
休日の子どもの居場所プロジェクト＠蓼科
～観光業における女性のキャリア継続支援と

新たな雇用創出のために～

2020年2月18日
休日子育てシェアハウス山ん家
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はじめに

「観光立国日本」「女性活躍」「働き方改革」が叫ばれる昨今ですが、休日こそ働
きたい観光地の女性たちは育児との両立で悩み、その子どもたちもまた、休日に親
に構ってもらうことができずストレスを抱えて過ごしています。

私たちは、こうした課題を皆で乗り越えようと昨年の10連休をきっかけに、
2019年4月「休日子育てシェアハウス山ん家」を立ち上げました。
親が子どもたちを交代で見守り合うことで、大人も子どもも休日がHappyになれば
という思いに賛同した親子は約６０名。構想から約半年という短期間で集い、
見守り合いの活動を続けています。

私たち山ん家は、観光地だからこそできるワクワクする新しい子育てスタイルと、
そこから生まれる新しい蓼科の魅力を発信していきます。
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山ん家 立ち上げの背景

・休日は学童や保育園がお休み
・観光業で働く親は休日こそ働きたい！
・子育て中は働けない・・・（怒）
・正社員。積み上げたキャリアの継続を絶たなければならない・
・平日は短時間勤務ママが何人もいるのでシフトは余剰気味
・子どもに申し訳ない、でも構ってられない
・休日気軽に子どもが過ごせる場所があれば働けるのに・・

・土日休日にどこにも連れて行ってもらえない
・友達と遊びたくても家が遠い、一人で行けない
・遊び相手がいないからゲーム、YouTube等にはまる
・つまらない、寂しい・・・
・休日も友達と外で思いっきり遊びたい！

母親

子ども

このままでいいのかな！？
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アンケート結果 ※2018年10月末 長野県茅野市北山保育園・小学校『休日子どもの居場所づくり』のアンケートより

１. 回収状況と利用意欲について
長野県茅野市北山地区（蓼科エリア）は、自営業とサラリーマン（サービス業）家庭の割合が多 い事が特徴。(サービス業、専従者が多い)
回収率は保育園小学校供に３０％超え。
回答者のほとんどが両親またはどちらかが土日に仕事をしている家庭。
利用意欲については、保育園９割超え、小学校７割強の家庭が休日の子どもの居場所を利用したいと回答。
２、利用したい子供の年齢について
保育園からの回答は４歳～５歳がピーク。小学校は５歳～８歳をピークに９歳～１０歳は減少。

預けたい層は、保育園年少から小学校３年生くらいまでが中心である。
３、利用したい休日について
保育園、小学校ともに １位は夏休み、２位は土曜日。春休み日曜日も利用意欲が高い。

４、利用したい時間帯について
希望は ８：００～１８：００ が圧倒的に多く保育園が７５％、小学校は９０％を占めている。
５、参加費用について （１日あたり）
保育園小学校ともに〝１０００ 円～２０００円″が圧倒的に多く、約８割を 占めている。
限りなく公共施設+αの金額を希望する家庭が中心で、
民間託児の様な高額設定では利用が見込めない。
６、サービスや支援について(フリー回答)  
保育園については食事提供の要望が多く、また体を動かす遊びという要望も多い。
小学校について は遊びというキーワードが多い。
小学生になると一人で過ごせるようになる反面、相手にしてあげ られないという悩みが出てくる。
結果一人でゲームやテレビに集中してしまう時間が長く、参加の 目的が〝預ける″というより
〝子供同士で遊ばせたい″という想いが強い傾向にある。
どちらにしても〝安心して預けたい″というニーズが前提にあると思われる。
また、共通の要望として、遠方在住者の〝送迎″が多くあり課題。
フリーご意見
全体的に開設に賛同してくださる意見が多く、
〝休日の子供の居場所″は共通の悩みである事が伺えた。
・一人で過ごす時間が長い(テレビ、ゲーム)     
・外で体を使って遊ばせられない
・親が一人で一日中子供の相手⇒心身ともに疲れてしまう

・子どもが小さいうちは諦めて土日の営業時間を縮小するという人気のレストランも



「休日子育てシェアハウス 山ん家」 概要

・支え合いで手の空いている大人が子どもを見守る
・出来る人が出来る時に出来る範囲で助け合い、見守り合う

日程：土・日・祝
時間：９時～１７時
場所：池の平ホテル隣の一軒家
昼食：池の平ホテル社食
対象：０歳～小学生※１
保険適用あり

地元のプロ人材

コアスタッフ
（ママ先生）

子ども

ボランティアスタッフ

コンセプト

5※１未就学児の預かりについては茅野市と協働し、ファミリー・サポート・センター事業を活用



体制（プロジェクトメンバー）

スキルを持ち、自立したママたちの集まり

保育士

看護師20年

プロスノー
ボーダー

大手企業経理山、自然の活動家

店舗デザイナー

デザイナー

中国語

営業

グリーフケア

社会起業家支援

シェフ

塾講師 ホテル勤務20年

かご編み作家

スキーインストラクター

ソムリエール

英語

農家
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私たちが目指すもの

私たちは、日本一 子育てしやすい観光地づくりに貢献します

１．大人の見守り合いによる子育てシェア
２．地元のプロ人材による自然体験学習
３．池の平ホテル＆リゾーツによる昼食の無償提供

ビジョン

サービス内容

ママ＆蓼科発！観光地にワクワクする新しい子育てスタイルを！
・支え合いの気持ちで「子育てシェア」、みんなが大きな家族
・人と自然がつながることで“楽しい”が大きくなる場所

■会員
親:22名／子:40名
(2020年1月現在)
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日常の活動

蓼科ならではの自然を活かした課外活動

■これまで実施した地域の父母、祖父母できる日常の活動
お絵描き／本格工作／原っぱ遊び／湖畔の散歩／リフトで空中散歩／小川で遊ぶ／テントでおやつ／遊園地で遊ぶ／年賀状作り／スキー 等

昼食時の様子

室内活動



そして自分の住む観光地域が好きになる、将来の担い手に！

観光地としての魅力付けを内外共に図り、その魅力と山ん家を地元に広く周知する場

新たな子ども向けの観光資源の開発。

＠ロイヤルヒル ＠八ヶ岳アドベンチャーツアーズ

＠オーベルジュ ラ・メイジュ ＠takibi hut ＠健康いきいきスタジオ

南 大和コーチ 阿部田 美恵子先生

佐渡先生

観光地ならではの人材、施設、資源、体験を活用した
イベントの実施

Specialな体験

■これまで実施した地元のプロ人材による豊富なイベント
テーブルマナー／運動遊び／カヌー／立体切り絵／焚火体験／スラックライン／辞書引き体験／組み木アート／草木染め／自然観察会 等

濱 直史先生

吉村 紗恵先生＠ロイヤルヒル



運営課題

課題を抱える当事者同士のみの見守り合いの限界

コアスタッフを
配置できる資金

が必要

本業が忙しくて
シフトに入れない

謝礼金300円/hの
ほぼボランティア

月半分クローズで
全休日オープン

できない
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地域で子育てシェアを！
日本一 子育てしやすい観光地づくりでみんながHappyに！！

課題解決のビジョン

・休日子どもを預けられる
・子育て仲間ができた
・安心して働ける
・キャリア継続・アップも臨める

・休日も友達と遊べて楽しい！
・初めての体験ができた！
・ここに住めてよかった！

・優秀な人材が定着する
・職場環境の魅力付けができる
・繁忙期にシフトに入ってもらえる
・地元の人に長く働いてもらえる

蓼科エリア

・子どもの地域愛が深まる
・将来の地域の担い手が増える
・子ども向けの新しい観光資源づくり
に挑戦できる

宿泊施設様
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長野県における宿泊業の経営課題（抜粋）

①労働人口の減少
・慢性的な人手不足（46.1％）
・従業員の確保・高齢化（43.7％）

②就職希望者の就職ニーズの多様化
・希望の勤務地である（29.2％）
・新しいキャリア等を身に付けられる（24.6％）

③観光客ニーズの多様化

④働きやすい環境づくりの遅れと低い労働生産性
・繁閑の差による人材不足（32.1％）

長野県観光振興審議会／H30観光分野における就業促進・働き方改革の推進方針より

働きやすい職場の環境整備が喫緊の課題
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長野県における女性の就業課題（抜粋）

＜課 題＞
・出産・子育て・介護などの制約により、女性が働き続けることが困難
・子どもの預け先確保の困難、家庭と仕事の両立への支障や就業ブランクによる不安など、再

就職のハードルが高く、なかなか就業につながらない
・女性がキャリアアップしながら働き続けるための企業による人材育成や管理職登用が進んで

いない

＜めざす姿（目標）＞
・女性の就業率の上昇 【全国7位 ⇒ 全国5位（2020年）】※国勢調査

・短時間正社員制度の導入企業割合の引き上げ【21.4%⇒29.0％（2020年）】※長野県労働環境等実態調査

・女性の管理職割合の引き上げ 【12.2％ ⇒ 16.0％（2022 年）】※長野県調査

＜当面の取組＞
○ 企業に女性が活躍できる多様な働き方制度の導入を支援
○ 仕事と育児の両立をかなえるこどもの預け先（特に３歳未満児）を確保
○ 女性がキャリアアップできる体制の構築、女性の管理職登用を促進させる

産業労働部労働雇用課／長野県就業促進・働き方改革戦略会議「当面の取組方針」より

女性の働きやすい環境整備が課題
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「山ん家子育てシェア基金」概要

休日の子育てをもっとみんなで。利用しやすく！

金額（円/年） ３０万 １０万 ３万 ５千

法人
観光事業者
子育て応援企業(観光協会・商工会/個人事業主)等

小学生
受け入れ枠 ３名 １名 なし なし

活動報告
新聞送付 〇 〇 〇 〇

SNS広告
宣伝活動 年12回 年４回 年２回 年１回

お礼状 〇 〇 〇 〇

バナー 〇 〇 〇 〇

スポンサー 〇 〇 〇 〇

バッジ 〇 〇 〇 〇

金額（円/年） １万 ５千 千

個人 移住者または観光客、協賛、応援 等

小学生
（ボランティ
ア）
受け入れ枠

年３回 年１回 なし

活動報告
新聞送付 〇 〇 〇

お礼状 〇 〇 〇

バッジ 〇 〇 〇

＜法人＞ ＜個人＞
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山ん家が休日に子ども（小学生）を預かることで
優秀な人材の確保・雇用継続が可能

ご出資

小学生受け入れ枠の提供
SNS広告および宣伝活動
「活動新聞」による活動報告

利用料
ママ先生として見守り合い

安心安全な居場所づくり
孤育て解消

移住促進
自然の中での遊びと学び

子どもの地域への愛着形成
観光地域の豊かな人材の新活用

雇用しやすい職場環境
自社ブランディングの向上

優秀な人材の雇用継続
および新規雇用

宿泊施設の出資メリット

宿泊施設様
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メディア掲載一覧（テレビ）

2018.2.10
テレビ信州 冬の祭典

2018.3.21
テレビ信州 ゆうがたGeｔ

2019.10.10「ママ達の働き方改革」
信越放送 ずくだせテレビ

2018.２.26
テレビ信州 ママチャレ特別番組内

2019.9.21
NHK イブニング信州

2019.4.26 「10連休特集」
テレビ信州 ニュースエブリィ

2019.11.5
NHK       おはよう日本

◎その他
2019.8.10 LCV FM（ラジオ）
2019.11.6 NHK 甲府局（テレビ）
2019.11.26 NKHラジオ国際放送（17か国語）
2020.3.15 NHKラジオ国内向け放送 中国語・韓国語
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2019年4月28日 信毎ふれあいネット 茅野だより

2019年4月30日 信濃毎日新聞

2019年5月5日 長野日報 トップ記事

2019年5月10日 長野日報

2019年5月11日 信濃毎日新聞

2019年10月17日 市民新聞 マンマジャーナル対談記事

メディア掲載一覧（別紙）
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新規雇用
創出

キャリアの
継続

子どもを
地域で育てる

子どもの
地域への
愛着形成

新たな
観光資源に

将来の担い手
育成

観光地域の
豊かな人材の
新活用

子ども向け
新プログラム

開発

自然の中で
遊びと学び

多様な働き方

山ん家で解決できる地域の課題

新たな
コミュニティ
づくり

移住促進

茅野市に住んでいても１０人中９名がスノーボード未経験。
ロイヤルヒルも初めての子多数。
地元の子がまず観光地で遊ぶ！楽しむ！良さを知る！ファンへ！
→子どもを観光地で育てることで、親は安心して休日働くことがで
き、子どもは将来戻ってきたい（雇用）へ。

２０２０年１月18日
プロスノーボーダー吉村紗恵さん
（山ん家メンバー）によるイベント
＠ロイヤルヒルスキー場



おわりに

・霧ケ峰高原（延べ2,285千人、第５位）

・白 樺 湖（延べ2,005千人、第７位）

・蓼 科（延べ1,495千人、第12位）

累計延べ5,785千人

県内第３位の利用者数
（軽井沢高原、善光寺に次ぐ）

長野県 観光部 山岳高原観光課／H30観光地利用者統計調査より

蓼科エリアは利用客数 県内第３位の観光地！

子育てしやすい観光地NO.1を目指します！

19


