みんなで創る

しずおかしの子育てデザイン

第４回の結果

全国にメッセージを届けよう！
～「ここ」から地域に、全国に、メッセージを発信しよう！～

◆日時： 2019年5月14日（火） 10:00～12:30 （途中15分休憩あり） ※雨のため5分遅れで開始、10分休憩となった
◆会場：「アイセル21」 静岡市葵生涯学習センター 31集会室
◆目的：①行動目的：これまで話し合ってきた内容を確認し、「子育てのまちしずおかし」に相応しいメッセージを整理し、
キャッチフレーズをつくる。同時に、その発信方法についてのアイデアを出し合う
②体験目的：「静岡市で子育てする暮らし」のイメージを共有しながら、それを言葉にしていくことで、自分たちに何
ができるかを考えていく契機とする
◆参加人数：20名（4グループ）
《当日のプログラム》

１．導入と、みんなで自己紹介

●担当課主任主事による開会の挨拶と参加者へのお礼
●ファシリテーターによるOARR
●輪になってみんなで自己紹介

２．角田さんからの情報提供
『外からみた静岡市』

※静岡市の移住促進動画の一部をみながら、それに対し送られてきた東京と静岡を行き来
しながら働く角田様からのコメントを、主任主事が読み上げるかたちで紹介

３．全員での簡単な会話と
これまでのワーク結果の整理

●出身が異なる人、一時的に静岡を離れた人、ずっと静岡で暮す人それぞれからの簡単な
感想→グループ分け
●これまでのワーク結果についての整理

４．Work Ⅰ①：
『内に、外に、伝えたいメッセージ』
Work Ⅰ②：『メッセージを込めた
キャッチフレーズをつくろう』

●グループごとに「地元に伝えたいメッセージ」「他都市へのアピールメッセージ」を出し合い、
1～2つにまとめる
＜途中15分休憩＞
●メッセージを伝えるためのキャッチフレーズを考え、内向け、外向けそれぞれ1つ選び、グ
ループごとにワークⅠの結果として発表する

５．Work Ⅱ：
『メッセージを発信しよう』

●ワークⅠの結果の具体的な発信方法についてアイデアを出し合い、特にオススメの方法を
３つ選んでグループごとに発表する

６．クロージング

●ひとこと振り返り（今の気分）
●次回開催テーマ＆日程の確認と、担当課主任主事による閉会の挨拶

【2019.5.14 第４回ワークショップ】

◇簡単な自己紹介・会話についてのメモ
Ｑ1. 「家族で引っ越すとしたら、住んでみたいまちはどこ？／その理由をひと言で」
札幌
栄えているけれど、ごちゃごちゃし
ていなくて広々としている

京都
歴史と文化がある。いつでも観光
できる

沖縄（海外ならハワイ）
きれいな海を毎日見たいから

札幌
まちがきれい

沖縄
気候が良いから。海に潜りたい

岩手県胆沢郡金ヶ崎町
吉祥寺
のどか、人が優しい、物価が安い、 便利そう
全てにおいて手厚い

福島市
人と言葉がやわらかいから

マレーシア ランカウイ島
酒etc.、税金なし、物価安い、ご飯
が好み❤

北海道or大宮市
雪が見たいorいろいろな電車が
見れる

安心・安全なまち…静岡？
穏かに暮らせる、不安や心配が
少ない→楽

どこかの島
住んでいる人たちがみんな知り合
い

函館
桜がきれい、コンパクトなまち、食
べ物が美味しい

東京
遊ぶ所がたくさんある

青森（津軽平野辺り）
おじいちゃんの家、故郷って感じ、
緑豊か、農業、厳しい冬を経験し
て自然を感じたい

北欧（スウェーデンやデンマーク）
医療費タダとか、街並みがきれい

高円寺
昔、近くに住んでいたから

フィンランド
教育に力を入れている

マレーシア（クアラルンプール）
南イタリア
温暖で乾燥していない、物価安い、 陽気で今が楽しい
異文化交流

Ｑ２.動画と角田さんのコメントを聞いて、どう思った？
静岡市外で生まれ育った人

一時的に静岡市以外での居住経験がある人

ずっと静岡市内に居住している人

・「新幹線で東京から１時間」「移動中に仕事
ができる」が印象に残った
・いろいろなものが揃っており生活するのに困
らないまちであることを改めて実感
・静岡市は「ちょうどいい都会感」

・コンパクトなまちですぐに人と繋がることがで
き、何かを始めやすい
・新しいものが注目されやすい環境なので、お
店などを始めやすいと感じた
・災害時などを考えると、新幹線通勤は距離
的にちょっと怖い
・一戸建てが持ちやすく、戸建て願望がある人
にはよい
・出て気づく静岡市の良さ…に共感

・繋がりやすいのは、出たことのある人。実は
保守的で繋がりにくいところがある
・新しもの好きだが飽きやすく、よそ者に冷た
いところがある
・「遊びに行くところがあって」発言にびっくり
・「ちょうどいい都会」ではなく、「ちょうどいい田
舎」
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◆Work Ⅰ-1 : 『地元に伝えたいメッセージ』（結果1）
安心・安全なまちである
ことに誇りを持とう！

自然が近くにあって
子どもを遊ばせやすい

実は暮らしやすいまち
静岡市を再認識しよう

安心安全
静岡 da monde …

うちっちよすぎて
しょんないしぞーか

やっぱ、しぞーか、イイネ！

あなたたち、本当に「都」に
住んでるよ

自信を持とう！静岡人

子育て環境に
恵まれてるらしいよ

知ってる？
遊び場、病院、教育施設、
商業施設が充実している
って知ってた？

子育てしやすい環境
恵まれてるぞ！
「子育てのまち」としてのこれまでの問題意識や理想のイメージ、文言を加味すると…
（例）

知ってる？ 地域は子育て応援隊！
●笑顔でいいら～❤
：子育て家族を笑顔にする場をたくさん作っていこう
●秒速で遊びに行こう！
：自然に恵まれたコンパクトシティ静岡の良さを再認識しよう
●うちの子もよその子も育て放題！：子育て家族を地域で見守り、みんなで子育てを応援しよう
●安心安全 静岡 da monde
：声かけあって、安心・安全な暮らしやすい静岡市を守ろう
●財布と時間にゆとり♪
：パパママの新しいワークスタイルを応援しよう
●知ってる？静岡の子育て支援
:充実した子育て支援制度をもっと知ろう、知らせよう
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◆Work Ⅰ-2 : 『他都市に伝えたいメッセージ』（結果２）
安くて美味しい新鮮なもの
が食べられます
車で移動しやすいから、
子どもを連れておでかけ
しやすい
自然がいっぱいコンパクト
city（人・気候・食べ物）

住みやすくてのんびり

自然が食堂
自然が遊園地

知らないしょ？
余裕のある子育てできるよ
♪

子育て世代に優しいまち
静岡

びゅーんと しぞーか
来てみてＧＯ(ご)！

住んでみたら
本当に「みやこ」

子育てに関するポテンシャ
ルの高い土地・市政・人々

人も気候もあったかい

「子育てのまち」としてのこれまでの問題意識や理想のイメージ、文言を加味すると…
（例）

知らないっしょ? のほほん子育て、ちょうどいいしずおか！
●人も気候もあったかしずおか
●びゅーんとしぞーか 来てみてＧＯ！
●自然が食堂、自然が遊園地
●ちょうどいい都会、ちょうどいい田舎
●遊びが詰まったコンパクトシティ
●子育て世代にやさしい静岡

：あったかい人と自然に囲まれた暮らしの中での子育て
：静岡は、首都圏でもどこへでも行きやすい日本の中心
：身近にある海・山・川。食に遊びにたっぷりな自然の恵み
：ぎゅうぎゅう詰めのないゆとりと楽しみのまちでの子育て
：親子でわくわく楽しめるイベントの詰まった街空間
：充実した子育て支援のある、地元に愛される静岡市
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◆Work Ⅰ-1 : 『地元に伝えたいメッセージ』
Ａ組
・水道水がまずくない
・暴走族が少ない
・治安がよいョ
・第一印象すごくイイカンジ
・意外と強い方言
・冬の寒さが穏やか
・車で30分で海も山も行ける
・支援センターが多い

安心・安全なまちである
ことに誇りを持とう！

（詳細）

Ｂ組

Ｃ組

Ｄ組

・静岡市って実は暮らしやすいまち
／ゆりかごから墓場まで／なんで
も揃う
・いろんな県に出かけよう！近い
よ！東京、横浜、車や新幹線で1
～2時間！／いいところいっぱ
い！だから出掛けよう！都会にも
行きやすい！
・静岡への移住者支援にもっと力を
入れよう！
・近所の公園にでかけよう（サーク
ルや施設ではなく）
・地元の食材をたくさん食べよう／
おいしてもの、いっぱい作って食
べよう！
・静岡愛を大事にしていこう
・静岡人は温かい！のほほん
・静岡市の良い所を話してみよう
・静岡の魅力をもっと県外の人に発
信しよう！
・知らない人に声をかけてみよう
・もっと新しいものを取り入れよう
・自分一人で悩まず相談できる所
を探してみよう

・静岡ってどこ？
・県庁所在地のメリット
・自己評価をもっと高く
・治安良いよ
・自治会等の見守りがあって住み
やすいよね
・意外といろいろある
・商業施設も充実
・山、海、川、そろってる
・子供向けサービス、施設、充実
・チャリ充実／自転車でどこへも行
ける／バス充実
・おてごろなまち
・変化することが苦手
・受け入れてくれる人は身近にいる
よ／子育てはあせらずゆっくり、
そのまんまでいいんだよ／探して
みれば遊べるところ、くつろげると
ころはある

・人も環境も温暖
・すごしやすいから暮らしやすい
・自然と都会が両立している静岡
・置かれた環境をよくみてみる
・静岡をもっと知ろう！
・意外にたくさんいいところがある
かも
・新幹線で1時間、都会にも田舎に
も行ける
・遊びも観光も静岡。なんでもある
よ～
・ないものがない静岡
・やっぱ静岡（しぞーか）いいよね
・静岡人は静岡好きだよね
・公立、私立、選べる学習環境

やっぱ、しぞーか、イイネ！

自信を持とう！静岡人

あなたたち、本当に「都」に
住んでるよ

自然が近くにあって
子どもを遊ばせやすい

実は暮らしやすいまち
静岡市を再認識しよう

遊び場、病院、教育施設、
商業施設が充実している
って知ってた？

子育てしやすい環境
恵まれてるぞ！

安心安全
静岡 da monde …

うちっちよすぎて
しょんないしぞーか

知ってる？

子育て環境に
恵まれてるらしいよ
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◆Work Ⅰ-2 : 『他都市に伝えたいメッセージ』

（詳細）

Ａ組

Ｂ組

Ｃ組

Ｄ組

・昔ながらの渋い製造業が頑張っ
ている
・スーパー銭湯が多い
・都内からのDrive Spot
・自然遊びができる
・BBQする所が多い
・自然も街もほどほどある
・自然と都市のバランス
・地震対策は防災訓練をよく行って
いるョ
・ゴミの分別が楽チンです
・雪が降らないので冬がラク！
・上品
・人が穏やか
・車で移動できる
・海のものも山のものもおいしい！
・水（水道水）がおいしい！
・特産品が多いよ
・刺身がおいしい

・コンパクトなまち／全てが詰まっ
たまち静岡／人が多過ぎない／
それなりに都市機能は充実して
いる／歩くスピードがゆっくり／静
岡は「都会」もあり「田舎」もあり
・いつも天気が良い温暖な気候／
静岡は暑すぎず寒すぎずちょうど
いい！／冬は雪で苦労しない／
温かい気候と人柄／人が温かい
・空港がある／ひかりが停まる／
東京から1時間／まだ続けます
か？満員電車通勤。静岡からひ
かりましょう！／静岡は、場所も
中間、都会と田舎の中間、気温も
中間、いろいろ日本の真ん中／
都心から来やすい／東京都とも
切り離されない
・静岡はおいしいもの、自然、歴史、
文化、いっぱいあるよー／富士山
が見えるまち／自給自足できてる
／海、街、山が近い／自然が多い
・待機児童ゼロ！／子育て支援／
小さな頃から受験に悩まされない
／肩ひじ張らない子育て

・車がなくても生きていけます
・自転車でどこまでも
・制度、病院、教育施設、意外とそ
ろってます
・そこそこ住みやすい環境です
・コンパクトシティ
・時間の流れがゆっくり
・ちょうどいい田舎
・海でも山でも川でも遊べる
・歴史的建物が多い
・文化的施設が充実、しかも安い！
・案外強いぞ、静岡人（なめんな
よ！）
・芯はあるんです。甘ったれではあ
りません
・スローペースは許してね

・景色がいい／富士山が見える
・自然に近いところで育児ができる
・自然がたくさん／外遊びたくさん
できる／美味しい食材がいっぱい
／水がおいしい／食材、自然、歴
史
・ほどよい都会で便利（？）。自然も
あり生活しやすい
・人が少ない、多過ぎない
・温暖で治安が良く一戸建ても立て
られ、住みやすい
・動物園、日本平
・未就学児対象のイベントがたくさ
ん／子連れで行けるイベントがあ
る／親子カフェなど子連れで行け
るところがある／雨の日でも行け
る（時間をつぶせる）場所がたくさ
ん（デパート等も含めて）
・産後ケア事業が豊富

安くて美味しい新鮮なもの
が食べられます
車で移動しやすいから、
子どもを連れておでかけ
しやすい

自然が食堂
自然が遊園地

自然がいっぱいコンパクト
city（人・気候・食べ物）
人も気候もあったかい

びゅーんと しぞーか
来てみてＧＯ(ご)！

住みやすくてのんびり

子育て世代に優しいまち
静岡

余裕のある子育てできるよ
♪

子育てに関するポテンシャ
ルの高い土地・市政・人々

知らないしょ？

住んでみたら
本当に「みやこ」

【2019.5.14 第４回ワークショップ】

◆Work Ⅱ-1 : 『地元にメッセージを発信しよう』

（結果１）

Ａ組

Ｂ組

Ｃ組

Ｄ組

★『飛んで埼玉』の静岡バージョン
を創る。市役所のＨＰ等で自虐ネ
タなど、ディスってみる。
★無料で市のサービスを体験利用
できるシステムをつくる

★市民登録で地元特典（ポイント）
をつくる

★子どもの年齢別にメルマガで情
報発信
★子育て世代向けの市内ツアー
コースを提案する（公共交通機
関で）

★子育てに特化した広報しずおか
をつくる
★静岡市民全員が「大使」（子育て、
観光などどんどん発信しよう！）

・口コミ！
・フェイスブック
・ＴＶＣＭを打つ
・広報をもっと楽しいものにして情
報提供する
・Ｙｏｕ Ｔｕｂｅｒをつくる
・もっと良い市歌をつくる

・大道芸ワールドカップ、地元の人
特典（電車、バス無料とか？）
・インスタ映えする静岡スイーツの
開発・販売

・『行政』でくくらない
・子育てイベントを町内の回覧板で
回してお知らせ
・見た目に楽しい子育てマップ
・病院の待合室で子育て情報発信
・ハピママカフェに市のブース

・市が月一で出している新聞（広報
しずおか）の表紙に、いつもキャッ
チフレーズをのせる
・広報静岡の充実。子育て、観光な
どの特集ページを増やす
・静岡新聞とタイアップして、どんど
ん発信してもらう
・話題のＣＭをつくる
・20代～40代向けFace Book
・Face Bookやインスタでフォローを
増やす（プレゼントやコンテスト）
・Face Bookで役所の部署、部門ご
とで発信する
・Twitter ＃しずおか＃子ども＃子
育て
・インスタ ＃しずおか＃子育て
・子育てに困っている人がTwitter
などで相談、市の人がすぐに答え
てくれるようにサイト
・マークイズ 子育て掲示板をつくる
★は各グループのオススメ方法
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◆Work Ⅱ-2 : 『他都市にメッセージを発信』

（結果２）

Ａ組

Ｂ組

Ｃ組

Ｄ組

★山間地の空き屋を、体験的に安
く週末泊まれるようにする
★ちびまるこちゃんミュージアムを
リニューアルして人気施設にす
る
★静岡市出身の人に『ボクらの時
代』に出てもらう
★大道芸ワールドカップをさらにア
ピール♪

★大道芸ワールドカップにビッグゲ
ストを登場させる
★静岡市民全員で静岡市ハッシュ
タグをつける
★＃しぞーか 等ハッシュタグをつ
けて静岡市情報を発信すると特
典があるようにする

★子育て世帯向けの市内ツアー
コースを提案する（公共交通機
関で）
★ＣＭで県アピール

★静岡市民全員が大使（広報、観
光、ｅｔｃ.）
★子育て関連のものに「まるちゃ
ん」キャラクターを使う（母子手帳、
子育てマップなど）

・静岡市クラウドファンディングで、
観光地をサーカスのようにする事
業計画を
・他都市の観光地でチラシを配布
（東京のＢＢＱ広場に静岡のＢＢ
Ｑのチラシを置いておくなど）
・インスタ映えする場所をつくる
・魅力発信アカウントをつくりツイッ
ターでつぶやく
・静岡市役所が入居している東京
のシェアオフィスで、用宗とか玉
川とかローカルエリアの紹介イベ
ントをやる
・美味しいお土産を開発する
・ＴＶやＹｏｕ Ｔｕｂｅを使ったＣＭ
・食べ物を他県で使ってもらう

・子育て真っ最中の有名人に静岡
に住んでもらい、ＳＮＳやネット番
組に発信する
・広告（全国紙新聞広告、新幹線静
岡駅、首都圏での電車広告で静
岡のイメージ発信）
・首都圏と静岡市の子育てサーク
ル交流
・究極の口コミ
・漫画家（静岡生活マンガ）
・テレビの力（ＴＶ番組ＣＭ、静岡出
身の芸能人、サッカー選手などの
力、ＴＶ番組で取り上げてもらう、
ドラマや映画の舞台にする、イッ
テＱなど人気番組ＣＭ-静岡に来
てみてＧｏ♪、移住者さんや新幹
線通勤の密着番組出演、『ちびま
るこちゃん』で紹介、ＮＨＫ番組、
旅番組）
・有名なＹｏｕ Ｔｕｂｅｒに発信してもら
う
・面白いコマーシャル動画を作る

・「ちびまるこちゃん」の合間にＣＭ
・静岡出身の有名人（ママタレ）でＰ
Ｒ活動
・広瀬姉妹に、テレビや雑誌で静岡
の良いところをどんどんしつこいく
らいに言いまくってもらう
・静岡出身のママタレにブログで静
岡の子育てスポットをいっぱい発
信してもらう
・サカナくんに静岡の海をＰＲしても
らう
・静岡を舞台にしたインパクトの強
い映画をやる
・新幹線内の広告
・「ことりっぷ」で子連れ旅をアピー
ル
・ママ向け雑誌で静岡市出身の人
にインタビュー
・ＳＮＳ、Face Bookで情報ページを
作る
・ＳＮＳを使い、チラシの文字を読ま
なくても20～30秒の動画で内容
がわかるものを
・インスタ映え
・アンテナショップを増やす（ママの
手作り品）

・静岡駅前に、まるちゃんの「しず
おか、いいねぇ」の旗など、キャッ
チフレーズの旗をはる
・静岡市の良いところを手紙形式で
ストーリー仕立てで広報に発信
・30代、40代向けFace Book
・インスタには＃静岡＃子育ての
素敵な風景
・移住まとめサイト
・同窓会情報、移住案内
・市外県外からも注目されるような
子育てイベントをする

★は各グループのオススメ方法

