
（別紙１）今後の活用の可能性を見据えたアイデア出し

どのような人に
※子どもの年齢で
ひとまず考える

どのような人に
※とあるコンテンツを
探しにきた背景

どのような時期 どのような情報を どのような手段で（PLAID社見解）
補足情報

（将来的にマイページ機能で
連携できるものがあれば）

年齢問わず
市内各地の子育て支援関連のイベントや講習等を探してい
る人に

イベントや講習等の受付が開始された時
期に

対象者が住む区域のイベント情報や申込み方法を伝えたい
※区域は市内を５区域に分割

子育て＠ならを閲覧している場合に、子育てセグメントに変更
することで、子育て支援イベントの情報を提供

（市のHPを見に来た）子育て中の人に アンケートが開始されたタイミングで
アンケートのお願い
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/54936.html

子育て＠ならを閲覧している場合に、子育てセグメントに変更
することで、子育てに関するアンケートを配信

過去にフードドライブのコンテンツを見た人に
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/105201.html

次回のフードドライブの告知がされたタイ
ミングで

フードドライブの案内コンテンツ
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/114069.html

子育て＠ならを閲覧している場合に、子育てセグメントに変更
することで、フードドライブ情報を配信

保育士資格を保有している人に 随時
奈良市の保育士募集の情報
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/10630.html

保育園の求人情報の閲覧している場合に、保育士セグメント
変更することで、保育士募集情報を提供

保育士資格有無をどう把握するかは要
検討

相談関連のコンテンツをよく見ている人に
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/list2.html

随時
子育て相談や、ストレスチェックのコンテンツ
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/6887.html
https://fishbowlindex.jp/nara/demo/index.pl

初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
子育てセグメント変更することで、子育て相談やストレスチェッ
クの情報を提供

0歳 子どもが生まれた人に 随時

検診の情報
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/10107.html
予防接種の情報
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/10611.html

初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
歳セグメント変更することで、検診や予防接種の情報を提供

出産したことをどう把握するかは要検
討

子どもが生まれた後の手続きをしたい人 年中
・子ども医療費助成
・児童手当

初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
歳セグメント変更することで、子ども医療費助成や児童手当
の情報を提供

出産したことをどう把握するかは要検
討

0～1歳 子どもの食事について知りたい 年中 ・赤ちゃんの食事（離乳食）
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜1歳セグメント変更することで、離乳食の情報を提供

0～3歳 子育てに関する相談先の情報をみにきた人 年中
・子ども家庭総合支援拠点
・妊娠、出産、育児などの総合相談窓口

初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜3歳セグメント変更することで、相談窓口の情報を提供

子どもの一時預かりを利用したい人 年中 ・一時預かり先
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜3歳セグメント変更することで、一時預かりの情報を提供

健診について知りたい人 利用者の子どもが○歳になる○○か月前 ・○か月児健康診査
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜3歳セグメント変更することで、健診の情報を提供

●ヶ月前をどう把握するかは要検討

イベント情報を知りたい人 イベント開催○日前 ・子育て情報カレンダー（子育て広場イベント）
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜3歳セグメント変更することで、子育てイベントの情報を提
供

子どもの遊び場を探している人 年中
・子どもセンター遊び場
・子育て広場
・公園

初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜3歳セグメント変更することで、子育て広場の情報を提供

0～5歳 入園を検討している人
入園の手続き情報がリリースされたタイミ
ングで

入園に関する手続きの情報
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/list398-1050.html

初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜5歳セグメント変更することで、入園手続き情報を提供

入園の受付状況をよく見ている人に
入園の受付状況が更新されたタイミング
で

入園の受付状況に関する情報
https://www.city.nara.lg.jp/kosodate/ukeire/ukeire.pdf

初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜5歳セグメント変更することで、入園受付状況を提供

0～7歳 予防接種のことを知りたい人 利用者の子どもが○歳になる○○か月前 ・予防接種
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて0
〜7歳セグメント変更することで、入園受付状況を提供

●ヶ月前をどう把握するかは要検討

子どもがいる人すべて 子育て世帯（生活）への支援が知りたい 年中
・フードバンク事業
・フードドライブ

子育て世帯支援を探している場合に、子育てセグメントに変
更することで、フードバンク情報を配信

子どもが病気にかかった時のことを知りたい人 年中 ・病児・病後児保育
病児保育を探しているしている場合に、子育てセグメントに変
更することで、フードバンク情報を配信

妊娠～出産 母子手帳の交付について調べている人に 時期関係なく はじめてのママパパサロン開催の案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
妊娠〜出産セグメント変更することで、はじめてのママパパサ
ロン情報を提供

母子手帳の交付について調べている人に 時期関係なく 妊婦さんとママとパパと赤ちゃんの交流会
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
妊娠〜出産セグメント変更することで、妊婦さんとママとパパ
と赤ちゃん交流会情報を提供

妊婦健康診査について調べている人に 時期関係なく マタニティ歯っぴぃチェック
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
妊娠〜出産セグメント変更することで、マタニティ歯っぴぃ情
報を提供

出産育児一時金について調べているひとに 時期関係なく 産前産後期間中の国民年金保険料免除
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
妊娠〜出産セグメント変更することで、国民年金保険料情報
を提供

出産～3か月 子育て支援について調べている人に 時期関係なく 奈良スマイルmamaサポート（産後ケア）
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
出産〜3ヶ月セグメント変更することで、産後ケア情報を提供

出生届の出し方について調べている人に 時期関係なく 出産育児一時金支給の手続き
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
出産〜3ヶ月セグメント変更することで、出産育児一時金情報
を提供

予防接種について調べている人に 時期関係なく B型肝炎初回接種の案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
出産〜3ヶ月セグメント変更することで、B型肝炎情報を提供
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保育所・幼稚園を調べている人に 時期関係なく 入園に関する手続きの案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
出産〜3ヶ月セグメント変更することで、入園手続き情報を提
供

入園に関する手続きを調べている人に 時期関係なく 利用者負担額について
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
出産〜3ヶ月セグメント変更することで、保育園利用者負担額
情報を提供

3か月～6か月 健診・予防接種について調べている人に 時期関係なく 4か月児健康診査
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
3ヶ月〜6ヶ月セグメント変更することで、4ヶ月児健診情報を
提供

予防接種について調べている人に 時期関係なく ヒブ感染症の初回接種の案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
3ヶ月〜6ヶ月セグメント変更することで、ヒブ感染症接種情報
を提供

子育て支援について調べている人に 時期関係なく 子育て支援アドバイザー
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
3ヶ月〜6ヶ月セグメント変更することで、子育て支援アドバイ
ザー情報を提供

その他何か情報を探している人に 時期関係なく 5か月児ぱくぱく教室
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
3ヶ月〜6ヶ月セグメント変更することで、5ヶ月パクパク教室情
報を提供

6か月～1歳 子育て支援について調べている人に 時期関係なく 子育て広場、スポット情報
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
6ヶ月〜1歳セグメント変更することで、子育て広場情報を提
供

健診・予防接種について調べている人に 時期関係なく 10か月児健康診査
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
6ヶ月〜1歳セグメント変更することで、10ヶ月児健診を提供

子育て広場について調べている人に 時期関係なく 一時預かりの情報
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
6ヶ月〜1歳セグメント変更することで、一時預かり情報を提供

子育て広場について調べている人に 時期関係なく イベント情報
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
6ヶ月〜1歳セグメント変更することで、子育てイベント情報を
提供

1歳～3歳 健診・予防接種について調べている人に 時期関係なく 1歳7か月健診の案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて1
歳〜3歳セグメント変更することで、1歳7ヶ月健診情報を提供

保育所・幼稚園を調べている人に 時期関係なく ファミリーサポート事業の案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて1
歳〜3歳セグメント変更することで、ファミリーサポート情報を
提供

乳幼児健康診査について調べている人に 時期関係なく フッ化物塗布
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて1
歳〜3歳セグメント変更することで、フッ化物塗布情報を提供

保育所・幼稚園を調べている人について 時期関係なく 一時預かりの情報
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて1
歳〜3歳セグメント変更することで、一時預かり情報を提供

子育て広場について調べている人に 時期関係なく 子育て支援アドバイザーの紹介
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて1
歳〜3歳セグメント変更することで、子育て支援アドバイザー
情報を提供

3歳～就学前 健診・予防接種について調べている人に 時期関係なく 3歳6か月健診
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて3
歳〜就学前セグメント変更することで、3歳6ヶ月健診情報を
提供

子育て支援について調べている人に 時期関係なく キッズホリデークラブの案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて3
歳〜就学前セグメント変更することで、キッズホリデークラブ
情報を提供

幼稚園について調べている人に 幼稚園の募集時期に合わせて 募集情報の提供
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて3
歳〜就学前セグメント変更することで、幼稚園募集情報を提
供

幼稚園の募集時期をどう把握するかは
要検討

子育て支援について調べている人に 時期関係なく エンゼルサポート事業
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて3
歳〜就学前セグメント変更することで、エンゼルサポート情報
を提供

放課後児童クラブについて調べている人に 3月頃 入所案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて3
歳〜就学前セグメント変更することで、児童クラブ入所案内を
提供

入学の案内を調べている人に 3月頃 就学援助制度
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて3
歳〜就学前セグメント変更することで、就学援助情報を提供

就学後 放課後児童クラブについて調べている人に 時期関係なく ファミリーサポート事業の案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
就学後セグメント変更することで、ファミリーサポート情報を提
供
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その他何か情報を探している人に 5月頃 子ども会議の案内
初回来訪時にアンケートを実施して、その回答結果に応じて
就学後セグメント変更することで、子ども会議の案内を提供

子育て＠ならを訪れたすべての人に 何を調べるか迷っている人に 時期関係なく 子育て＠ならのアンケート
子育て＠ならを閲覧している場合に、子育てセグメントに変更
することで、子育て＠ならアンケートを配信

（注）当資料は、庁内でのアイデア出しに用いたもので、当該実証実験において全ての実装を行ったわけではありません。
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