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美濃加茂市総合戦略策定にかかる   日時：平成 27年６月５日（金） 

   19：30～21：10 

場所：生涯学習センター２階 
市連合ＰＴＡワークショップ 開催報告 

 

（出席者）  市連合ＰＴＡ役員：11名 

       事 務 局：5名（総合戦略室、学校教育課、生涯学習課） 

       オ ブ ザ ー バ ー：1名（日比野教育長） 

       ファシリテーター：1名（ジャパン総研） 

 

１ 次第 
   

  19：30   開会あいさつ、趣旨説明 

        日比野教育長あいさつ 

  19：45    グループワーク 

        『こんな美濃加茂市で子育てしたい！定住したい！』 

        子育ての各ステージ（結婚・妊娠・出産、学校教育、乳幼児期の子育て、今後（子

どもの進学・就職））での「理想の姿」について自由に意見交換する。 

  20：50   各グループの成果発表 

  21：10     閉会あいさつ、事務連絡 

 

２ 開催結果 

（１）グループワークの発表 

【お母さんグループ】 

 まず、「結婚・妊娠・出産」では、結婚するきっかけと

してお見合いをすることと、出産するための産婦人科を

増やしてほしいといった意見が出た。お母さんたちは美

濃加茂市以外で出産している現状がある。また、不妊治

療の支援をしてほしいという意見もあった。 

 「乳幼児期の子育て」については、乳幼児学級がある

ので、いろいろな情報を共有できるようにしたい。また、

子どもができる前から交流して、悩みを聞いてもらえる

場所や地域とつながれる場所、市外や県外からの転入者

の不安を解消できるコミュニケーションをとれる場所をつくってほしいという意見が出た。それから、

働くお母さんに対してきめ細やかな対応をするお店や、働ける環境を整えてほしいという意見もあっ

た。 

 「学校教育」に関して、三和小学校と伊深小学校に限定される話だが、保育園や小学校に通う子ど

もが少ないため、子どもが増えることを切実に願っている。また、通級学級が各学校にあればいいと

いう意見も出た。地域のことでは、定年退職者やボランティアが地域のサポーターとして子どもの見

守り活動していることは本当にありがたく、増えていただきたいという意見もあった。保護者が感謝
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していることを子どもにも伝え、意識しなければいけない。また、体験授業や子どもの自立を促すよ

うなサポートや教育をしてほしいという意見もあげられた。三和や伊深は自然の中で遊べる環境があ

るのに、危険だからと川遊びなどが制限されることが寂しいという意見も出た。 

 「今後（子どもの進学・就職）」では、連絡所やコミュニティセンターを気軽に使えるようにしたい、

夢が実現できる職場があればいいという意見があった。それから、空き家が活用できれば人が増える

のではないかという意見も出た。また、離婚率が高くなり、母子家庭や父子家庭が多くなっている。

いろいろなケースがあると思うが、結婚する前から、夫婦が仲良く一緒に子育てをしようという意識

を持てるような環境ができればいいと思う。 

 
 

【お父さんグループ】 

 お父さんグループの「結婚・妊娠・出産」は、お

母さんグループと似ている部分もある。産婦人科な

どの医療機関が少なく、美濃加茂市内で出産しない

お母さんが多い。市内に病院が増えれば安心につな

がるのではないかと思う。不妊治療ができる病院が

ないとか、小児科も充実してほしいという意見もあ

った。また、未婚者に対するイベントなど、美濃加

茂市が主体となって出会いの場所を設けてほしい。

環境を整えるということでは、低価格で式をあげら

れる結婚式場を公営でつくってはどうかという意見と、育児休暇を取りやすい企業が増えたり、保育

園の費用を抑えたりできればいいという意見が出た。そもそも、将来に不安を持つ若者が増えている

から結婚率が低いのではないか。 

 「乳幼児期の子育て」について、託児所や保育所の充実として、保育園に行く前の年齢の子どもを

預かってもらえれば、お母さんも楽になるのかもしれない。それから、地域で子どもを育てていくと

いう環境もつくっていかなければならない。お母さん同士の交流やカウンセリング、子ども会の充実

などいろいろな意見も出た。親の職場環境として、お父さんも積極的に育児に関わることができる雰

囲気のある職場やまちづくりを目指していく。お母さんがとてもがんばっているため、お父さんもが

んばっていきたい。 

 「学校教育」については２つの意見に分かれた。お母さんグループでも話に出たが、人数が少ない

ため、学区をなくして自由に選べるようにしてはどうかという意見があった。逆に、学区の編成につ

いては、通っている最中に学校が変わるのは本当に困る。また、子育てという部分に関してでは、ゲ

ームをやらせないで心を育てるような教育、英語に外国籍の子どもを活用した授業、競争させて順位

を付けるような授業がある方がいいという意見もあった。それから、15時の放送の改善と小さな学校

に対する予算を上げること、学校の先生に地域に根付いてもらうために任期を延ばすといった意見も

出た。 

 「今後（子どもの進学・就職）」は、三世代世帯を推奨する地域振興券のようなものをつくってはど

うかという意見が出された。また、美濃加茂市内に３か所ある高校は、市外から通う生徒が多い。そ

ういった高校生を対象としたイベントを行うために交通の便を良くしたり、進学費用がかさむため、

美濃加茂市に就職すれば返済しなくてもいい奨学金制度を設けるという意見も出た。美濃加茂市とし

て何か１つ掲げ、ぶれないで目指していくものがあればいい。 
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（２）グループワークの結果 

【お母さんグループ】                      はすぐに改善してほしいこと 

結婚・妊娠・出産 乳幼児期の子育て 

結婚できる 

・お見合い、出会いがある。ちゃんと結婚できる 

・独身の人が結婚して子どもを増やす 

・お見合い!! 

不妊治療 

・不妊治療で支援をして欲しい 

切実 

・産科、助産院が増える 

・産婦人科がほしい 

 

・親育てをする！ 

・人を頼る 

 

つながれる!! 

・乳幼児学級がある 

・多世代で交流のある乳幼児学級 

・気軽に悩みを聞いてもらえる場所があると良い

です 

・子育ての情報が身近に得られる！ 

・保育園開放 

・結婚して子どもを持つまでも地域とつながりが

ある 

・外から来た人がすぐ人と触れ合える。コミュニ

ティとつながれる 

ママにやさしい 

・働くお母さんにきめ細かく対応してくれる 

・ママが子連れで働ける環境 

・子連れで気軽に入れるお店が増える 

・地元の雇用環境が良くなる 

 

学校教育 今後（子どもの進学・就職） 

子どもがたくさん 

・保育園、小学校に通う子どもの人数が多いまち 

きめ細かい支援 

・通級教室へ通うのに古井小学校へ行く。各学校

にあれば助かります 

安全 

・地域学校サポートチーム 

・保護者の意識を高めよう（サポートへの感謝） 

子どもが体験できる 

・体験授業が多い 

・子どもの自立を促すサポート 

・自然の中で遊べる 

・子どもが川で、外で、自由に遊べるまち 

通学 

・スポーツが盛んな高校 

・駅が遠く、通勤通学が不便（バスも週２回） 

・連絡所、コミュニティセンター。気軽に使える

ようにしたい 

・夢が実現できる職場がある。仕事がある 

空き家が活用される 

・空き家 

・怖い空き家 

離婚のハードル（が低くなっている） 

・夫婦が仲良し 
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【お父さんグループ】                      はすぐに改善してほしいこと 

結婚・妊娠・出産 乳幼児期の子育て 

医療機関 

・不妊治療の病院が近くになかった 

・産科が少ない 

・未婚者を対象とする婚活イベント 

・低額で行える結婚式場をつくる（公営） 

・社会、将来に対する不安から結婚に希望が持て

ない 

出会い 

・産婦人科を増やす 

・医療施設の充実 

・結婚。男女の出会いの場が様々なかたちで提供

されるまち 

・育児休暇を取りやすい会社がある 

環境 

・産婦人科の充実 

・若者が集う場所がない？ 

・保育園など費用が少なく子どもが預けられる施

設 

社会 

・若者主体の参加イベント 

 

託児・保育所の充実 

・近所付き合いの充実 

・子育て世代を地域で支える具体的な行動が欲し

い 

・父親が積極的に育児に関わることが当たり前の

雰囲気があるまちづくり 

・小児科の充実。現在は２か所ほどしかないかも 

地域で 

・安価な託児所 

・保育所 

・幼時期対象の保育施設を増やす 

・子ども会の発表 

・お母さん同士の交流の場づくり 

・乳幼児を持つ母親のコミュニティサークルをつ

くる 

・気軽に参加できる各種教室の開催 

・子育て仲間が集う場所の充実 

・情報を得られて、相談できる場。カフェ 

・女性が働きやすい職場環境 

親の職場環境 

・託児所の利用、融通 

・狭い地域での乳幼児教室だけでなく、もっと広

域で実施してはどうか 

医療機関 

・市設の、幼児を持つ親に対する無料カウンセリ

ング 
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学校教育 今後（子どもの進学・就職） 

学区はあった方がいい？ない方がいい？ 

意見が分かれた 

・学区変更を極力なくす 

・山手小学校からの中学進学に疑問 

 

・学校区を見直す議論がしたい（小規模校対策） 

このような視点で 

・ゲーム以外の遊び方を教える教育 

・心を育てる教育の充実 

・学生主体イベントを企画からやらせてみる 

・将来の夢を持つような興味のある講演会の開催 

・ベテラン（退職後）の先生方にもっとサポート

に入っていただけるシステム 

・小学校での英語教育。外国人活用 

・個性を伸ばす教育 

・地域の方々とのふれあいが充実した小中学校 

・競争を取り入れた教育、マラソン大会の復活な

ど 

・地域のつながりをつくるイベント（見守りをし

てもらうため） 

・地域の特性、文化を生かした体験学習 

・地元をもっとよく知る授業。興味を持ってもら

う 

・地域の方が講師として参加してもらう 

いつも同じは犯罪の抑止力にはならない 

・15：00の放送の改善。新しい取り組みを行う 

・三世代世帯への補助 

・オープンキャンパス。オープンな職場。まつり。

イベント 

・教育に対する予算について検討して欲しい。小

さな小学校 

 

同居 

・同居手当て。ふるさと切符 

・高校生と行政のイベント 

・住みやすいまちづくり。交通の便 

イベント 

・進学にお金がかかり過ぎ 

・ジャージ。高校の制服補助 

・就職支援プログラム（学生からの） 

交通・便利 

・ＪＲの本数が増えれば 

・通勤しやすい環境。市から通勤手当。まちおこ

し切符 

進学などへの援助 

・遊び場づくり 

・市の奨学金→地元で働いたら返金なし!! 

・もう少し、教員の任期に融通がきかないか 

・大学をつくったり、職場をつくる 

・ふるさとを“じまん”できる子どもを育てる!! 

・何か１つトップを目指す 

・もっと働く場所を提供しないといつまでも定職

と言えない、派遣 

・美濃加茂市、就職、就学、お祝い、クーポン、

金券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

今回が

初めて
60.0 %

以前

参加したこ

とがある
40.0 %

不明・

無回答
0.0 %

満足
80.0% 

まあ満足
20.0 %

やや不満
0.0 %

不満
0.0 %

不明・

無回答
0.0 %

  

３ 参加者の意見・感想 

振り返りシートの提出数：10名 

【ワークショップの参加経験はありますか】     【本日のワークショップはいかがでしたか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な感想など】 

・いろいろな意見。自分とは違う考え等聞くことができて良かったです 

・いろんな意見、切り口、情報が得られました 

・最初は不安だったけど、楽しくて、いろいろな意見があり、ためになりました 

・人の意見を聞くと、自分の考えていないことが多く気づきがあった 

・外から入ってきた者なので、美濃加茂の現状や未来を話し合えたのは、すごく良かったです 

・もっと多くの参加があると良かった。何も考えずに参加したが、皆さんの意見を聞くうちにいろい

ろなアイディアが浮かんできて楽しかった 

・緊張していましたが、すごく楽しかった。思っていた以上にたくさん話が出て良かった 

・メンバーに恵まれた。同世代で意見を出しやすかった 

・皆さん意見がはっきりしているので、とても楽しかったです 

 

 

【本日のテーマについて、言い足りなかったことや、追加意見】 

・市長がんばれ 

・美濃加茂市美濃加茂市がもっと活発になってほしいと思います 

・情報交流の場、相談（気軽に）できる場所があればいいと思いました。 

・職場体験で学生→カフェなど 

・高齢者の活用 

・やはり、子育てにとって、おじいちゃん、おばあちゃんの存在が大きいと思う。三世代が増えると

いい 

・今もう長男が東京の大学に進学してしまいました。本人も私も、美濃加茂市に戻ってくることはな

いだろうなと思っています。今日のこのワークショップを聞きながら考えることができました 
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【総合戦略全般について】 

・わくわくするビジョンを期待します 

・今回のワークショップでの意見が少しでも反映されれば良いと思います 

・たくさんの分野、さまざまな方からの意見を聞き出し役立ててほしいです。まとめるのが大変かと

思いますが、力を合わせて頑張っていきたいと思います 

・総合戦略室があるのを知ることができて良かったです 

・いい美濃加茂市になりますように 

 

 

 


