパ友）

祖父母

配偶者

設問１ 子育て中に頼りになる・理解があると思う人・もの （まったく思わない＜強く思う 強さを５段階評価）
思う（レベル４，５）、どちらでもない（レベル３）、思わない（レベル１，２）で分類

女性（n=２５２）

出典：子育てに関するアンケート（新潟市こども未来課実施 2016年12月2日～14日） ※合計が100%に満たない差は項目は「該当なし」

思う, 10.9%

思う, 20.8%

思う, 57.1%

思う, 12.0%

思う, 30.9%

思う, 19.9%
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い, 40.7%
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い, 42.1%

どちらでもな

い, 21.6%

どちらでもな

い, 3.0%

思わない, 

41.8%

思わない, 

25.1%

思わない, 7.4%

思わない, 

45.4%

思わない, 

19.7%

思わない, 

27.9%

思わない, 

21.3%

思わない, 

20.8%

思わない, 

26.5%

思わない, 5.2%

思わない, 0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般市民

（世間の人）

スポーツ・

文化施設

子育て施設

交通機関

商業施設

飲食店

ママの職場

パパの職場

同士

（ママ友、パパ友）

祖父母

配偶者

男性（n=３６６）



Page 3838

新潟市
政策改革本部

ストレスのかかる・やさしくないと思う人・もの
配偶者、交通機関、女性はパパの職場にストレスを感じている

思う, 21.0%

思う, 16.4%

思う, 8.5%

思う, 28.7%

思う, 12.0%

思う, 18.0%

思う, 19.7%

思う, 18.0%

思う, 6.3%

思う, 15.0%

思う, 24.6%

どちらでもな

い, 49.7%

どちらでもな

い, 45.4%

どちらでもな

い, 36.9%

どちらでもな

い, 43.4%

どちらでもな
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54.6%
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27.9%

思わない, 

41.3%

思わない, 

36.9%

思わない, 

42.1%

思わない, 

45.6%

思わない, 

56.6%

思わない, 

57.9%

思わない, 

58.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般市民

（世間の人）

スポーツ・

文化施設

子育て施設

交通機関

商業施設

飲食店

ママの職場

パパの職場

同士

（ママ友、パパ友）

祖父母

配偶者

設問２ 子育て中にストレスのかかる・やさしくないと思う人・もの （まったく思わない＜強く思う 強さを５段階評価）
思う（レベル４，５）、どちらでもない（レベル３）、思わない（レベル１，２）で分類

男性（n=３６６）

出典：子育てに関するアンケート（新潟市こども未来課実施 2016年12月2日～14日） ※合計が100%に満たない差は項目は「該当なし」
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（ママ友、パパ友）

祖父母
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女性（n=２５２）
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配偶者
祖父母

同士

（ママ友・パパ友）

パパの職場

ママの職場

飲食店

商業施設

交通機関

子育て施設

スポーツ・文化施設

一般市民

（世間の人）
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子育て中にストレスのかかる・
やさしくないと思う（人・もの）

ママは、交通機関、パパの職場、一般市民をやさしくないと思っており、祖父母
や配偶者（パパ）を頼りにしている一方でストレスも感じているようである。子育
て施設、ママの職場、ママ友、商業施設は理解もありやさしいと思っている

％

％

子育て中に頼りになる・
理解があると思う（人・もの）

女性（n=２５２）

出典：子育てに関するアンケート（新潟市こども未来課実施 2016年12月2日～14日）

子育て中に頼りになる・
理解があるが、ストレスがかかり
やさしくないと思う（人・もの）

アンケートにより【設問１】子育て中に頼りになる・理解があると思う人・もの,【設問２】子育て中にストレスのかかる・やさしくないと思う人・もの
まったく思わない＜強く思う 強さを５段階評価してもらい、思う（レベル４，５）の回答の割合を設問1とY軸、設問２をX軸にプロットしたもの
【設問１】の４，５の平均値（男性38.9%、女性36.4%）、【設問２】の４，５の平均値（男性17.1%、女性18.1%）

子育て中に頼りにならない・
ストレスもかからないと思う（人・もの）
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配偶者

祖父母

同士

（ママ友・パパ友）

パパの職場

ママの職場

飲食店

商業施設

交通機関

子育て施設

スポーツ・文化施設

一般市民
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パパは、配偶者（ママ）と祖父母を頼りにしているが、配偶者は頼りにしている反
面ストレスも感じている。交通機関、一般市民はやさしくないと思っている

％

％

子育て中に頼りになる・
理解があると思う（人・もの）

子育て中にストレスのかかる・
やさしくないと思う（人・もの）

男性（n=３６６）

出典：子育てに関するアンケート（新潟市こども未来課実施 2016年12月2日～14日）

アンケートにより【設問１】子育て中に頼りになる・理解があると思う人・もの,【設問２】子育て中にストレスのかかる・やさしくないと思う人・もの
まったく思わない＜強く思う 強さを５段階評価してもらい、思う（レベル４，５）の回答の割合を設問1とY軸、設問２をX軸にプロットしたもの
【設問１】の４，５の項目平均値（男性38.9%、女性36.4%）、【設問２】の４，５の項目平均値（男性17.1%、女性18.1%）

子育て中に頼りになる・
理解があるが、ストレスがかかり
やさしくないと思う（人・もの）

子育て中に頼りにならない・
ストレスもかからないと思う（人・もの）
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５段階評価の理由についての自由記載コメントをママの基準で分類（抜粋）
制度やハード整備よりも、家族や同僚、応対者、居合わせた人などの態度・応
対が影響しているコメントが目立った

出典：子育てに関するアンケート（新潟市こども未来課実施 2016年12月2日～14日） の回答コメントを新潟市政策改革本部事務局で分類

【パパ】
・（夫に）期待する分、ストレスを高く感じる

・（私：妻が）家で家事をしているときに、（夫に）スマホでゲームをされると
イラッとする
【祖父母】
・母はこうあるべき、私たちの時はこうだった、こうしたなどというアドバイ
スが非常にプレッシャーとなる
・同居しているので、常に子どもの接し方で喧嘩する

【交通機関】
・マタニティマークをつけていても混雑していると気づいてもらえない
・子供が愚図ると迷惑がられるから（乗らない）
・他の乗客の迷惑にならないよう、かなり気を使う必要がある
・こども達を連れての移動は大変すぎて利用できない
・ベビーカーで出かけるのは大変、公共交通の利用を呼び掛けるなら考
えてほしい

【パパの職場】

・男性が多い職場はまだまだ子育て＝母親であり、子供のために休む
なんてもってのほか
・早めに帰宅してほしいと思っていても上司が飲み会に誘ってきたり残
業をさせる。「

・出産後も、配偶者（夫）は毎日（土日祝等も）帰りが遅く、ひとりきりで
育児をせざるを得なかった

頼りになる・理解があるが、ストレスがかかりやさしくない

ストレスのかかる・やさしくない

【子育て施設】

・上の子の時と比べると、子供を遊ばせる場所、保育事情などは格段に
よくなっている

【ママの職場】
・急な子供の体調不良等の際に非常に協力的である
・子どもために休めたとしても翌日しわ寄せがくる

【ママ友】 （ママ友に）人間関係は非常に頼りになる
・ママ友はいろいろ相談出来て信頼できる
・子どもから直接情報が無くても、 親同士の連絡を密にす
ることで様々な情報を得られ助かっている

【飲食店】
・基本的に子育て世代を対象とした施設にしか行かない
・年々全体的には対応が良くなってきている
・ アレルギー食材を料理に使用しているかどうか気になる
・離乳食を持ち込み、子連れOKか否かネット等で公表してほしい
・1歳の子が食べ散らかしてしまったときに嫌な顔をされた
・乳幼児を連れて行くと、店員及び他の客から、いやな顔をされる
・小さな子供を連れて公共交通や飲食店は入りにくい（泣声）

【商業施設】
・授乳室・オムツ交換コーナーが充実しているところに行くようにしている
・お店の人にはよく声をかけてもらい、子供に対しても優しく接してくれる
・全体的には対応が良くなってきている印象がある
・駐車場スペースが狭いと感じる施設が多い
・出入り口付近に灰皿があり煙や臭いで不快
・ベビーカーで出かけることの大変さを知っていないと思う
・（買い物中）子どもを気軽に無料で預けられるとよい
【公園】 禁止項目が多すぎで小学生が遊べない。家のそばで遊ぶと今
度は近所から叱られ、結果、家等でＴＶゲームになってしまう
【文化施設】 音を出す子どもを許容してくれない雰囲気を感じる

【世間の人】
・子育てに対して露骨に不愉快な気分を表す人がいるので残念
・子どもの言動に対し、大人のいい子像を押し付けられる
・首都圏と比べて新潟ではまだ子育ての理解が低い
・泣いてる子供を見る目が冷ややかで、外出しづらい

子育て中に頼りにならない・ストレスもかからない

頼りになる・理解がある
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２．調査結果 （２）調査からわかった４つの課題
④行政サービスについての細かな部分への「使いにくさ」

出典：新潟市政策改革本部事務局調査
「２０１６年３月～１１月実施 子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー」

④行政サービスの使い
にくさ

・（病児保育）予約がとれない、とりにくい（ママインタビュー）
・（病児保育）昼食の準備が面倒、持参のパンで良いならなんでもいいのでは（ママインタビュー）
・（ファミサポ）利用時に面倒な手続きがあると利用を敬遠する
・（ファミサポ）急に利用したいときに会員と都合が合わない（ママインタビュー）
・（ファミサポ）利用料金の支払いが面倒（ママインタビュー）
・（ゆりかご学級・BPプログラム）良い事業なのに存在がしられていない（ママインタビュー）
・（保育園）お布団の持ち帰り、3歳児からの「主食」の用意を改善してほしい（ママインタビュー）
・（保育園）仕事があるから預けている、平日昼間の会合のようなものは避けてほしい（ママインタビュー）

定期的（概ね２週間に一度程度）に
保護者が自宅に持ち帰っている

自転車や公共交通機関の
保護者はたいへん

お布団 主食 （３歳児以上）

３歳児以上は主食を各自が持参

３歳までは、
持参しなくてもよいのに
３歳からは
毎日の荷物に加えて持参

保育料に算定されていない
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２．調査結果 （３）子育ては市民みんなが関係者
ママの日常（周辺）の子育てのストレスを解決し、子育てしやすい新潟市になるに
は、市役所だけではなく、関係する人すべての行動が変わらなければならない

母親（ママ）
【父親（パパ）】

【祖父母】

ありがたいけど
昔と違うのよ
その一言が・・・

やりたいことだけじゃなく
もっとお願い！

俺
やってる

【ママの職場】
子育て中は配慮してください
【パパの職場】
育児は女性だけじゃないですよ

【飲食店・商業施設】
子育て世代に
やさしいお店が
選択されています

【交通機関】

同乗者に気兼ねなく
利用できたら
気軽に乗れるのに 【世間の人】

たまたま居合わせた人
ちょとだけ寛容に
お願いします

最初の育児がどうだったかによって、
ふたり目以降の家族計画につながる
（有識者インタビュー・ママインタビュー）

【ベビーカー】
使わないのではなく、
使えないのです
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２．調査結果 （３）子育ては市民みんなが関係者
世間の人は、自らも親子連れが困った場合は支えたいと思っているが、新潟市民
は行動に移せていない

出典：平成25年度「家族と地域における子育てに関する意識調査」報告書全体版 / 内閣府 (P81,P85) （2016/12/12 最終閲覧）
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/h25/ishiki/index_pdf.html http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/h25/ishiki/pdf/2-3.pdf

内閣府の調査によれば、「街中や電車・バスなどの公共の場
でベビーカーや子ども連れの親が困っている場面をみたら、
あなたは手助けをしたり、話しかけたりすると思いますか。」
という問いに対し、９割以上がすると思うと答えている

子ども連れの親への手助けやはなしかけを「すると思う」回
答者（n=1,510）どんなことがしたいですか。

席をゆずる 83.0%

ドアをあけて、押さえておく 82.2%

エレベーターで、先をゆずる 73.4%

子どもが落としたおもちゃなどをひろう 71.9%

階段などで、荷物やベビーカーを代わりに（一緒）
に持つ

61.4%

はげましの笑顔を向ける、話しかける 38.1%

子どもをあやす 28.2%

その他 0.3%

わからない 0.3%

新潟市全国

☆アンケート・インタビューから
「親切にされ感謝している」というママの声もある

☆他都市から転入してきたママのインタビューから
「新潟の人はやさしい」というコメントもある

バス料金を払う際に、乗客が小銭がなく
1万円の両替に困っている時

積極手に助けようとする人がいないが、

バス運転手の「お客さんの中で・・・」という
アナウンスがあれば、
すぐに多くの人から手が上がる

やさしい「気持ち」はあるが
「行動」に移すことが苦手

新潟市民は親切
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２．調査結果 （３）子育ては市民みんなが関係者
子ども・子育てにやさしい社会では、子どもを産み育てることに躊躇するようなことが
ない

【ママの声から】
～沖縄で子育て経験のあるママ （アンケート原文から抜粋）～

「沖縄の子育てに関する行政の対応はとても良いというわけではありませんでした。
でも、どの地域でも出生率は高いのです。
それは、社会全体の子どもに対する意識によるものだと思いました。」

出典：伊仙町ホームページ「伊仙町における子育て支援の概要」P8

http://www.town.isen.kagoshima.jp/zhtmlData/pdf_info/news1426128723_0.pdf （2016/07/01 最終閲覧）

【合計特殊出生率の高い徳之島の例】
鹿児島県大島郡伊仙町（いせんちょう） 合計特殊出生率 ２．８１ 全国1位 （平成20年～平成24年）
伊仙町保健センター資料 【１・出生率が高い理由について】 ２）「あまみ長寿・子宝フェスタin徳之島」聞き取り調査の結果から

設問 回答

徳之島の子育てでは、「どのような人」「環境」
「習慣」が皆様の子育てをささえていると感じて
いますか？

○親や友達が支えてくれる
○親が近くにいるという環境が子育てするにあたって一番支えになっている
○親族だけでなく地域の人々との人間関係もよい
○親戚や近所の知り合いが多く子どもの面倒をみてくれる
○職場の理解が得られやすい
○自然が多い環境

不安な現状もありますが、少子高齢化に直面す
る日本に、徳之島が誇れる、また提言できる部
分はどこ（何）ですか？

○地域の協力がたくさんあり、子育てしやすい環境
○プライバシーの面では欠けるところもあるが、周囲の人と誰とでも親しくな
れるとこと
○コミュニティ（集落）の関係性
○地域で、全体で子育てをするという感覚
○地域の人たちが子どもたちを意識してくれる
○周囲の人の心の広さや理解があり、子どもが育ちやすい環境
○身近に頼れる人が多いこと
○身内以外の子どもも自分の子のように接してくれる大人が多い
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２．調査結果 （３）子育ては市民みんなが関係者
ステップ３の施設の充実があっても、ステップ１，２が欠けていては満足度はあがら
ない

嫌な顔しない
（理解はする）

小さな行動する 提供する

「子ども・子育てサポート」 ３つのステップ

せめて ほっといてよ！

子どもが泣いていても
・いやな顔しない
・見て見ぬふりをする

子育てがんばってね（応援）
・子どもに笑顔で微笑む
・ドアを開けてあげる
・ベビーカーのサポート
（乗車時持ち上げる、通路をあける）

積極的にサポートします！
・授乳施設の充実
・おむつ替え付等トイレ整備
・ベビーカー置き場の設置
・買い物中の一時預かり施設
個人⇒ボランティア参加

ステップ１，２ は誰かがやるのではなく、
市民全員がそれぞれでできること 制度やハード整備が充実していても

気持ちが入っていなければ効果は減少する
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２．調査結果 （４）今回の調査結果まとめ
市役所（行政）が市民、事業者へ働きかけることで、市民ひとり、ひとりの行動変
容を促し、「子育てしやすい やさしい新潟市」を実現する

子どもにとっての良い子育ての環境とは何かを、親を中心とした家族をとりまく人々に注視し、有
識者や子育て世代のパパ・ママにインタビューやアンケートを実施し調査したところ、子育ての主
体はママに偏重しており、子どもに愛情を注いでいる反面、子育てのストレスも抱えていた。

子育てのストレスの内容は、施設の整備や制度充実よりも、市役所だけでは解決することのでき
ない社会の不寛容性や日常生活においての小さな気づかいに関するものであった。

これらの課題を解決するためには、子どもや子育て世代に対して社会の「やさしさ」の醸成が不
可欠であることがわかった。

幸い多くの人は、子どもや子育て世代に対してやさしくしなければいけないという意識を持ってい
る。しかしながら、そのきっかけや、具体的な「やさしい」がわからず行動に移せていない。

具体的な行動への実践は、市役所（行政）だけでは限界があり、行政、市民、事業者、地域社会
全体で連携し、誰かひとりではなく、市民ひとり、ひとりの行動変容を促すことが必要となる。

市役所（行政）が市民、事業者へ働きかけて、各主体が、わかりやすい「やさしい」を行動（小さな
アクション）を起こすことで、子育てしたくなる、やさしい新潟市が実現する。

加えて、市民がお互いに良い感情で関わる関係が築かれることは、「子育てしやすさ」にとどまら
ず新潟市のソーシャルキャピタルを醸成し、新潟市民の幸福度向上へと寄与するものである。
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２．調査実施 （４）今回の調査結果まとめ （補足）

預ける

親が子どもを預ける
子どもを預けて親が自由に動ける時間を
確保することで、就業が可能になったり、
心理的な余裕がもてる

楽しむ

子どもと親が楽しむ

親が子どもと一緒の時間を楽しむ

成長する

子どもが成長する

いわゆる「子育ち」、
子どもの健やかな成長

子どもの「子育て環境」に最も重要な家族において、「ママ（母親）」が中心であり、
子育てが上手くいくとは、（子どもが）「成長する」、（親子で）「楽しむ」、 （子どもを） 「預ける」
が、新潟市の母の強い関心事であった

今回はこの領域

「あるべき姿」が子どもひとり、ひとり異なり
個別課題への対応となるため、
他の手法での調査が必要となる

出典：新潟市政策改革本部事務局調査
「２０１６年３月～１１月実施 子育て世代と接点を持つ有識者インタビュー＆現在子育て中（未就学児含む）のパパ・ママへのグループインタビュー」
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３．子ども・子育てにやさしい新潟市
実現に向けた今後のアクション
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３．今後のアクション （１）市民のアクション
実践できる「アクションリスト」 を作成し、可能なことを行動に移す

嫌な顔しない
（理解はする）

小さな行動する 提供する

ステップ１ （例） ステップ２ （例） ステップ３ （例）

【嫌な顔しない】
～そっと見守る～
・泣いている赤ちゃん
・ベビーカーの親子
・外出先でたまたま居合
わせた子ども

【余計な発言しない】
・世代間で異なる子育て
観を口にしないで心にと
どめる

【心の中で共感する】
・子育ては大変だと理解
する

【やりすごす】
・子どもはうるさいものと
あきらめる

【笑顔をつくる】
・（内心はともかく）子どもに微笑む
【声かける】
・「かわいいですね」と言う
・（車内や店内で赤ちゃんが泣いても）
「大丈夫ですよ」と言う
【ちょっと手伝う】
～子ども編～
・泣いている子をあやす
～ベビーカー編～
・バス・電車の乗降時に助ける
・エレベーターを優先する
・ドアを開けてる
・買い物カートを戻してあげる
～ドライブ編～
・ベビーカー・子連れ優先駐車場では、家族連れにやさ
しくする
・歩道のない道路では、ベビーカーや子連れに気をつ
けでスピードダウンで安全運転する

【時間・労力の提供する】
・ボランティアに参加する
・活動に賛同し行動する
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３．今後のアクション （２）事業所のアクション
実践できる「アクションリスト」 を作成し、可能なことを行動に移す

嫌な顔しない
（理解はする）

小さな行動する 提供する

対象 ステップ２ （例） ステップ３ （例）

従
業
員

【休みを取る雰囲気】
・子どものことで休む人がいても（気持ちはともかく）
笑顔で送り出す
・事業所内に啓発ポスターを掲示する
【顧客の模範】
・バス事業者なら自分が乗客になった時のふるまい、
商法施設事業者から顧客として来店者になった時の
ふるまいの模範を実践する

【勤務体系・制度】
・子育て世代が勤務しやすい勤務体系、人員配置、制
度整備する

顧
客

【ちょっとした接遇】
・接客時に子どもに微笑みかける
・子どもを持つ親が知りたい情報を多様なツールを
使って公表する
「子ども歓迎です、どうぞ汚してください」
「ご遠慮ください、ごめんなさい」
「離乳食持ち込みできます」
「授乳室・おむつ替えベッドあります」
・ベビーカーの通路の確保、エレベーター優先を推進
する

【設備の充実】
・子ども連れ専用駐車スペースを設置する
おもやり駐車場では、高齢者・障がい者に遠慮しマ
マは駐車しにくい
・保育施設サービス・キッズルームを確保する
ママはひとりで買い物したい
・授乳室、おむつ替えスペースの設置＆周知
おでかけには、必須の事前確認事項
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３．今後のアクション （２）事業所のアクション
【先進事例】首都圏の事例（ベビーカーのエレベーター優先利用の徹底、バス
車内でのポスターによる思いやり注意喚起など）

〇エレベーターガールによるベビーカー優先案内

こちらはベビーカー、車椅子専用
エレベーターでございます。

ベビーカー等をご利用の方以外
はご遠慮ください。

〇車内ポスターによるベビーカーへの思いやり喚起

〇非常にわかりやすいベビーカー優先エレベーター

（ヨドバシカメラ）

（高島屋）

（京急バス）
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３．今後のアクション （３）新潟市役所のアクション
市民・事業者の「アクションリスト」が実践できる啓発活動を行う、市役所ででき
る活動は引き続き推進する

嫌な顔しない
（理解はする）

小さな行動する 提供する

ステップ１、２ ステップ３

【子育てしたくなるやさしい新潟市の実現
に向け社会全体で取り組む仕組みづくり】
①フォーラム開催
②（仮称）「スマイルプラス運動」（案）

【市職員の行動】
・市役所が率先して「事業者のアクション」を実践
・職員が率先して「市民のアクション」を実践

【市役所ができるソフト側改善の実践】
①パパ教育

～パパへの不満解消～
②祖父母との相互理解

～祖父母との良好な関係構築～
③ママ友マッチングの多様化

～ママの悩みの緩和～

【公共施設の子ども対応】 実践中

働きかけること 行うこと

行うこと
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３．今後のアクション （３）新潟市役所のアクション ①フォーラム開催
やさしい新潟 子ども・子育て応援フォーラムを開催し、「周知」、「仲間づくり」、「
アイデア作成」につなげる

写真：こども創造センターホームページ http://www.ikutopia.com/facilities/kodomo/ （2016/11/25 最終閲覧）

新潟市こども創造センター

【趣 旨】
新潟市の子ども・子育て環境の向上に向けた課題や取り組み
について意見交換を行い、市民・地域・社会が子どもや子育てを
応援する機運醸成を図るため、２回連続のフォーラムを開催する。
○日 時
第１回 平成２９年２月１５日(水) 午後２時～３時３０分
第２回 平成２９年３月２０日(月) 午後２時～３時３０分
○会 場 こども創造センター 光と音のホール
○定 員 先着１００人（子ども同伴可）
○内 容 テーマ
第１回 “問題共有”
～「新潟市の子ども・子育てあるある」～
第２回 “宣言・行動”
～「子ども子育てを応援します！私たちができること」～

【パネリスト】
・小池由佳（新潟県立大学准教授）
・椎谷照美（NPO法人ヒューマン・エイド22代表）
・小平勝志（ファザーリング・ジャパンにいがた事務局長，

（株）サーティファイ商品開発部長）
・伊藤星良（子育てネットワークDaijobu代表）第１回のみ
・小見まいこ（NPO法人みらいずworks代表理事）第２回のみ
・篠田 昭（新潟市長）
司会 大野 まさや（新潟お笑い集団NAMARA）



Page 5555

新潟市
政策改革本部

３．今後のアクション （３）新潟市役所のアクション ①フォーラム開催

＜パレリストから出た エピソード （前半）＞

・（小平）パパは育児のやる気があるが的が外れている（家族間問題）
・（小池）育休職場復帰後、時短、子どもの病気時の上司・同僚の対応
・（椎谷）ママは子どもが生まれてから生活が変わる
・（伊藤）飲食店で居合わせた人の子育て観の違いのひとことで落ち込んだ
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３．今後のアクション （３）新潟市役所のアクション ①フォーラム開催

発言内容（要旨）

小平 （パパは努力必要）
会場のママもイクメンに違和感があることはうれしい、（父の育児参加が）普通になってほしい
（親＋地域で解決）
母が育児が当たり前から今は父がとなった、その先には地域がと機能していくと、課題が解消していくと思う

小池 （育休明けの職場復帰の理解）
時短勤務や子どもの病気で帰る際に、職場で温かく受け止めてもらえるかどうかが課題
ママも配慮しながら「お先に失礼します」と言っているので、わかってあげてほしい
（ママの引け目の解消）
赤ちゃんの存在があり、泣き声が聞こえる（気を使っていると思うが）、「赤ちゃんがいてもいいんだよ」、
「泣いたっていいんだよ」という、新潟市となってほしい

椎谷 （ママになっての食事）
ママは独身の頃、おいしいお店でワインで乾杯だったことから、子どもが飽きる前に食べ終わるに変わる、塩コ
ショウのビンは子どもの手の届かないところなど、気を使いながらの食事となる
（交通機関への提案）
秋葉区の区バスのアナウンスは小学生の声、バスで赤ちゃんが泣いていたら新潟弁のおばあちゃんの声で
「子どもの泣き声はいいやね、にらむなね、あんたたち」なんてあれば和むのでは

伊藤 （居合わせた人の悪気ないひとこと）
外食中パパが子どもをトイレに連れて行ったら、隣の老夫婦に「いまのパパはいいわね」と言われショックだった

市長 （まとめ）
子育てを取り巻く雰囲気、空気、これは地域の「温かさ」がポイントだと思う
温かさ、優しさをお母さん、お父さんに感じてもらえるか、小さな配慮で効果があることを一つでも改善したい
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３．今後のアクション （３）新潟市役所のアクション ①フォーラム開催
フォーラム参加者（市民）のアンケート 「あるあるエピソード」

・夫が子どもとの遊び方がわからない （スマホいじってる）
・夫が子どもと遊んでくれない
・（パパのコメント）「次の女の子を～」という話になった時、妻から
「あなたにとって可愛い家族が増えるだけでしょ」と。改心した一
言でした

子育て施設

ママ友

・ママ友グループとの付き合い方に悩む

・冬の遊び場（屋内施設）がない
・支援センターが休みの時の行き場に悩む

夫の不満

・実母の頃と育児方法が違う、雰囲気が悪くなる

祖父母の不満

・授乳室、おむつ替えのあるお店を選ぶ
・お店の人のレジ詰めはありがたい
・双子用のカートはうれいしい
・「P」店のように1時間くらい子どもを預かってくれるところが
増えたらいい

・子どもが多少うるさくても、ニコニコしてくれるところにリ
ピートする
・子連れで食事に行ける店が限られていて、いつも同じ場
所になってしまう

・妊婦時代、バス通勤をしていて、席を譲ってくれたのは中学生、大
人は寝たふり、妊婦の私が妊婦に席を譲ったことも

・バスで席を譲ってもらってうれしかったが、立って抱っこの方が子
どもが泣かないので困った

・スーパーで子どもがあらゆる人に笑顔をふりまいている。「可愛
いねぇ～」、「にこにこだねぇ～」と声をかけられて嬉しい

・買い物や散歩で、子どものことを「かわいいね」と言ってくれるの
はうれしい
・スーパーでぐずった時、周りから白い目で見られる

商業施設

食事

交通機関

世間の人

2017/02.25 子ども・子育て応援フォーラム 会場アンケート （抜粋）
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３．今後のアクション （３）新潟市役所のアクション ①フォーラム開催
会場の様子の様子 子どもの泣き声や笑い声のある会場を創出

会場のあるあるボードで共感した意見を参加者で共有 （発言しやすいように参加感を醸成） 参加 約70名＋α

【ハーフタイム】
お菓子とお茶で
リラックスし
パネリストに直接意見
を言える場を創出

【会場意見】
パネルをあげる参加感で
会場にマイクを向けても
遠慮せずに意見がでてきた

ステージ脇におふとんを敷いて休憩スペース（お昼寝OK）
愚図った子どもをあやすスペースを確保
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３．今後のアクション （３）新潟市役所のアクション ② （仮称）「スマイルプラス運動」（案）
市役所に「してもらう」ではなく、市役所では「できないこと」を私がみんなに笑顔で良いことを「して
あげる」

（具体例）
【ステップ１】 （これは全市民にクリアしてほしいレベル）
・子どもが愚図っていても、（内心イライラしても）態度に出さず「笑顔」で無視する

【ステップ２】（ちょっと行動する）
・ベビーカーや抱っこされている子どもに「笑顔」で手を振ってみる

ステップ２プラスの行動
・困っているようであれば「笑顔」でお手伝いしましょうかと言ってみる
・交通機関でベビーカーを、エレベーターなどで「笑顔」で優先させてあげる

～上級編～
【ステップ３】（自分の時間や行動を提供する）
・「笑顔」で子育てをサポートするボランティに参加してみる

食事に気をつける「塩分ひかえる」、健康に気をつける「ウォーキングする」 よって健康になる
⇒ 子どもに笑顔で「やさしくなる」、子どもは社会を担い次の新潟市（社会）をつくる、よって自分も幸せになる

市役所でできないことを市民、事業所に行動を促す「スマイルプラス運動」の実施
「ステップ２」レベルの「笑顔」で接することにプラス小さな行動を加えて実践する
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３．今後のアクション （３）市役所のアクション ② （仮称）「スマイルプラス運動」（案） 「発展系」
新潟市のプロスポーツチームや民間企業・地域の連携によって、地域・社会への子育てサポー
トの醸成を図り、多くの主体が関わることで、ダイバーシティの実現へとつなげる

交通機関

地域 ・ 多世代

取り組み（案）

（仮称）「スマイルプラス運動」

民間企業・地域が中心の
実行委員会形式を想定

～ゆるやかなＰＰＰ～

市役所 協働・連携・サポート

お出かけ先

お店・オフィス

プロサッカーチーム

プロ野球（独立リーグ）
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（２）市役所ができるソフト側改善の実践
家族間の課題やママ友に関する行政でできるソフト側の課題を解決を図る

①パパ教育 ～パパへの不満解消～
②祖父母との相互理解 ～祖父母との良好な関係構築～
③ママ友マッチングの多様化 ～ママの悩みの緩和～

（２）市役所ができるソフト側改善の実践
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【先進事例】 ①パパ教育
埼玉県は「イクメンの素（もと）」で育児初心者のパパ教育をしている

出典：埼玉県ホームページ イクメンの素（もと） https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/ikumen （2016/11/25 最終閲覧）

埼玉県は、育児初心者の父親向けの育児（0歳～3歳）のヒント集「イクメンの素（もと）」を作成し、育児に
不慣れな父親にもわかりやすい育児のヒントを提案
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【先進事例】②祖父母との相互理解
祖父母手帳（さいたま市） 「祖父母手帳」を作成し、親世代と祖父母世代の

子育てに関する常識の世代間ギャップの解消を図っている

・子育ての新常識
・親世代と祖父母世代のつきあい方のヒント
・地域で求められる祖父母世代の力

〇主な内容

〇目的

祖父母が育児をしていた時に比べて育児方法が大きく変化している中で、現在の育児法
を学び、父母との関係を円滑にすること。

出典：さいたま市ホームページ
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【先進事例】 ②祖父母との相互理解
祖父母に対する育児の新常識の普及 孫育てガイドブック（岐阜県）
祖父母との円滑な関係づくりを目指して作成

〇目的
現在主流の育児方法や世代間の意識の違いについて、
祖父母世代の理解を図り、孫育てへの積極的な関わりを促進

〇主な内容
・現在主流になっている育児方法
・子育て世代が「言われて・されてうれしかったことイヤだったこと」
・祖父母世代が「言われて・されてうれしかったことイヤだったこと」

〇特徴
・「抱きぐせ」「母乳」「食事の与え方」など、子育て世代との行き違い
が起こりがちなテーマを取り上げ、今と昔の育児方法の違いや、
孫やその親と良好な関係を築くポイントを紹介。

（例）泣いてすぐ抱くと「抱きぐせがつく」と言われていたが、
最近は、抱っこするほど心の安定した子になるとされている。

・子育て世代、祖父母世代が、育児中に言われて・されて、うれしか
ったことや嫌だったことが具体的に挙げられており、世代相互の
気持ちを理解する上で役立つ。

（例）子育て世代のうれしかったこと、嫌だったこと
・「毎日、よく頑張っているね」と、私をほめてくれてうれしかった
・「つわりは気分の問題だから」と言われた。

（例）祖父母世代のうれしかったこと、嫌だったこと
・孫のお守は結構疲れるということを、親は分かっていない。
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【先進事例】③ママ友マッチングの多様化
福岡市西区では、「アラフォーママ」など、子どもではなくママの共通項による出会い
の場をつくり、気の合う仲間づくりに効果を上げている

〇福岡市西区の同じ境遇の母親同士の出会いの場づくり

アラフォーママ教室・ｻﾛﾝ ヤングママ交流会 ふたごママのつどい（注）

対象者 ３８歳以上で第１子を出産
したママ

１０代のママ ふたごのママ

現状 女性の晩婚化などにより、
年々増加している

１０代で出産する女性が毎
年１５人前後いる

不妊治療の進歩から、多胎児の
妊娠・出生数が増えている

課題 ・体力の低下
・知識が豊富なゆえの育児
不安
・実母が高齢でサポートを
得られにくい など

養育上のリスク（夫も若年、
予期せぬ妊娠、経済基盤
など）

・他のママ友に相談しても、大変さ
をわかってもらえないという孤立
感
・外出の準備が大変で外出を控え
がち

効果 参加理由は「同年代のママ
と知り合いたかった」が最
多。教室終了後、半数以上
がメール交換や直接会うな
どの個人的な交流を継続。

参加理由は「同年代のママ
と知り合いたかった」が最
多。参加者全員が「楽し
かった」「とても楽しかった」
と回答。交流会をきっかけ
に友人ができている。

参加者からは「ふたごならではの
悩みや日々の大変さも同じで、す
ごく安心できた」、「便利グッズな
ど、いろいろ工夫している話が聞
けて参考になった」、「こういう機
会がないと知り合えない」等の声。

同じ立場のママ友同士で悩みを共有することが、孤立感や育児不安の解消につながっている。

出典：保健師ジャーナル2011（Vol.67）「育児の孤立化を防ぎ、子育てに優しいまち“ふくおか”をめざして」－アラフォーママ、ヤングママ、ふた
ごママへの支援の取り組み

（注）多胎児ママに関しては、新潟市でもふたご、みつごを持つ親を対象とした「スイートポテトの会」を実施している
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３．今後のアクション （３）市役所のアクション （まとめ）
子育てしたくなるやさしい新潟市の実現に向け社会全体で取り組む仕組みづく
りの実践、利用者視点での提供サービスの改善を推進する

（１）子育てしたくなるやさしい新潟市の実現に向け社会全体で取り組む仕組みづくり
①フォーラム開催 プロジェクトでできた意見を共有し、多くの市民に気づいてもらう ⇒ ステップ１，２へ展開

「周知 ⇒ 市民への問題提起と協力依頼」
「仲間づくり ⇒ 協力団体への依頼」
「具体的アイデア作成⇒ アクションリスト作成」

②（仮称）「スマイルプラス運動」（案）
市役所でできないことを市民、事業所に「スマイルプラス運動」の実施
「ステップ２」の笑顔で接すること プラス小さな行動の実践
発展系として民間中心の実行委員会形式を想定し全市展開を図る

（２）市役所ができるソフト側改善の実践

①パパ教育 ～パパへの不満解消～
②祖父母との相互理解 ～祖父母との良好な関係構築～
③ママ友マッチングの多様化 ～ママの悩みの緩和～

働きかけること
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