
【事業名・実施主体】 

平成 29年度子育て世代を対象とした移住促進事業報告書 

子育て世代を対象とした移住促進事業実行委員会 

（NPO法人子育てネットやまぼうしの会×長崎県地域づくり推進課） 

平成 27年 10月～平成 30年 3月 

 

１．協働のきっかけ・事業実施前の関係 

（１）NPOはなぜこの事業を提案したのか 

・子育て支援から見えてきた、子どもの育ちの課題や人口が減少していく中で、都会からの若い世代
が豊かな自然を生かした中での子育てをしたくなる一つの方法として、野外保育があったら効果的
ではないかと考えました。 

・子育て支援の中から見えてきた子どもの育ちに危機感も感じていました。そのような中で、長年、
親子への森の環境教育を取り入れた野外保育園を作ることで、移住者へのアピールと地域の子ども
達が生き生きと暮らし生活していくことのできる場になっていくと思いました。人口減少に取り組
み、地域を元気にしたいという思いで提案しました。 

（２）県担当課はなぜ、NPOの提案に取り組もうとしたのか 

・県では、地域の担い手確保や人口減少対策の視点から、移住戦略を構築し施策の展開を図ってお
り、これまで都市部での移住相談会等の開催や情報発信などにより、本県が持つ自然豊かな環境を
求めて多くの方々が移住されている。 

・移住者を世代別に見ると 20代・30代の子育て世代の割合が高く、子育て世代をターゲットにした
施策の展開は、人口減少や過疎に悩む地域にとって、地域の活性化やコミュニティの維持につなが
ることが期待できる。 

・他県において野外保育を切り口とした移住施策の取組例もあり、本県の豊かな自然環境を活用した
野外保育を協働で取り組むことは、子育て世代への移住に効果があると考えた。 

（３）これまでの、NPOと県担当課とのつながり・事業実績 

  ・県が島原半島の地域振興について調査をしていたところ、子育て支援を行う NPO法人子育てネット
やまぼうしの会と出会い、桑田代表や子育て中の母親たちからの話の中で、子育て支援が充実すれ
ば、子育てがもっと楽しくなり、第 2子・第 3子も産み育てたいとの意見が出された。 

  ・また、NPOが実施している野外保育（スウェーデン発祥の森のムッレ環境教育）を見学する中で、
特色ある子育て環境の整備や支援が、子育て世代の移住希望者を呼び込み、人口減少を食い止める
手立てになるのではないかというアイディアに繋がった。 

 

２．事業目的・目標 

（１）事業目的 

（何のために行う事業か解決したい課題は何か、その課題の現状分析） 

・雲仙市は少子高齢化が進展し、地域の担い手となる若い子育て世代が減少している。雲仙市の環境
を生かし、豊かな自然の中で子育てしたいと思う都会からの若い世代が雲仙市に移住できる環境作
りとして野外保育園を作り人口減少対策に取り組み地域活性を実現する。 

・雲仙市は少子高齢化が進展し、地域の担い手となる若い子育て世代が減少している。野外保育園を
作ることで、雲仙市の豊かな自然環境の中で子育てしたいと思う都会からの若い世代が移住できる
環境を整えるとともに、子育て世代を呼び込むことで、地域コミュニティの維持と地域活性化を実
現する。 

 

別紙２ 



（２）事業目標 

 （2年半の協働事業の結果、①の解決したい課題を、どのような現状にしたいのか） 

 （具体的数値で表せるものは、できるだけ数値で記載） 

 ○目標値 

＜H２７年度＞ 

 ・移住相談、子育てセミナー参加： 20組 

  ・森のムッレ教室体験参加： 4組 

＜H28・29年度＞ 

 ・移住相談、子育てセミナー参加： 50組 

 ・森のムッレ教室体験参加：  10組 

 ・移住者：  4組 

  ・「森のムッレ園ぽっぽ」が少子対策と僻地対策の一つとして地域に根付き、都会から子育て世代を
呼び込むきっかけとなり、地域の活性化の一翼を担いたい。 

 

３．事業内容 

（上記、「事業目標」達成のために、協働事業期間内に何をしましたか。事業毎に具体的な内容や成果を
記載してください。） 

（１）森のムッレ園ぽっぽ事業 

 
○事業内容（何をどのように行いましたか） 

・里山自然環境教育（スウエーデン発祥の野外保育） 

「森のムッレ園ぽっぽ」を森のムッレリーダー資格者のもと実施。 

○実施場所 

・森のムッレ園ぽっぽ：みずほの森公園及び国見町の豊かな自然の場所 

○対象者（誰に対して行いましたか） 

・長崎県内及び都会で暮らし移住を考えている自然の中で子育てしたいと考えている方（不特定多数） 

○時期・頻度（いつ、どの程度、どれだけの時間をかけて行いましたか） 

【Ｈ２７度】11月 1日開園、週 2日(火・金) 

【Ｈ２８度】週 3日(火・木・金) 

【Ｈ２９度】週 5日(月～金) 

【Ｈ３０度(予定)】週 5日(月～金) 

時間帯は全て９時～15時 

 

 

 

 



子育て世代を対象とした移住促進事業実行委員会 

○役割分担 

（実行委員会の役割分担の外、本事業で協力・連携した団体も記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇成果・効果（事業実施回数・参加人数等、具体的数値でわかるもの） 

＜入園児＞ 

【Ｈ２７度】園児５名 

【Ｈ２８度】園児７名 （産前産後 1名、途中 1名退園） 

【Ｈ２９度】園児６名 （Ｕターン 1名） 

【Ｈ３０度】園児９名予定 

 

＜視察・研修受け入れ＞ 

【Ｈ２７度】8名（奈良教育大学学生、子育て親 3組 2名、一般） 

【Ｈ２８度】８８名（広島文教女子大学、国見高校職場体験、雲仙市審議委員協議会、長崎純心大学等） 

【Ｈ２９度】５０名（国見高校職場体験、長崎純心大学、子育て親１０組、環境ネットワーク虹、 

社団）日本野外生活推進協会ネットワーク代表） 
  

（２）人材育成事業 

○事業内容（何をどのように行いましたか） 

・ムッレリーダー養成講座や子育て講座等を実施することにより、子育ての母親や地域の人が「自然環
境教育」森のムッレを知り、自然や地域の大切さを学び、より良い子育てに活かすことができる。ま
た、保育士や学生が学ぶことで、自然のすばらしさを子ども達に伝えられる保育者を養成することも
できる。 

○実施場所（どこで行いましたか） 

【Ｈ２７度】森のムッレリーダー養成講座（みずほの森公園） 

【Ｈ２８度】森のムッレリーダー養成講座（みずほの森公園） 

自然と子育てのミニお話し会（雲仙市国見町改善センター）、 

子どもの育ちシンポジウム（雲仙市愛野保健センター） 

【Ｈ２９度】子どもの育ちシンポジウム（雲仙市国見文化会館まほろば） 

○対象者（誰に対して行いましたか） 

・ムッレリーダー養成講座：保育士、子育て親、一般 

・自然と子育てのミニお話し会：子育て親、一般 

・子どもの育ちシンポジウム：未就園児の親子、一般 

NPO 法子育てネット 

やまぼうしの会 

・森のムッレ園ぽっぽの実施 

長崎純心大学・長崎県立国見

高校 

研修・視察の受け入れ 

社団)日本野外生活推進協議会 

・ムッレ教育の情報と実技指

導 

長崎県地域づくり推進課 

・移住者への情報提供 

・移住検討者等の把握等 

雲仙市 

みずほの森クラフトハウス 

提供 

保護者会 

・講演会に向けての話しあ
い、準備、広報 

ながさき移住サポートセンター 

・移住相談会の開催（都市部） 

・就職支援 

雲仙市政策企画課 

・広報 

・イベント会場の借用 

連携 連携 
協力 



子育て世代を対象とした移住促進事業実行委員会 

子育て世代を対象とした移住促進事業実行委員会 

○時期・頻度（いつ、どの程度、どれだけの時間をかけて行いましたか） 

【Ｈ２７度】１１月（国見農村環境改善センター） 

【Ｈ２８度】7月、9月（ムッレリーダー養成講座）、7月（自然と子育てのミニお話し会）、     

2月（子どもの育ちシンポジウム） 

 【Ｈ２９度】11月（子どもの育ちシンポジウム）          

 

○役割分担（実行委員会の役割分担の外、本事業で協力・連携した団体も記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇成果・効果（事業実施回数・参加人数等、具体的数値でわかるもの） 

【Ｈ２７度】ムッレリーダー養成講座参加者 受講者８名 

【Ｈ２８度】ムッレリーダー養成講座    受講者９名 

自然と子育てのミニお話し会  参加者 9名 

子どもの育ちシンポジウム   参加者 35名 

【Ｈ２９度】子どもの育ちシンポジウム   参加者 103名 
 

○特に力を入れた点、苦労した点 

（目標達成のため特に力を入れた点や、事業実施にあたって苦労した点を記載） 

〈力を入れた点〉 

① Ｈ２９度の子どもの育ちシンポジウムは、コーディネーターのお話しにもあったように、まずは地元
にムッレ教育及び「森のムッレ園ぽっぽ」を広く知ってもらい、地元の協力を得ながら、移住者がス
ムーズに受け入れられるよう、雲仙市内の広報に力を入れた。結果的にこのシンポジウムで 1名入園
児が増え情報発信効果も果たすことができた。 

また、県外のムッレに興味ある方向けにも facebookや日本野外生活推進協会にも依頼し広報をして
もらった。 

②  講師の選任については、森のムッレ教育を詳しく話せる方を第一に考え、心理などの方面からも話
せる先生方を選出した。 

③ ぽっぽのことをより詳しく知ってもらうために、保護者会に協力いただきムッレ園の良さを話しても 

らった。 

子育てひろばぽっかぽか 

雲仙市社会福祉協議会各支所 

森のムッレ園ぽっぽ保護者会 

日本野外生活推進協会 

親子の安心と学びを支えるネットワーク
（長崎県内の子育て支援者ネットワーク） 

大阪大谷大学・長崎純心
大学・札幌医科大学 

・講師派遣 

連携 

NPO 法子育てネット 

やまぼうしの会 

・ムッレリーダー養成講座
の実施 

・子育て講演会等の開催 

 

長崎県地域づくり推進課 

・移住者への情報提供 

・移住検討者等の把握等 

雲仙市政策企画課 

・自治会チラシ配布 

協力 



子育て世代を対象とした移住促進事業実行委員会 

〈苦労した点〉 

① 大きなイベントを開催した経験がなく、参加予定者を最初は 150名にしていたが、なかなかうまく集
客が見込めず苦労した。 

② 有料の講演会に慣れていない地域だったので、チケット販売に苦労した。しかし、あきらめることな
く、イベント前日まで広報に力を入れチケットを販売し、100名以上の参加に繋がった。 

③ NPOの代表が所属している、長崎県内の子育て支援者へ講演会参加の呼びかけとチケット販売、寄付
をお願いし協力してもらった 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報発信事業 

○事業内容（何をどのように行いましたか） 

・全国に「森のムッレ園ぽっぽ」を知ってもらうため HP、facebook、チラシ等を作成する。 

・移住相談会に出向き情報提供したり、代表が全国へ出向き事例発表を行った。 

・県市の広報誌やＴＶ、雑誌に取り上げられ、本事業の取組をマスメディアを使い周知した。 

 
○実施場所（どこで行いましたか）、時期、頻度 

【Ｈ２７度】移住相談会（11月）、長崎新聞(11月)、島原新聞(1月)、ＮＢＣ「あっぷる」(2月) 

【Ｈ２８度】移住相談会（10月、３月）、事例発表会（10月、11月、2月）、展示、チラシ配布等 

広報誌(県 8月、市 3月)、長崎新聞(2月)、ひまわりＴＶ（２月） 

【Ｈ２９度】ひまわりＴＶ(11月)、子育てフリーペーパー「ココロン」(3月) 
 

○対象者（誰に対して行いましたか） 

・地域の方及び全国の子育て移住に興味がある方 

○役割分担 

（実行委員会の役割分担の外、本事業で協力・連携した団体も記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携 

NPO 法子育てネット 

やまぼうしの会 

・チラシ・HPの作成 

・移住相談会参加 

・事例の発表の場 

 

長崎県地域づくり推進課 

・移住相談会 

・関係機関との連絡調整 

雲仙市政策企画課 

・自治会チラシ配布 

県市  

・広報担当課 

 

協力 

雲仙市内社会福祉協議会 

（社）日本野外生活推進協会 

環境ネットワーク虹 



○成果・効果（事業実施回数・参加人数等、具体的数値でわかるもの） 

＜移住相談会＞ 

【Ｈ２７度】11月：東京移住相談会(5名) 

【Ｈ２８度】①11月 5日：大阪移住相談会（40名） 

②3月 19日：東京移住相談会(30名) 

【Ｈ２９年度】参加なし 

＜森のムッレ園ぽっぽ事例発表＞ 

【Ｈ２７度】  １回 参加者 50名 

【Ｈ２８度】  ３回 参加者 10団体 85名 

【Ｈ２９度】  １回 参加者 15団体 90名 

 

＜展示・チラシ配布・その他（不特定多数）＞ 

【Ｈ２７度】          チラシ１０００枚配布 

【Ｈ２８度】雲仙市瑞穂町文化祭、雲仙市国見町文化祭、雲仙市産業祭、大村の雑貨マルシェ、雲仙市教

育委員会主催子育てフォトコンテスト  チラシ２０００枚配布 

【Ｈ２９度】雲仙市瑞穂町文化祭、雲仙市国見町文化祭、雲仙市産業祭、チラシ２０００枚配布 

 

 
（４）地域ふれあいファミリームッレ事業 

 ○事業内容（何をどのように行いましたか） 

 ・平成 28年度からは名称を「森 Café」として、みずほの森公園クラフトハウス前で毎月 1回開催。 

・「森のムッレ園ぽっぽ」の家族や未就園児の親子、地域一般市民、ムッレに興味のある親子、移住希

望者などを対象に広く受け入れ、地域交流の場を提供する。また、自然と子どもとの関わりやムッレ

園ぽっぽのことを地域一般や未就園児の親に知ってもらうために、森 Café の大きなイベントを開催し

た。 

○実施場所（どこで行いましたか） 

  ・開催場所：みずほの森公園クラフトハウス前 

○対象者（誰に対して行いましたか） 

  ・「森のムッレ園ぽっぽ」の家族、未就園児の親子、森のムッレ園に興味のある方、地域一般市民 

○時期・頻度（いつ、どの程度、どれだけの時間をかけて行いましたか） 

  【Ｈ２８度】毎月第３日曜日に開催（月 1回、年間 10回） 

  【Ｈ２９度】毎月第３日曜日に開催（月 1回、年間 12回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



子育て世代を対象とした移住促進事業実行委員会 

○役割分担 

（実行委員会の役割分担の外、本事業で協力・連携した団体も記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇成果・効果（事業実施回数・参加人数等、具体的数値でわかるもの） 

【Ｈ２８度】 延べ 205名参加 アンケート満足度は良 
【Ｈ２９度】 延べ 180名参加 アンケート満足度は良 
 

  
 

４．事業費 

 27年度（決算） 28年度（決算） 29年度（決算見込） 計 

県負担額 589,409 2,157,273 2,114,100 4,860,782 

NPO負担額 65,490 239,697 234,900 540,087 

参加費収入等 612,000 1,339,950 2,823,000 4,774,950 

計 1,266,899 3,736,920 5,172,000 10,175,819 

 

 

５．協働事業のメリット・成果（協働ならでは） 

（１）お互いの特性を発揮して実現した直接的な成果・効果 

○子育て世代への移住ＰＲ 

・長崎県には自然の中で子育てしたい家族にとって魅力的な自然環境が多くあるが、県担当課だけではそ
の魅力を十分伝えることができていなかった。しかし、「野外保育」を実践しているＮＰＯと連携する
ことで、豊かな自然の中で、元気に子どもたちが育っていき、心も体も健康に成長していく姿を伝える
ことができ、「子育てするなら長崎県」という情報発信ができた。 

○「移住コンシェルジェ」 

・県では移住サポートセンターを設置して移住に関する相談を受けており、市町と連携して切れ目のない
相談体制を構築しているが、「ぽっぽ」を見学した移住希望者が、移住に関する相談をＮＰＯの代表に
もすることができ、家探しや、移住に関する情報提供、心理的なバックアップも行い実際に移住に繋が
った。この相談者には県も関わっており、官民協力して移住者をサポートした好事例といえる。 

雲仙市内社会福祉協議会 

森のムッレ園ぽっぽ保護者 

岩戸地区自治会及び住民 

環境ネットワーク虹 

 

桑田自然農園 

連携 

NPO 法子育てネット 

やまぼうしの会 

・チラシ・HPの作成 

・森 Café の開催 

長崎県地域づくり推進課 

・移住相談会 

・関係機関との連絡調整 

雲仙市政策企画課 

・自治会チラシ配布 

協力 



 

○「森のムッレ園ぽっぽ」と「関係人口」 

・当初、「ぽっぽ」に入園する移住者の目標を 4組としていたが、最終的に 1組のＵターン家族のみとな
った。しかし、この 2年半の取組の中で、野外での自然環境教育に興味があり、実際に地域外から訪れ
た家族は２０組以上、取組に共感してぜひ見学したいという教育関係者、実習生２５名以上、マスコミ
関係３組以上、その他、イベントに参加した県内・県外の親子や地域の方々は２５０名以上もいる。 

 これまで雲仙市や長崎県を訪れたことがなく、関心がなかった方でも、「ぽっぽ」をきっかけに、みず
ほの森までわざわざやって来られ、自然を体験し、家族同士交流する等、野外保育に感銘して、「また
来たい！」「子どもができたらここに住みたい」と雲仙市のファンになる方も多かった。 

 実際に移住するには仕事探し等のハードルも高いためすぐには決断できないが、「ぽっぽ」のイベント
に定期的にやってきたり、この地域に今後も関わる方々は増えると予想される。このような「時々やっ
てきて、地域と交流する人たち」、ひいては「関係人口」が増えたことで地域の活性化に「ぽっぽ」が
一役買うことができた。 

＊「関係人口」…たとえ、住んでいなくても、地域を元気にしたいと思って実際に地域を応援し、関わる

仲間が増えれば地域は元気になる。地域に多様に関わる人々＝仲間のこと。 

 

（２）副次的な効果（想定外の効果） 

○マスメディアの取材 

○「森のムッレ園ぽっぽ」の情報発信 

・ひまわりテレビのコーナーで、視聴者からの「野外遊びはどうしたらいいの？」の質問に対しての取材
で森のムッレ園ぽっぽしかないということで取材がきた。テレビを見て、森Ｃａｆｅに来られた親子が
いた。 

・長崎新聞、島原新聞、ひまわりテレビ等のメデイアを通して、森のムッレ園ぽっぽを紹介してもらっ
た。 

○大学との連携 

・長崎純心大学の学生の受け入れはこれからも連携していく。 

・長崎純心大学の心理の先生からの情報で、平成 30年度に名古屋産業大学の心理の先生から、森のム
ッレ園ぽっぽとの連携で心理の研究ができないかとの打診があり承諾済み。 

 

８．協働で苦労した点・工夫した点 

 （お互いに意思疎通等で苦労した点、工夫した点） 

  （県） 

 ・地理的な問題を克服するため、なるべく顔を合せるよう努力したが、月 1回の設定は難しかった。 

必然的に電話でのやり取りが多くなったが、メールでの補足を加えながら協議を行った。 

（NPO） 

 ・平成 29年度に、ぽっぽ園が週 5日になり、また、一時預かりが増えて来て、17時まで子どもと一緒にいる状態
が続き、なかなか県との連絡をこちらからできる機会が困難になり、迷惑をかけたことが多々あった。 

 

 

９．担当者の声 

 （担当者の声、感想や意見、うれしかったこと、苦労したこと） 



（１）ＮＰＯ担当者 

 ・協働で行政と一緒に事業を何か一緒にするということは、初めての経験であった。協働事業を実施してみて、一
番感じていることは、事業を始める前に普段から、担当者との話会う機会がたくさんある事で、相手を信頼する
ことができ、良い事業が生まれていくのかなと実感している。 

  今回、この事業に採択され、様々な機関と連携していくことの重要さも学ぶことができました。 

  地域づくり課の担当者の方が、私たちのことを思い、様々な相談に乗って下さり、情報提供をしてくださったのに
は、感謝している。最終的に平成 27年度当初の目標値は達成することができなかったが、とても良い経験を
させて頂いたと思っている。 

  平成 30年度以降も、子ども達のために頑張っていく所存です。 

 

（２）県担当者 

・28年度に、県と全 21市町で協働運営する「ながさき移住サポートセンター」を設立し、オール長崎県で移住施
策の展開を図っている。その結果、センター及び市町窓口を通した移住者数は、平成 28年度は 454人、平成
29年 12月末現在で 551人の目標を大幅に上回る実績を上げることができた。 

 ・今年度の移住実績のうち雲仙市内への移住者は 7組 9名で、うち 1組がこの事業をきっかけとして移住へ繋が
った。都会で子育てに困っていた母が地元にＵターンしたものだったが、移住を決心する前に「ぽっぽ」へ体験
入園した際、子どもが良い方向へ変化するのを見た祖母と母がＵターン後も引き続き「ぽっぽ」へ入園させるこ
とになった。 

・森のムッレ教育のコンテンツの良さもあるが、何と言っても、ＮＰＯの職員が、まずは子育ての悩みを聞き、移住
相談にも丁寧に乗るなど、「移住コンシェルジェ」として対応したことも大きい。「ぽっぽ」の保護者同士の交流
や地域との交流があることも、移住後の不安を和らげているように感じた。 

 ・定住支援も移住・定住施策の重要なテーマの一つだが、このような地域に根付いているＮＰＯのサポートがあれ
ば、移住したものの地域になじめず出て行ってしまう、というような問題も解決できると思われる。 

・また、移住は短期的に結果が出るものではなく、仕事や家探しの問題もありハードルは高いが、「ぽっぽ」を通じ
て、雲仙市の自然や地域を気に入り頻繁に訪れたり、地域の方々と交流することで、関係人口を増やすという点で
この事業はとても意義があったと思う。地域のファンが増えて、地域に多様に関わる人たちが増えることで、将来的
に地域が活性化して、最終的に移住を決める方々も増えるかもしれない。 

 

 

10．事業終了後(平成 30年度以降)の展開 

・園児も少しずつではあるが、毎年園児は増え続けている。平成 29年度に週 5日実施したことで、保育の

すばらしさを園児たちが証明してくれている。平成 30年度も、シンポジウムの効果もあり、2名の入園を

決めることができた。少しずつではあるが、増えている。 

平成 30年度は、様々な助成金に応募し、ユネスコスクールへの登録を目指す活動も含めて、森のムッレ教

育を雲仙市の地域の皆さん方に知ってもらう努力を重ねたい。 


