
みんなで創る しずおかしの子育てデザイン

◆日時： 2019年5月28日（火） 10:00～12:30 （途中15分休憩あり）
◆会場：「アイセル21」 静岡市葵生涯学習センター 4階研修室
◆目的：①行動目的：「子育てするなら、しぞーかで」をより強くイメージしてもらうために、これまで話し合ってきた内容を確

認し、再整理し、それをみんなで共有し、試し企画をつくってみる。
②体験目的：共同作業の結果をみんなで再確認し、さらに当初のテーマに沿ってその内容を深めながら、主役と

しての自分たちを意識し、今後の在り方考える機会とする。
◆参加人数：21名（4グループ）

《当日のプログラム》

第５回の結果
共感できる仕組みをつくろう

～「子育てするなら、しぞーかで！」を、もっともっとアピールしよう～

※多少変更あり

１．導入と、みんなでひと言 ●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今の気分を漢字一文字で発表→グループ分け

２-１．Work Ⅰ①：

『みんなで添削』
●前回ワークを基に整理されたメッセージとキャッチフレーズをみんなで確認して添削、グ
ループごとにその結果を伝える

２－２．Work Ⅰ②：

『静岡モデル』を『子育て静岡モデルへ』

●グループごとに、第3回ワークショップでまとめられた「『しずおかモデル』のベース」を『子
育てのまちしずおか』として再度検討し、4つのテーマに合わせてそれぞれ1～2つをタイ
トルとして発表する

＜15分休憩＞

３．Work Ⅱ：

『試し企画』をつくってみよう

●前回ワークショップで出た「メッセージの発信法」のうち、自分が参加するならやってみた
い企画を選びグループ分け、その具体的な内容についてグループごとに楽しみながら
話し合い、結果を発表し合う

４．クロージング ●ひとこと振り返り（今の気分）
●担当課長による挨拶、お礼と、担当課主任主事による閉会の挨拶



◆Work Ⅰ-① : 『地元に伝えたいメッセージ』添削（結果１）
【2019.5.28 第5回ワークショップ】

○子育て家族を笑顔にする場をたくさん作っていこう

○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

○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

笑顔でいいら～❤

うちの子もよその子も育て放題！

秒速で遊びに行こう！

※前回のまとめをさらに修正したものを提示し検討

秒速で→秒で

da monde →だもんで

○声かけあって、安心・安全な暮らしやすい静岡市を守ろう

○パパママの新しいワークスタイルを応援しよう

○充実した子育て支援制度をもっと知ろう、知らせよう

安心安全 静岡 da monde

財布と時間にゆとり♪

知ってる？静岡の子育て支援

知ってる？ 地域は子育て応援隊！

知ろう、知らせよう→知ろう知ろう！or 教えて教えて！

財布と→ キャリア充実、

知ってる？（弱い）→
知らなきゃ損！or 知って得する

いろいろな働き方で充実した暮らし、という感じに（これではつながらない感じ）



◆Work Ⅰ-① : 『他都市に伝えたいメッセージ』添削（結果２）
【2019.5.28 第5回ワークショップ】

※前回のまとめをさらに修正したものを提示し検討

○あったかい人と自然に囲まれた暮らしの中で子育てを

○身近にある海・山・川。子どもを育むたっぷりな自然の恵み

○静岡はどまんなか。大都市圏にも通勤可能！

人も気候もあったかしずおか

自然が食堂、自然が遊園地！

びゅーんとしぞーか 来てみてＧＯ！

来てみてＧＯ → きてみてご（or こ）

○ぎゅうぎゅう詰めのないゆとりと楽しみのまちで子育てを

○親子でわくわく楽しめるイベントの詰まった街で遊ぼう

○充実した子育て支援のある、地元に愛される静岡市

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しぞーか

知らないっしょ? のほほん子育て、ちょうどいいしずおか！

こどもの居場所が充実してる 、優しいしぞーか 子育て世代に → 子育て世代にも

知らないっしょ？（上から目線） → きいて きいて！ しぞーか（地元からすると馬鹿にされている感じ） → しずおか



◆Work Ⅰ-② : 『しずおか』から『子育てしずおか』モデルへ（結果）
【2019.5.28 第5回ワークショップ】

静岡市ならではの
いろいろな遊び

静岡市ならではの
暮しやすさ

静岡市ならではの
歴史文化意識

静岡市ならではの
豊かな食

自然／海／駅前／ホビー／
親子でわくわく

安心安全／地元食材／給食／
お茶・みかん・水

温暖／日本の中心／防災意識
／支援団体／車

歴史／景観／富士山

アウトドア名人になろう 優しい まなざし❤狩りに行こう！
掘ったらザクザク
偉人たち

来てご・見てご・
暮らしてみてご

偉人たち

自然の中で
子どもがのびのび

車がなくても子どもと一緒
に チャリでどこまでも…

旬の食材を
子どもの口へ

今も昔も 楽しさいっぱい

子どもの遊び 全部乗せ 歩けば 社会科見学

アウトドアもインドアも
イケる

地元で食べれば
それが食育

美味しいものの
宝石箱や～☆



◆Work Ⅰ-② : 『しずおか』から『子育てしずおか』モデルへ（詳細）
【2019.5.28 第5回ワークショップ】

静岡市ならではの
いろいろな遊び

静岡市ならではの
豊かな食

静岡市ならではの
暮しやすさ

静岡市ならではの
歴史文化意識

Ａ組

・川辺でBBQ ・地引網
・サッカー
・静鉄 de 各駅停車の旅

→アウトドア名人になろう

・とろろ ・みかん、いちご、た
けのこ、茶摘み、釣り

→狩りに行こう！

・手ごろな便利さ、店・山・海
・病院が多い ・子連れだと、
交差点で車が停車してくれる
・公共の乗り物で騒いでいる子
どもを生温かい目で見守って
くれる ・バスの運転が優しい
→優しいまなざし❤

・浅間神社の祭り・歴史・文化
・美術館巡り。イベントだって盛
りだくさん
・次郎長
・大道芸が楽しい！

→掘ったらザクザク、偉人たち
→来てご・見てご・暮らしてみてご

Ｂ組

・BBQ ・大浜プール
・川遊び ・「る・く・る」がある
・海遊び ・動物園、水族館

・いちご、お茶、桜エビ、しらす
・しずおかおでん ・マグロ
・ヤマメ ・アメーラトマト

・チャリ移動 ・バス路線充実
・駐車場がある
・街に行けば何でも揃う

・文化会館が2つ。グランシップ
・芹沢銈介美術館 ・駿府城
・東海道五十三次 ・登呂遺跡Ｂ組 ・海遊び ・動物園、水族館

→自然の中で
子どもがのびのび

→子どもの遊び 全部乗せ

・ヤマメ ・アメーラトマト
・みかんの種類が多い。きよみ、
はるみ、サマー○○…
・みかん葉しょうが
→旬の食材を 子どもの口へ

・街に行けば何でも揃う
・イオンがない（good）
・一戸建て
→車がなくても子どもと一緒に
チャリでどこまでも…

・東海道五十三次 ・登呂遺跡
・サールナートホール ・大道芸
・美術館が駅前に ・久能山
・浅間神社 ・三保の松原
→今も昔も 楽しさいっぱい

Ｃ組

・ものづくり体験
・広野公園

・無人販売
・地元野菜が買えるスーパー
いろいろ
→地産地消で 食育
→地元で食べれば、

それが食育

・総合病院が多い
・空いてる
・気候が温かく、雪が降らない

・駿府城公園（街中にある）
・登呂遺跡

→歩けば 社会科見学

Ｄ組

・ボールは友達❤

・海で、川で、水遊び
・ミニ四駆
・ガンダム

→アウトドアもインドアもいける

・釣って食べれる！
・どこの家庭にも急須があるよ
（お茶アピール）
・安倍川餅 ・さわやか
・しらす、桜えび
→おいしいものの宝石箱や～

・気候がよい
・自転車移動しやすい

・歴女が多い（かも）
・駿府城公園発掘
・登呂遺跡、久能山東照宮
・三保の電柱地中化
・美術館が多い
・まるちゃん



◆Work Ⅱ: 『試し企画』をつくってみよう （結果メモ１）

【2019.5.28 第５回ワークショップ】

≪子育てするなら、しぞーかで！≫

体験ツアー企画チーム

①企画名 子育て支援センターめぐり 公園めぐりと花見 魚さばきツアー その他アイデア
（春夏秋冬誰もが楽しめる）

②誰が
（自分参加想定）

子育て支援をしたい有志 ●農家に泊まろう
・1日
・農作物を収穫して料理
等を楽しむ

●手ぶらでBBQと川遊び

●縄文時代体験

③誰に向けて
（ターゲット）

0～2歳の子どもとその保

護者（地元転入者など誰で
も）

3～5歳の子どものいる親子
（誰でも参加可能）

3～5歳の子どものいる親子
（誰でも参加可能）

④いつ 月に1回ほど午前中に 春（転勤シーズン） 春の午前中
●縄文時代体験
・登呂遺跡で田植え

●インスタ映えカフェツアー

●食育ツアー
・午前から昼過ぎまで
・ヤマメを釣って食べよう
・おやつは、苺狩りをして
食べよう

●ホビーツアー
・ミニ四駆、ガンダム
・各社の協賛で

④いつ
（期間も含め）

⑤どこで 市内の支援センターをエリ
ア分けして

駿府城公園や広野など アベゴコロ

⑥何を 居住地エリアの子育て支
援センターを

花見を 材料の獲得から調理・食事
までを

⑦どのように 1カ所30分程度で見学＆子
どもは遊ぶ。1回2時間程
度。

大きな公園をめぐって花見
を楽しむ

釣りあげた魚をその場でさ
ばき調理したり、一匹丸ごと
焼くなどして食べる

※予算イメージ
（書ければ）



◆Work Ⅱ: 『試し企画』をつくってみよう （結果メモ２）

【2019.5.28 第５回ワークショップ】

≪子育てするなら、しぞーかで！≫

年齢別情報受発信企画チーム 親子イベント企画チーム

①企画名 （年齢別情報受発信） リアル子育てハンドブック
宝探しゲーム

②誰が
（自分参加想定）

③誰に向けて
（ターゲット）

0～12歳の子どもの保護者。子どもは0～3歳、4～6歳、7
～12歳に分けてサービスを実施

0～12歳の子どもの保護者。子どもは0～2歳、3～5

歳、小学生に分けて、いくつかのバージョン（徒歩
バージョン、遠方バージョンなど）を用意する

④いつ ＡＩも活用し、いつでも対応できるサービス体制をとる 気持の良い秋頃④いつ
（期間も含め）

⑤どこで スマホなどでどこでも情報を受け取れるようにする 静岡市街地

⑥何を イベント情報や予防接種などの情報、子育てに関する相
談などに対応

（ハンドブックに載っている場所を巡ることで、宝を見
つけていく）

⑦どのように 子どもの年齢別に、地域の専用アプリやLINEを活用して、
随時、情報提供や相談などに対応できるようにする

・静岡市内の美味しい物を食べたり、体験したり、
会ったり、知ったり、話したりしながら、キーワードを
集め、静岡の子育てに必要な情報を集めていく。
・静鉄にも乗る。
・少し集客が難しいところでランチをとる

※予算イメージ
（書ければ）

@150×100人
スタッフ、ボランティア、行政。要ペットボトル。
宝はお金をかける（桜エビなど静岡の特産品）



◆Work Ⅱ: 『試し企画』をつくってみよう （結果メモ３）

【2019.5.28 第５回ワークショップ】

≪子育てするなら、しぞーかで！≫

まるちゃん企画、商品開発企画チーム

①企画名 まるちゃん母子手帳 まるちゃんカフェ まるちゃん・キルフェボン
コラボ

まるちゃん・すずとら
コラボ

②誰が
（自分参加想定）

洋菓子店「キルフェボン」 チーズケーキ専門店「すず
とら」と、一般の人も参加

③誰に向けて
（ターゲット）

ママ 家族連れ、他都市在住の家
族連れ

他都市在住の家族連れ 他都市在住の家族連れ

④いつ すぐに（来年度から） 冬（閑散期） ゴールデンウィーク 大道芸イベント時④いつ
（期間も含め）

⑤どこで 保健センター 静鉄沿線 ドリームプラザ 静岡の街中

⑥何を 母子手帳 まるちゃんメニュー（パン
ケーキや漫画に出たメ
ニューなど）を

フルーツタルト スティック型チーズケーキ
（いちご、みかん、お茶）

⑦どのように 表紙のデザインをまるちゃ
んにする

まるちゃんの家のようなこた
つのあるカフェをつくり提供
する

ぶどうでまるちゃんの顔をつ
くるなどした商品を開発し、
販売する

まるちゃんをキャラクターと
したパッケージをつくり、味
は静岡の特産品を使用。歩
きながら食べられる、持ち運
びやすいものを開発し販売
する

※予算イメージ
（書ければ）


