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ご あ い さ つ

みえ次世代育成応援ネットワーク 代表

齋藤 彰一（三重県商工会議所連合会会長）

三重県 健康福祉部長

向井 正治

ご来場いただきました皆様や関係者の皆様に厚く感謝を申し上げます。

企業が存続・発展するために女性の労働力を積極的に活用することは、重要な企業戦略であり、

子どもを持つ従業員に労働時間の短縮を認めるなど、子どもや子育てに配慮する企業経営は、将来の

労働力や消費者となる次世代の育成という観点からも大切なことです。このフェスタの開催を契機に

企業の力や地域の力を結集し次世代育成を支援しようとする気運が、さらに盛り上がることを願って

います。

皆様のご支援ご協力により、第2回『子育て応援！わくわくフェスタ』が無事開催できましたこと

を改めてお礼申し上げます。

三重県の目指す“ささえあい”の地域社会づくりには、多様な主体の参画が必要で、このフェスタ

は、子育てを応援する企業や子育て支援団体などが参加する「みえ次世代育成応援ネットワーク」を

中心に運営されており、大変意義深いものであると認識しています。県として今後もこのような取組

を積極的に支援してまいります。
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四日市市子育て支援センター

子育て支援ボランティア
「コアラの会」

生活協同組合コープみえ
                        （１９日）

三重県子どもＮＰＯサポートセンター

シルバー人材センター

三重県肢体不自由児協会
（１９日）

エンゼル会
（ダウン症ほか染色体異常児・者の会）

三重県教育委員会 生涯学習室

松阪市公立幼稚園嬉野ブロック
（豊地・中川・豊田・中原）

津子どもＮＰＯセンター
（２０日） ｢チャイルドライン２４｣実施組織

大台町子育てサークル
（さくらんぼ・ちゅうりっぷ・ばばママキッズ）

コープみえ・くらしたすけあいの会

鈴鹿市子育て支援センター 津市こども家庭課
（津地区子育て支援ネット）

■子育てゾーン
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三重県茶業会議所

（株）丸大大森

大内山牛乳

天然食材農園 二十一世紀

牧場のアイスクリーム ミルクパレット 社会福祉法人 夢の郷

三重県農水商工部農水商工企画室食の安全・安心ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
三重県農水商工部マーケティング室地産地消ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
ＮＰＯ法人 地産地消ネットワークみえ

三重県中央卸売市場

農業生産法人（有）深緑茶房 ふるさとの味 やへい

59ＪＡグループ三重
あぐりネット三重中央

坂本屋（１９日） 香肌の草もち（飯高産業振興センター）
（２０日：２ブース）

■地産地消ゾーン
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松阪生しいたけ組合（19日）

三重県環境森林部 林業経営室

財団法人 オイスカ 三重県支局
      （19日）

まつさか幼児学園（20日）こどもの体験活動をひろめる会
「おもしろこどもクラブ」 （20日）

鈴鹿短期大学 食物栄養専攻
                  

鈴鹿短期大学 こども学専攻 エント
ランス 財団法人 三重県交通安全協会

こまのおっちゃんのコマ教室
            （20日）

日本公文教育研究会 津事務局 ヤマハ株式会社 名古屋事業所

ＪＡグループ三重
介助犬の紹介（20日）

川上営農組合

旭電気株式会社 株式会社東海テクノ
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問10．展示や催し、紹介した情報の中で興味或いは良かったブース等は

◇その他

子育て支援センター 23
ヤマハ 19
体験コーナー 16
公文 16
全部 15
わくわくステージ 15
こまのおっちゃん 14
はたらく車 13
積み木のコーナー 12
歯の健康コーナー 11
ボーイスカウトブース 10
ワイヤーママ 10
第三銀行 10
エムっとくんダンス 9
コアラの会 9
もったいないプレゼント 9
おもちゃ病院 9
缶バッチ 8
飲食ブース 8
スタンプラリー 8
ガールスカウト 7
JA三重 7
鈴鹿短期大学 7
地産地消 6
手作りおもちゃ 6
スリング 6
お父さんのための読み聞かせ 5
三重中京大学短期大学部KCDC 5
鈴鹿市子育て支援センター 5
バルーンアート 5
風船 5
子どもが参加できるブース 5
エムっとくん 4
地球の温暖化について 4

学びと遊びのゾーン 4
（株）東海テクノブース 4
子育て関連ブース 4
木工教室 3
そば打ち体験 3
絵本コーナー 3
おいしいお茶の煎れ方 3
介助犬 3
椎茸栽培 3
スイング・スリング 3
風船作り 3
まつさか幼児学園 3
みえチャレンジプラザ 3
三重テレビ 3
モーハウス 3
四日市市子育て支援センター 3
短期大学のブース 3
赤ちゃんコーナー 2
遊びと学びのゾーン 2
エンゼル会 2
教育委員会の本 2
食育について考えているブース 2
抽選会 2
デュークの演奏 2
フレンテみえ 2
松阪市立幼稚園 2
よさこい 2
旭電気 2
お餅 2
子育てサークルのブース 2
子育て食事 2
三重県児童相談センター 2
とうふドーナッツ 2

（財）オイスカ
AED講習
JAFの体験車
アクリルタワシ
伊勢うどん
一志町のおかしコーナー
エコクラブ
園児学園太鼓
大川幼稚園の鼓笛隊
おにぎりにチャレンジ
おはし豆つかみ
おもしろ子どもクラブ
各団体が遊びを中心にブースを出していたのが印象的でした。
学童（No.2）
各ブースそれぞれの情報がわかりやすく、よかった。
カレー
健康ゾーン
けんだまダンス、ファミリーパフォーマー
子育て情報
子どもNPO
ジェントリー
仕事
自然環境について
ジャグリングパフォーマンス
授乳服
食と健康を考える三重ネットワーク栄養相談
身障者
すばる児童館
生活協同組合の釣り
青少年の携帯の使い方

高田短大ブース
だるま作り
地域の子育て支援の団体
地域の産業を利用したもの、手作りのおもちゃ作品
中京大学ブラバン
津おもちゃ診療所
作って遊べるコーナー
津警察署
津市子ども家庭課
電気コーナー
トイレを洗う
習いごと
乗り物
光フレッツ
ピッコロ
物産品など
放課後児童クラブ
母乳の会
豆つかみ
第三銀行
三重の木
無料サンプル
模擬店、育児の展示など
物づくり
ヤマハコンサート
夢の郷
木のサイコロ
幼稚園などの出し物





□アンケート結果

問13．当フェスタ及び子育てに関するご意見ご感想
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来年もぜひ行ってほしい。来たい。 41
とても楽しかった。 24
これからも交流の場を持ってください。 20
これからも続けてほしいです。 20
家族で参加できるので楽しいイベントだと思いました。 15
子どもが楽しめるイベントでよかったです。 12
とてもよかったです。 10
いろいろな情報を知ることができてよかった。 8
休憩する所がもう少しほしい。 8
これからもこういう行事を増やしてほしい。 7
参考になった。 6
飲食スペースが狭いです。イスも少ないので多めにほしいです。 4
いろいろ催し物があって楽しい。 3
年に何回かやってほしい。 3
いろいろなブースがあってよかった。 3
おもしろかったです。 3
大勢でにぎわっていた。 3
広く広報したほうがよい。 3
いろいろな活動があることを知った。 2
おむつ交換できる場所がもっとあってもよいと思う。 2
来てよかった。 2
ステージが狭い。 2
整理券がもらえなくて残念でした。 2
子どもがいろいろほしがるので、食べ物がもう少し安いとうれしいです。 2
ビデオを見ました。 2
人が多いのでゆっくり見れなかった。 2
人が多くてちょっと暑かった。 2
もったいないプレゼントは子育てする上で助かります。 2
子ども用トイレの数を増やしてほしい。 2

人が多すぎて子連れだとちょっと大変です。もっとゆっくり楽しめたら
と思います。 2

◇複数意見・感想
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◇その他

伊勢近くでしてほしい。
県内各地で開いてほしい。
四日市地域でもあればいいと思う。
こういうのを住んでいる近くでも作ってほしい。
松阪も会場に検討してください。
この時期ではなく春や秋のほうが体調を崩すことがないので、時期を考えてほしいと思います。
季節がもう少し暖かい時がよい。
冬ではなく秋や夏など天気（雪）の心配をしないでいい時期にしてほしい。
ブースのスペースの割合が狭く感じられました。
会場はもっと広いほうがよいと思います。
遊び場所がもっと広いといい。
歩けない子も遊べるところがほしい。
いいイベントだと思う。交流することによっていろいろな気づきがわかる。
いろいろ参加できるといい。
いろいろなジャンルの企業が参加があり、とてもいいと思いました。

いろいろな悩みがあるので、それが相談できるコーナーなど作ったりする。
地域の子育て支援センターの詳しい紹介などしてあってよい。
いろいろな人とのふれあいについて勉強になった。
ウォークラリーをもっと長くしてほしい。
エムっとくんに会えてうれしかったです。
遠方から来るので、ステージの開始時間が少し早いです。

会場案内の担当の方がもう少し丁寧に対応していただけるといいと思いました。
一般の方も始まる前に会場を出入りしていたり、スタンプラリー用紙を子どもがもらいにいっても
拒否してたり、お役所仕事です。
階段のない場所なのでベビーカーも移動しやすかった。チラシがわかりづらいと思った。

客寄せ的なイベントが多く、ゆっくり相談や学びなどができる体制がとられていない。
来年からはぜひ地域に分けて実施する体制をとってほしい。
去年よりよくなっている。工作できるから子どもは楽しい。

こういう機会はありがたいのですが、焼きそばを買ったけど少なくて、
こういうところで儲けてほしくないと思いました。
スタッフの人がいっぱいいて、こういうことをしてくれるのはありがたいです。
たくさんの人がいて、賑わいすぎるのも、それがちょっと。
交通整理をちゃんとしてほしい。

子育て中の方とその子どもが集う集まりかと思ったら、広範囲（環境など）に
わたるすべての人が参加できるものであって素晴らしい。
子育ては親、大人育て、そして仲間作りだと思います。
子育ては地域でしていくのが大切と思いました。
子どもと二人だとトイレとかが大変なので、トイレの時だけ子どもをみててくれるとありがたい。
子どもの環境、こんな世の中で心配です。
子どもの元気のエネルギーをもらってよかった。
こんなに子どもを愛している方々が多いと初めて知り、うれしく思った。
参加団体間で交流できる機会があればいいと思います。
次世代育成が問題になっているが、こんなにたくさんの子ども達が集まるなんて。
室内で天気に左右されないので、冬でも全然ＯＫです。
市民レベルでなく、もっと行政が関心を持ち、より子育てしやすい世の中にしてほしいです。
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少子化に対してこのような行事はよいと思う。
少子化になると心配しながらも、行政がそれにまだまだ応えていないのが不安（不満）です。
商売がメインだったのでつまらなかった。子どももつまらなそうだった。
すごいのでびっくりしました。
すごく親子の参加が多かったのにびっくりしました。
ステージ付近でベビーカーが通るスペースがもう少しほしかった。
素直な子に育ってほしい。
素晴らしい先進的な取組みでよいと思います。
紙オムツメーカーと提携して紙オムツを置いておいてほしい、せめて販売してください。
盛大でいいです。
前回も参加しましたが、今回一つの会場で行ったため回りやすかった。

想像以上に人が多くびっくりしました。混んでいて、小さい子どもを連れていると
一つ一つのブースをきちんと見る時間がとれず、残念でした。

体験コーナーは一つ一つをブースで分けるのもよいが、人気のあるなしがわかってしまうので、
いくつかをまとめてそれをいくつかに分けてはどうか。
食べ物コーナーをもっと増やしてほしい。
食べるスペースが2Fだということを後で気づいたので、もっとわかりやすくしてほしい。

地域にはNPOとして各個人、団体が頑張っています。今回は情報誌、チラシのみだったので、
その方たちを集めてのフォーラムも県内の情報発信になってよいのではないかと思います。
駐車場が広くてよい。
通路をもう少し広くしてほしい。
津市は子育てにあまり力を入れていないような気がする。
はしの使い方とか教えてもらえてよかった。
始まる時間が遅い。
初めての子育てなので、いろいろな子育て支援があるのがわかってよかった。
一人でも多くふれあいができるようなコーナーも設けてほしい。
フリーマーケットを開催してほしい。
他の団体の活動を知るよい機会でした。
皆で育てる。
無料で子ども達が体験できるイベントが多くてとてもよいと思いました。
無料なので利用しやすい、駐車場も多いのでよい。

餅つきの場所での係りの対応がよくなかった。もっと丁寧な説明がほしかった
（子どもがいないと整理券をもらえないとは知らなかった）。
もったいないプレゼントをもっと多くしてほしい。
もっと日数を増やしてもいいと思う。
やさしい。
よくわからない。

昨年はおもちゃの修理をしてくれるブースがあった気がするのですが、
もうないのか。来年はあるとよい。
ラリーのスタンプが探しやすくなってよかったです。
リサイクルおもちゃの作り方などを教えてほしいです。
若い方にとても参考になると思います。
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問7．ご提案やご意見

今後ともよろしくお願いします。

学生に体験させたい場面がたくさんありましたので、今後とも積極的に参加させてもらいたいです。

よい企画である。今後とも参加させてほしい。

おつかれさまでした、ありがとうございました。

配布物が多くて参加者の人から袋をくださいとたくさん言われた。袋があるとよかったかも。

県でこども局の設置されたことはたいへん喜ばしいことです。子どものことが
一元的に見守られていくことが実現されることを願っています。企業の側で子育て支援は
育休への男性参加だけでなく、勤めている人が社会（地域）活動にボランティア参加しやすくする
環境も必要だと思います。定年を迎えていきなりではなく、子どもと共に社会参加し、
それを定年後のライフワークにつながっていけば素晴らしいと思うのです。失われた地域社会の
きずなを企業も家庭も行政もバックアップしていくシステムづくりが推進するとよいと思います。
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お 礼 の 言 葉

みえ次世代育成応援ネットワーク 運営委員長

前田 光久（旭電気株式会社 代表取締役）

『子育て応援！わくわくフェスタ』にご参加いただきありがとうございました。

おかげさまで前回を上回る盛会となり、みなさまの温かいお気持ちは、来場いただいた子どもたち

や子育て家庭の方々に届いたと思います。子育て・次世代育成支援に取り組む仲間が出逢い、新たな

交流や協働が生まれることが「みえ次世代育成応援ネットワーク」の大切な役割です。三重の子ども

たちが健やかに育まれるよう、今後も様々な活動にご一緒いただけることを願っております。

『みえ次世代育成応援ネットワーク』では、いっしょに

三重の子育てを応援する企業や団体を募集しています。

お申し込みやご質問は、下記までお寄せください。

＜問合せ先＞

みえ次世代育成応援ネットワーク事務局（三重県健康福祉部こども家庭室）
※平成20年4月から、こども局こども未来室

TEL 059-224-2269 FAX 059-224-2270 E-mail jisedai@pref.mie.jp

みえ次世代育成応援ネットワークホームページ http://www.jisedai.pref.mie.jp






