
 

 

 

 

 

 

実施報告書 

佐世保を考えるママの会 



この会について 

実は、子育て世代の投票率は低い、政治にも関心がないと言われている。このままでは、いけない！と私たち

は考えました。 

子育ての日常の中で、子育て当事者は多くの困り感を抱えている、と思います。その困り感のほとんどは当事

者間でグチとして共有され、タメイキになって消え、表面には出てこない。でもそれはとても切実な問題かも

知れないし、みんなで課題として共有できることなのかもしれない。小さな不満やつぶやきを放置したから、

子育て支援が当事者の困り感とずれ続けていまに至っているのかもしれません。 

小さなつぶやきを個人の中にとどめずに言葉にして発信してほしい。個人的なことは社会的なこと…自分のつ

ぶやきが社会を変えていくかも知れない、を知ったらもっと子育て当事者は投票に行くにちがいない！ 

市会議員は私たちの暮らしにとても近い存在です。だからこそ、声を届けたら何かが動き出すかも知れませ

ん。そんな期待をもって取り組みました。 

 

                     【呼びかけ人】 

                        親子いこいの広場もくもく 代表 数山 有里 

                        NPO法人ちいきのなかま  理事長 守永 惠 

                        NPO法人子どもと女性のエンパワメントさせぼ  

                                     理事長 櫻井 英子 

                        ウイメンズ佐世保    代表 岳村 由美子 



 

目的 

 市政、住民自治について意識を持ち、投票行動の大切さを確認する。 

立候補者を知る 

エンゼルプランからスタートした子育て支援策、30年を経て今後の時代の変化を見据え見直してみる 

子育て世代が市民として、誰かにお任せではなく、自分事として市政を知る 

 

開催日程   平成31年4月 １２日（金曜日）10：00～12：00 

会  場   ボランティアセンター別館（佐世保市花園町101-1） 

プログラム 

この主催者挨拶・会のルールの確認 

立候補予定者自己紹介（50分～60分） 

意見交換〈参加人数により、グループワークの可能性あり〉 

情報共有（20分） 

 

この会のルール 

○候補予定者の選挙運動はお控えください。 

○参加者が陳情をする事もお控えください。 

○他の方の発言は尊重しましょう。 

○この会で話された個人的な内容は他で話さないようにしましょう。 

○円滑な開催のために時間を区切って進めていきます。決められた時間をお守りください。 

 

 

この会の目的と概要 



チラシ 

当日の様子 





記事掲載 



アンケート結果 

ママと市議選候補者予定者ガチトーク 参加者 アンケート 結果 （25名分） 

1．あなたの年代・お立場・お住まいの地域を教えてください 

年代            立場 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. この講演会を何で知りましたか？（複数回答） 

インターネット（7）  情報誌（0）  新聞（0）  チラシ（2） □知人（13） 

主催団体からのお知らせ(9)  その他（FB） 

3．なぜこの企画に参加されましたか？ 

・子育て中のママたちの声を聞きたかったので。 

・市政に携わる方々に子育て世代（障がい児保護者）の望んでいることを知ってもらいたいと思ったから 

・子育てしている中で考えていることを少しでもほかの方と話せたらと思い。 

・いろいろな意見を聞いてみたくて参加させていただきました 

・市をよくしてほしいと思うから。 

・子育て支援をしているので何か気付くことがあるかなと思って。 

・友人に誘ってもらいました。 

・もっと子育てしやすい街になってほしいから。 

・気軽に参加できそうだったから。 

・子育て世代のリアルな意見を伝えたかった。 

・自分より若いママたちが政治をどのように感じているかを知りたかった。 

・子育て中のお父様、お母様の生の声を聞きたいと思い。 

・誘われて。 

立場 人数 

パパ 1 

ママ 17 

子育て支援者 4 

祖父母 0 

立候補予定者関係 0 

市民 3 

その他 0 

年代 人数 

20代 1 

30代 12 

40代 7 

50代 3 

60代 2 



・日頃から思っている不満を聞いてほしかった。 

・なにか少しでも変わればと思ったため。 

・おもしろそうだったから。 

・政治家の人たちは何を見て、考えているのか、どうしていきたいかを知りたくてきました。 

・子育て中でも気軽に議員さん（立候補予定者）のお話が聞けると聞いて興味がありましたので、参加させて

いただきました。 

・子どもを連れての参加がOKだったから。議員さん（立候補予定者）とお話してみたかった。 

・ママの声を聞いてほしいから。 

・既婚、子ナシ、不妊の立場で出来ることがあるのかなーと思いました。 

・今困っていることについて、ほかの人の意見も聞いてみたいと思ったから。候補者の方について知らないこ 

とが多かったので、どんな人か知りたかったため。 

・誘われてみてどんな感じか、興味があったから。 

・こういう企画が必要だと思っていながら尻が重かったのを数山さんが動いてくれてうれしかった。なにか一

緒にやりたいと思ったから。 

全体を通して感じたこと・考えたこと 

・子育て中のお母さんたちの意見を聞けてとても参考になりました。 

・大変良かった。 

・学校の話題が多く、学校は変わらないといけないと感じるが、なかなか変わっていかない。 

・みなさんが佐世保を住みやすい街にしたいと思っていることをとても嬉しかったです。 

・自分ではわからないことを知ることができてよかったです。ありがとうございました。 

・こういう場を増やしてほしいです。 

・市議（立候補予定者）と直接話せるなんて貴重でした。 

・子育て中に困っていること、困らない町づくりのための気づきなど考えさせられました。 

・自分たちが社会の中で感じている子育ての不自由や不満を考えているだけじゃなく、伝わる声にしなけれ

ばと感じました。 

・この機会を踏まえて、また、こんなことがあったらいいと思います。（子どもが）近くにいていいから子

どもを見ていてくれる人が何人かいてくれるといいとも思います。 

・行政に頼るだけではなく、一住民として何か出来ることをやれたらいいなと思います。 

・穏やかながら暑いトークでした！！雰囲気もよく話しやすかったです。 

・まだまだより良い街にしていくのには課題があるなと思いました。 



・子育て環境の充実がもっとあるといいなと思いました。 

・積極的な意見をたくさん聞かせてもらいました。他の市に出来てなぜ佐世保にできないのか？子育て支援

を積極的に。子どもはとても大事。 

・楽しかった。今までより考えることがたくさんあるなと感じた。 

・みなさんの意見を聞いて考えさせられることがありました。 

・楽しかったです。 

・意識を持って意欲を持ち続けている人が居ることに少しホッとしました。 

・みなさんと同じ机で肩を並べて話ができてこちらも勉強になりました。 

・とてもいい機会でした。しっかり考えて選挙に行こうと思います。 

・もっとこうゆう機会があればいいと思った。 

・みんなの意見を表に出せた。見過ごされがちな問題にも光があたったのでは？ 

・金銭的な不安が皆あるのだと思った。皆それぞれ感じていること、困っていることがあることがわかった

し、それを候補者の方に聞いてもらう機会があって、とても実りのある会だったと思います。 

・日頃思っていることを少し言えたのでよかったです。 

・数山さんを孤軍奮闘させず、みんなでやれたら。立候補者はポスターの中の人ではなく僕らと同じ市民な

のだ。その代表として声を届けて行くべきだとリアルに感じた。 

 



本日の候補予定者に伝えたいことがあればご記入ください。 

・税金の使い道をきちんと考えてほしい。土木工事やハコモノだけにお金を使わないでほしい。 

・子育て支援を是非お願いしたい。佐世保の子育て環境を整えてほしい。気軽に相談できる子育て相談サポー

ト窓口をつくってほしい。 

・特別支援教育の充実、インクルーシブ教育、合理的配慮の徹底、教職員の特別支援研修を義務化することを

訴えていきたい。 

・今回このような会があったけれど、この意見を話し合い、少しでも佐世保市を住みやすい市にして行っても

らえたらと思います。ありがとうございました。現場の声をもっと聞いてほしい。 

・もっと気軽に話や相談に行けるようにしてほしいです。敷居が高いイメージがある。インターネットに相談

意見が言えるようにしていただけたらと思います。 

・子育てしやすい町づくりへの活動をしてもらいたいです。 

・（立候補予定者の皆さん）参加していただきありがとうございました。私たちのことを忘れず、こういう声

があったことを政治に反映していただけると嬉しいです。 

・子育て支援センター・児童館（センター）・ファミサポ・公民館・NP…すでにいい活動がたくさんあるの

で、もっと活用しやすいようになってほしい。NP（ノーバディ・パーフェクト）に私たちの時は13人の参

加。今やそのうちの6組に3人の子どもがいます。安心が子どもを増やすと思います。 

・市民が頑張って話し合った時には是非聞いてください。 

・子育て中の生の声を本当に受けとめて、今の市政を開拓してほしい。 

・一緒に頑張りたい。 

・子どもは未来、その未来がどうなるかは大人の責任。 

・（みんなが書き込んだ）付箋を見てもらい、がんばって実現してほしいです。 

・何が変わるかわかりませんが、みんなの話を少しでも実現してください。 

・がんばってもっともっと佐世保をよくしてほしい。 

・とにかく子育て、子作りしやすい街にしてください（お金が必要です）良い機会をありがとうございまし

た。おつかれさまです。夢を実現する方法のヒントを教えてもらって良かったです。現実的にできるよう

に、今回当選して市の子育て環境を変えていってください（松尾さん） 

・佐世保は経済界中心、企業中心、そして男性中心でしょう。佐世保を画期的に変えるにはそれを変えるしか

ないと感じます。高い志で当選したあと、経済界に絡め取られないでほしい。 

・数山さんあっぱれ！すばらしい。また何かやるときあったら声かけてね、手伝います(重松) 

 



ママと市議選候補者予定者ガチトーク 座談会まとめ  

テーマ① 子育ての困りごと 

あそび場 

・市役所からの名切再開発アンケートに意見を書く欄が無かった。 

・駐車場について：佐世保公園は1時間しか無料ではない。名切公園もすぐに埋まって、公園利用者ではない

人多く、交通公園に停めると怒られる。16：30には締め切られる。 

・児童クラブに行っていない子どもがのびのび遊べる場所が少ない。 

・子ども達に自然の中で泥あそびをさせたい。可能な場所と水道等が設置してあるとよい。 

・雨の日に子どもを遊ばせたい。就学前の子どもが遊べる場所（4～6歳の元気な子）が少ない。 

 

学童期以降 

・児童クラブがどこも同じ利用料なのに対応の仕方に差がありすぎる。 

・放課後教室の中身や質にばらつきがある。 

・（1クラス学年で）クラス替えが無く、子どもの逃げ場がない。 

・学校は決まりが多い。 

・親の出勤時刻と子の登校時刻の差 

・児童の放課後の過ごし方 

 

子育て支援 

・ひとり親で療養中のため、自分が動けない時（起き上がれない時）の送迎に困った。 

・ファミリーサポートセンター利用をしたくても、サポートを利用したい時は急を要する事が多い。 

・夜泣きが困った。 

・子育て支援センターが使いづらいと感じる。 

・ワンオペ育児状態。 

・支援センターなどには行くようにしているが、１人で子育てしている。 

・ファミサポ料金が高い。 

・お母さんのサポートがもっと必要。 

・五島の５歳児健診は少人数での関わりの中で発達に問題がないかしっかり診てくれた。その間、母親は発達

障がい等について学ぶ。佐世保は流れ作業。 

 

 



・ファミサポ活用したいが敷居が高い 

・産前産後に孤立した 

・ゆっくりしたい時の協力がない 

・親が病気、体調不良時の支援がない 

・全くの核家族へのサポート（近くに親がいない） 

 

お金 

・医療費の現物支給を小学生までに拡充してほしい。（財源がなく実現できていない） 

・保育料の減額制度が子どもの年が離れていると当てはまらない。お金がかかる。 

・不妊治療が高額。メンタルが落ち込む。 

・共働きでやっと回ってるのに、この先が不安。 

・とにかく佐世保は収入が低い。 

・高額医療。治療を続けるのに仕事を辞めた。 

・やっぱりお金が無い。 

・施設にいちいちお金がかかる。（大村・諫早とかはすごい） 

 

医療 

・子どもが病気の時に預けるところが無く、仕事を休まないといけない。 

・病児保育の少なさ。利用費が高い。病院と保育園がもっと密に連携してほしい。 

・連休中の病院、休日受診できる病院は3時間待ち。 

 

環境 

・地域のコミュニティが希薄になっている。⇒再構築が必要。公園で遊んでいると「うるさい」といわれてし

まう。 

・北部は道が悪い。 

・子どもを連れて入れる飲食店が少ない。 

・環境が昔と違う。 

・生後６か月からお父さんと会えていない。 

・ずっと１人で子育てをしている感じ。 

 



・ルールにがんじがらめになっているのでは。 

・初めての育児（ワンオペ）で何がわからないかがわからない。 

・白南風町の近道は階段でベビーカーでは行けない。バス道を行かないといけないが、交通量も多く道が狭

すぎて危ない。 

・戸尾町のエコプラザの坂がでこぼこで、マンホールもあり雨の日にスリップして登れない。幼稚園生や年

配の方が歩いて通るが車一台がやっとで危ない。整備や幅を広げる事を早急にしてほしい。 

・2019の10連休、夫が仕事で休みではなくワンオペの上、幼稚園もない。いまからゆううつ。 

・見通しの悪い道路の木を切って欲しい 

・通学路、生活道路の道の悪さに困っている。ベビーカーを押すのが大変なので障がい者やお年寄りも大変

だと思う。 

・ダブルケア 

・子育てで近所につながりがない 

・公園に駐車場が足りない 

・近くに安心して遊べる場所がない 

・雨の日の遊び場 

・公民館の使い勝手が悪い（子ども連れで気のおけない仲間で集まれる場所が欲しい） 

・仕事と子育ての両立が難しい 

・SNSとの付き合い方 

 

その他 

・どの分野でもコミュニケーション不足。 

・自転車の標識について：子どもがいても平気で通っていて危ない。スケートボードも。 

・夫の立場としては、子育て時代に困ったなと感じたことはなかった。 

・福岡の地下鉄では妊婦や子ども連れには席を譲ってくださいと放送していた。 

・ワンステップバスが便利だけど、そのバスを利用できる時間がわからない。 

・ＪＲ、バス等、ベビーカーを乗せる時運転手さんから断られた。 

・お父さんの存在感の薄さ。 

・いっぱいいっぱい。 

・楽しく子育てしたいのに、家でこもって子育てするとキーっとなる瞬間がある。 

 

 



ママと市議選候補者予定者ガチトーク 座談会まとめ  

テーマ② 子育てしやすい街とは 

あそび場 

・雨の日に思いきり体を動かせる場所がほしい。諫早のこどもの城の様な施設。 

・無料で遊べるところ。（屋内外）長崎市⇒あぐりの丘 諫早市⇒こどもの城 

・水遊び、泥あそびができる場所がほしい。 

・北部にもっと子どもが遊べる場所がほしい。 

・自然の中で遊べる環境。 

・プレイパーク（子どもが自由に土あそび、火遊びができる場所）がほしい。 

・きららパークの駐車場代無料にしてほしい。名切にできる新施設の駐車場を無料にしてほしい。図書館の

駐車場有料化、絶対反対。 

・遊べるスペース（公民館など空いている時は使わせてほしい） 

 

学童期以降 

・進路指導について：偏差値に偏らない、学生の経済状況、学力、適性を教えてあげられる進路指導。奨学

金などのアドバイスや、専門家のアドバイスがほしい。⇒市内の子どもの学力の底上げになるのでは。 

 その様な情報が行き渡るような教育委員会や行政であってほしい。 

・特別支援教育の充実。インクルーシブ教育。合理的配慮の徹底。平等じゃなく公平に。 

・障がい関係の人達と一般との心の距離を無くし、閉塞感を無くし、オープンにしてほしい。 

・学力重視ばかりでなく、心を育てる教育に目を向けてほしい。 

・支援学級の何人に対して加配を何人にせず、その子の特性に合わせて配置してほしい。 

・LDや支援級の子どもに対する対応がなってない。 

・小・中・高の連携、情報共有不足。 

・先生方の発達障害につての勉強不足、研修の義務化。 

 

子育て支援 

・セミナーや講習会の時に託児を設けてほしい。 

・児童センター内でお弁当が食べられると助かる。 

・自主保育への補助などがあれば充実した保育がさらにしやすくなる。 



・子育て応援の町というのが一般の方にももっと伝わればよいと思う。 

・子どもが入院した時に母親のサポートをしてくれる所があると助かる。（子どもにつきっきりなので、お

風呂に数日入ることができず、ごはんを買いに行くこともできない） 

・託児付きのイベントを増やして欲しい。（美容室や買い物なども） 

・きららパークの駐車場を無料にしてほしい。 

・母が病気になった時助けてくれる人がいる安心感。 

・ゆっくりしたい時の協力。 

 

お金 

・給付型奨学金を増やして欲しい。誰でも高等教育を受けられるように。 

・もっと文化の方に市がお金（力）を入れてほしい。生の演奏、劇など芸術にふれる機会を作ってほしい。

（子ども向けの文化事業にお金をふってほしい） 

・児童手当、医療費などの支給を中学卒業までしてほしい。 

 

医療 

・小児科で便利だったところ（長崎市）親も受診可能。鼻・耳も診てもらえて耳鼻科に行かなくても良い。

病児保育室併設。 

・早期療育 

 

環境 

・繋がり作り、家族のサポートをもっと行政がやってほしい。 

・もっと子どもを産み育てやすい環境を作るべき。 

・街中にピアノや楽器があると楽しい。 

・県外から来てる人が多いから、ちょっと見ていての環境が無い。それがほしい。 

・佐世保は市内に何でも集中（市役所・病院・支援センター）しているので、住みやすいと佐世保を離れた

人に言われた。 

・町内との関りができる街。 

・子どもが入れる店の看板があればいい。 

・近所とのコミュニケーションがとれる街。 

 



・社会的弱者が住みやすい街だと暮らしやすい。 

・孤独にならないように、外にでるのに、外に出るのも大変。 

・助けてと言える近所。 

・公園だけでなく、トイレの設備の充実している街。 

・買い物しやすい。 

・子どもに寛容な街。 

・出かけやすい街。 

 

その他 

・もっと子育てや学校にお父さんが関われたら。 

・子育てしやすい街：気持ちいい街並み、家族や友人との時間をもてる、文化芸術 

・子ども～成人以降の発達障害者の支援センター佐世保にも作ってほしい。 



資  料 

・事前学習等資料 

・配布物 等 



○選挙に行く高齢者のためのお金を、行かな

い若年層が払っている 

 

・昔は若者の数が多かったので、投票に行か

なくても良かった。でも今は「20代、30代は

少ない」のに「投票に行かない」のWパンチ！ 

 

政治家は落選すると失業者… 

投票しない人（＝若い世代）は軽視し、投票

してくれる人を重視するのは当たり前。 

 

世の中を見てみよう！高齢者施策は厚遇され

 

○誰を選ぶかは二の次でもいい。とにかく投票に行って20代・30代の数の力を示すことが大事！！ 

「政治に期待が持てないから棄権する…」というけれど、棄権するということは「いない人」にな

るということ。なんの意思表示にもならない。選挙に参加すれば20代・30代も投票していることを

示すことになる…ようやく政治家がこの世代に目を向ける。 

○ 鉛筆転がして決めてもいいから、とにかく投票に行こう。20代.30代の投票率を上げることに大

きな意味がある。 

○ 肌感覚での投票もあり。今の生活に概ね満足なら与党、不満なら野党…それでもいい。 

“ガチトーク“開催の前に私たちが知っておきたいこと 

準備のための学習資料 

NPO法人 ちいきのなかま 
1．なぜ私たちは投票に行かないといけないか？ 

だから… 

選挙を考えるときに、最近よくあるご質問 

Q.ネット上での投票にしたら若い世代が参加しやすいのでは？ 

A.セキュリティ上の問題から実現は難しい。 

ネックになるのはハッカー対策などセキュリティ面。最悪は投票結果の操作の可能性があることでその

対策が取れるのか…。個人のネット環境の差、操作が容易かなどの問題点が予想されて実現可能性は低

い。 

Q.投票を義務にして、罰則を課したら投票率が上がるかも… 

A.確かに。しかしそもそも選挙権は「義務」ではなく「権利」です。認められた権利に「罰則」の適応

は本質が違います。 



2．知っておきましょう！佐世保市の台所事情…あなたが市長ならどうする？ 

未来を見据えて、佐世保市の台所事情を把握しよう。限られた予算の中で予算を取り合うことじゃなく、

どうしたらみんながよくなるのか…と考えてみる。（広報佐世保より） 



 
3．自分が納めた税金は、自分が必要としている所に使ってほしいから…は当たり前！ 

LEE 2016 ７月号より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


