
 

《パネルディスカッション》 

 

       

 

 
渥美 これからディスカッションしていきたいと思います。最初のテーマは、企業とどう連携していくかという

ことで、三重県のネットワークで特別に運営委員長をなさっている、旭電気株式会社代表取締役の前田社

長にいらしていただいています。まず前田社長から、どういうことをなさっているのかをお話しいただけ

ますでしょうか。 

 

前田 結論を先に申し上げます。私自身がこれにかかわらせていただいて約 8 年、この企画が 1 年あったもので

すから。すごく楽しかったです。まだ進行形ではあるのですが、楽しかったです。 

   一番はじめは、なぜ行政が中小企業に声をかけてくださったのかということですが、全国で前例がないと

いうのに、ものすごく惹かれましてね。三重県で初めてだと。中小企業経営者は何か新しいことをやりた

がる、好奇心を持っている人が多いものですから。もう一つは、中小企業の経営者、私もその中ですが、

ひょっとして自分の会社の利益だけを考えていると思われていないかどうか。そんな思いがある。 

   そういう中で、次の世代を考えていくことを一緒にやっていただきたいという呼びかけでした。一方で、

経営者仲間で三つ、私たちは勉強会に入っています。その勉強会では、一つ目はよい経営者になろう。二

つ目はよい会社をつくろう。三つ目はよい経営環境をつくろうというのがあります。この経営環境とは何

ぞやと、いろいろなところで何回も議論してみたのですが、それはわれわれは、特に中小企業においては、

地域と一体にならせていただく。これが、われわれができる範囲でのよい経営環境をつくるということで

はないかなという、そんなテーマをやっているときでもありました。 

   県からのオファーと、われわれの目指すところが合致したということで、積極的に参加させていただいて

今日にいたるということであります。 

 

渥美 ありがとうございました。三重県さんのわくわくフェスタは、私も何回か伺ったことがあるんですけれど

も、これまで 13 万も動員している一大イベントです。そういう事業はたいていは、たとえば代理店に委

託というかたちが多いと思うのですが、そういうことをなさっていません。本当に手づくりで、中小企業

の方々、あるいは NPO の方々みんなでつくって、子どもたちも一緒になってつくって、しかも年間を通

じて何回も何回も話し合ってやっている。そういうのも本当にすばらしいなと思うのですが、中山さん、

そうやって巻き込むときに三重県のほうはどういうこと考えて取り組みをなさってきたんでしょうか。 

 

中山 参画することが「おもしろい」と思っていただければいいということで、そういうお話のしかたをさせて



いただいていると思います。いま、前田社長が「楽しかった」とおっしゃっていただいたんですけれども、

皆さんが主体的に参加していただいて、それできっと何か思うところはあると思うので、そういったとこ

ろを伝え合っていくというところで、おもしろいと思ってもらえればいいと思っています。 

   実際に学生ボランティアなんかも、1 回参加すると「次もぜひ呼んで」と今年もずいぶん言われましたし、

ちょっと場所が遠くなってしまうとつらいなと思ったりしました。ただ、そういうふうに声をかけてくれ

ていただけるというのは、とてもありがたいと思っています。 

 

 

渥美 ありがとうございます。フェスタは、確か高校生と大学生が考えた大きなカルタでみんなでカルタ取りを

なさったり、本当にすばらしいなと思います。ありがとうございました。 

   続きまして、企業ということで久保田様、いままでずっとやってこられて、行政、あるいは NPO、いろ

いろなほかの主体に対して考えておられることを教えてください。 

 

久保田 先ほどのカード事業についてですが、皆さんはお手元に資料があると思いますが、全国各県で同じよう

な取り組みをされていらっしゃいます。この中身をよく見ますと、県によって対象世帯が違うというこ

とがあります。この辺を合わせることはできないか。あるいは、県の取り組みもそうですが、各市町村

で取り組まれているところもあります。 

    前に当社にも、市のご担当者様から直接、協賛していただけませんかという依頼があったのですが、店

舗がその市内にもあり、隣町にも店舗があると、片方が扱えて片方が扱えないということにもなってし

まうので、やはり県や大きな部分での協賛が、企業側としては望ましいのかなと思っております。 

   さらには、各県での連携ですね。連携も既に取り組みされているところはありますが、これももっと広範

囲で、どこでも使えるようになると、皆さんもわかりやすいんじゃないかと思います。 

   あとは、当社の従業員の声の中に、「そのカードが使えると知らなかった」というお客様も多いので、当

社で使えますよ、これだけの協賛店でカードが使えますよということを、なかなか企業側ですとお店にご

来店いただいて説明するのはできるのですが、それ以外の周知が難しいところがありますので、地域ある

いは学校といったところでの協賛店の PR もご検討していただけるとありがたいと思います。 

 

渥美 ありがとうございました。ファミリーマートの浜尾さんはいかがでしょうか。 

 

浜尾 パスポート事業で、私どもは全国に 8800 のお店がありますが、フランチャイズチェーンということがご

ざいまして、なかなか全店一斉に実施するという統一的な運用は難しいところが正直ございまして、導入

の部分が進んでいないところが、お恥ずかしながらございます。 

   ただ、フランチャイズチェーンの 1 店舗 1 店舗の加盟店のオーナーが、地域社会の中で、自分はこの県の

中での役割を果たしていきたいということで、本当に少ない店舗ではございますが、自分の経営の中から

軍資金を出して、ポイント制にして 50 円値引きをしたり、そういったような実例もあります。今回ここ

でお話をさせていただくにあたりまして、全国から情報を集めたのですが、いくつかやられているお店が

ありました。正直、そんなに多くございませんが、加盟店自身そういうことをしっかりと、地域と結びつ

くために考えながらやっているんだなということは、私どものほうでもよくわかりましたので、行政との

連携は引き続きあらゆるかたちで進めていければと思っております。 

   あと一つ、先ほど包括協定というお話を差し上げましたが、これは地域社会の活性化を目的として、われ

われコンビニエンスストア、ファミリーマートという企業が地域でどういう役割を担えるのかということ

で、都道府県に対して申し入れを行って進めているものです。これが都道府県によって温度差があるとい



うのが正直あります。とても熱心なところは 1 年ごとに棚卸をして、進捗状況を全部○×△で、できてな

い理由もしっかりと明示させたりしています。やはりそういった行政側の推進力がとても求められるのか

なと思います。 

 

渥美 ありがとうございました。では続きまして、二つ目のテーマ、いまちょうど行政との連携をおっしゃいま

したが、大平様、行政の立場から、企業あるいは NPO に対してこういうことを考えているというものは

ありますか。 

 

大平 行政のほうは、企業さんにご厚意でやっていただいている部分もございますので、なかなか言いにくい部

分もあるのですが、利用者のほうから要望を聞くと、やはり利用日を増やしてほしいとか、店内の表示を

明確にしてほしいということが多く見られます。県のほうでも、ポスターやステッカー、今年度について

はレジの近くに置いていただけるような卓上ミニのぼり旗を設置しましたので、ぜひともご掲示いただけ

ればと思っております。 

 

渥美 ありがとうございます。広域連携もなさっていると伺ったのですが、新潟県と上記 4 県と書いておられま

すが、さらに拡がっていく可能性もあるでしょうか。 

 

大平 4 県と連携したというのは、20 年の 7 月に北関東磐越五県知事会議というものがありまして、その中で提

案されて 4 県と実施しております。本県カードの他県での配付枚数ですが、2000 枚を超える県もござい

ます。その他の県との連携についても、千葉県や栃木県など近隣の県がございますので、子育て家庭の利

便性を考えると、そういう隣接県とやっていくことについても検討していきたいと考えております。 

 

渥美 なるほど。これは、言い出しっぺはどちらの県ですか。 

 

大平 栃木県さんですね。 

 

渥美 ありがとうございました。では中山様、行政としてのお立場から思うところを。 

 

中山 ご厚意でやっていただいていることには違いないと思うのですが、ただ、あまりそういうふうに思わない

ようにというか、お互いにメリットがあるかたちにしていければいいなと思っております。 

   こちらからお声がけをしておいて、そんなことはとても言いにくいのですが、参加していただいた企業さ

んや団体さんにとってよかったと思っていただけることになれば、対等の関係になれると思っていますの

で、そういった意味では、お互いに言いたいことも言いながらと思いますし、これは前田社長に聞いてい

ただかないとわからないのですが、もし会社としてのメリットをお感じいただいているとすれば、それは

とても大事なことかと思います。 

 ちょっと宣伝になりますが、三重県が子ども条例を今年度施行しまして、初めての子ども白書をまとめて

おります。子どもの意識調査をしましたところ、周りの大人に大事にされているという自覚といいますか、

そういう感覚の高い子どもは、地域への愛着心が高いということがわかってまいりました。こういったと

ころも PR しながら、特にうちは中小企業の皆さんが参画していただいていますので、そういう子たちが

地域の支え手になっていくというところも、ぜひ会員の皆さんに PR しながら、対等な関係でやっていけ

ればというふうに思っています。 

 



 

渥美 ありがとうございました。前田社長、フェスタに行くと本当に中小企業の皆さんが、たとえば自社の事業

を子どもたちに体験してもらうとか、そういういろいろなかたちで子どもたちを体験型で楽しませたり、

工夫されていると思います。前田社長は委員長としていろいろな企業に声かけをしてここまで大きくされ

てきたと思うのですが、どういうふうに考えて企業にアピールされていますか。 

 

前田 中山さんが対等な関係と何回かおっしゃったのですが、私の民間の仲間では、まだ「お上」と思っている

部分がかなりありますね。ですから、行政から何かを呼びかけるというと、補助金が出るのかとか、そう

いう発想につながってしまいがちです。ところが、地域をよくする、活性化するというのは、行政だけで

できることではないと思うんですね。やっぱり、そこに住んでおられる民間の方にとっても大事なことな

んです。 

   たとえば、私は今日リボンを付けているんですが、これを最初にもらっときは、メタルのバッヂだったん

ですね。「これ、いくらですか」と言ったら 500 円と言われた。私の会社は従業員が 200 人いるんですね。

これは虐待防止のリボンなんですが、これは 1 人でも多くの人が付けることで、隅々までこの運動が拡が

っていくんじゃないか。そうすると、私としては 200 人の従業員全員に付けさせたい。ところが民間は、

特に中小企業は、お金を使わないということにすごく知恵を持っている人が多いんですね。ですから、メ

タルである必要があるのかと。だったらリボンでいいんじゃないのと。リボンであれば、中山さん、これ

はいくらくらいですかね。 

 

中山 何円かですかね。 

 

前田 何円という単位ですね。それであれば、私の会社の従業員にも全員付けて、もっというと、われわれの仲

間が 1000 団体あるわけですから、皆さんに付けていただけるというアイデアを、お互いにやるようにな

って初めて、五分と五分になったんじゃないかなと私は思うんですけど。 

 

渥美 ありがとうございました。 

   中山さん、三重県は、確か高校生が立ち上げている子育て NPO がありましたよね。ケーブルテレビで、

私たちの学校。 

 

中山 子育て NPO ではなく農業の関係ですが、活動として、その子たちが子どもたちを集めて、いろいろな子

どもの育ち、子どもの支援みたいなものをやってくれているというところですね。 

 

渥美 食育でしたか。わかりました。ありがとうございます。 

   では、あと残り 10 分になってしまいました。最後のテーマですけれども、先ほどご提案させていただき

ました、お手元資料でも配られている子育てネットワーク協議会をぜひ今後立ち上げて、私はこういう取

り組みは本当に知恵の塊だと思っています。いろいろな主体が知恵を絞ることによって、子どもたちにも

っといろいろなことができると思います。 

   この協議会に関して、仮にこういうものができた場合、もっとこういうふうにしたらいいんじゃないかと

か、こういうことに期待するということを、それぞれ皆さんから伺えたらと思います。まず大平様、お願

いいたします。 

 

大平 子育てネットワーク協議会については、企業や NPO、地域などがかかわって、社会全体で子育てを支援



するということで、大変良い取り組みだとは思っています。ちょっと中身を見させていただいて、子育て

に関するイベントや情報交換も行っているのですが、実際に具体的な子育て支援の取り組みが必要になっ

てくるのかなという感じはしています。たとえば私どものほうで子育て優待制度というものがありますが、

地域には地域子育て支援センターというものもございます。そういう役割を、たとえば，協賛店舗に集ま

ってきた子育て家庭の方々の情報交換の場であったり、そこの商店街の店主の方が子育て経験が豊かであ

った場合，子育て相談に応じるとか、もしそういうことができれば、優待制度の協賛店が子育て支援セン

ターの役割を果たし、そこに NPO・地域なども参画すれば，もっと広まって具体的な事業になっていく

のかなとも考えています。そんな仕組みがあればと思います。 

 

 

 

渥美  すばらしいですね。ありがとうございました。では、久保田様、お願いいたします。 

 

久保田 子育てネットワーク協議会ということで、内容が非常にすばらしい取り組みだと感じておりますが、そ

の取り組みをどうやって皆さんに周知するかというところが、大きな課題になるんじゃないかと思いま

す。いくらいいことをやっていても、皆さんにこういうことをやっているということを知っていただか

ないと、広まっていかないと思います。 

    それは人数が多ければ多いほど難しくなると思います。そこをいかに周知ができるか。しかもその内容

がわかりやすく、こういうことなんだというのを、地域の皆様も含めてご理解いただけるようなものが

できあがると、すごく効果が発揮されるのではないかと感じました。 

 

渥美 ありがとうございます。今回調査して、認知度で結構濃淡がありました。認知度が高い自治体はかなり工

夫して、あまり予算をかけずにすごく工夫されているということを感じました。ありがとうございます。

前田社長、お願いいたします。 

 

前田 私たちのグループは 1000 団体ありますが、いろいろな方に呼びかけさせていただきました。私自身も何

百社の方に声かけをさせていただきましたが、「参加しません」という人はいなかったんですね。趣旨に

ついては、おそらく日本国民であれば、少子化の問題や日本の将来は懸念されていると思うんです。 

   では、どういうかかわり方ができるのかという問いかけは、確かに返ってきます。それを、私たちは一生

懸命行政と勉強しながら、たとえばこのリボン付けることも参加したことになると思うんですね。小さな

目先のことから積み重ねていって、その中からいろいろな議論が出るようになって、一つのアイデアが出

てきて、やれるところからやっていくことが、一番大切なのではないか。考えるより先に行動しよう、み

たいなところで私たちはやっています。 

   ぜひとも、このネットワーク協議会が全国にあったらいいなと。また他県同士が、「あそこではこんなこ

とをやっている」というような、そんなことを参考にさせてもらうようなことになれば、もっともっとい

いなと思います。 

  

渥美 本当ですね。ありがとうございました。中山さん、お願いいたします。 

 

中山 私も前田社長と同じことを思っていまして、三重県にはネットワークがございますが、いろいろなところ

でそういうネットワークが盛んになってきたり、協働事業が起ってきましたら、そのときは情報も交換し

ながら、もっと全国で盛り上げていくことができるというふうに思っています。 



   先ほど申し上げた子ども白書ですが、地域の大人の方にもアンケートをしています。地域の大人の 95～

96％は、子どもを応援したいという回答をしてくれているんですね。それだけの大人が子どもを応援した

いと思っているのですが、何をしていいかわからないというのも調査の結果から見えてきているところで

す。具体的なところから始めていけるように、一緒にいろいろなところでお話ができればいいなと思って

います。 

 

渥美 ありがとうございます。条例をつくるときに、確か県内の全小学生、中学生に配て意見を出していますよ

ね。それ以外に、地域の大人たちも。 

 

中山 はい。今回は条例ができたので、子どもの意識、保護者の意識、それから地域の大人の意識ということで、

子どもと大人の差が、今回おもしろいくらいに出ています。そういったものをクロスで集計しながら、あ

まり一概には言えないですけれども、こんな子どもたちは地域の中でこういう傾向にあるとか、夢が持ち

やすい子と持ちにくい子とか、そういったところを分析したものをまとめているところです。 

 

渥美 ありがとうございます。茨城県でもどんどん店舗数が増えていますが、これもやはり同じように、地域の

店舗、商店主の方々は、地域の子どもたちのためという思いを強く持っておられるのでしょうか。 

 

大平 そうですね。地元の商店街などに当初，協賛店舗の依頼をしたときに、各市町村の商店会などを訪問し、

商店街の名簿などをいただいて、ダイレクトメールを送ったり、個別に訪問させていただきますと、やは

り地域の子育て支援のためにということで、協賛店となっていただいた方が多いと思います。 

 

渥美 ありがとうございました。ではファミリーマートの浜尾様、お願いいたします。 

 

浜尾 私どもは拠点数という意味では、物理的に場所はあるというところがございますので、できることからま

ずは知恵を出し合いながら進めていくということが一番大切かと思っております。 

   自分の経験論が入ってしまいますが、私も第 1 子を出産したときは、1 カ月前まで勤務しておりまして、

子どもが生まれて、実際、毎日毎日常勤で勤務していますと、近くにだれも知り合いがいないんですね。

その中で 1 カ月経って子どもが生まれて、正直、隣くらいは面識がありますが、近くにだれも子どもにつ

いて相談する人がいないような状況の中で、実家に頼らず子育てをしていくためには、やはり地域の力と

いうのはとても必要なことだと自分自身でも思っています。これだけ社会的な問題になったいまは、企業

がしっかりとそれに参画してやっていくことは、本当に義務だし、これも何としてでもわが社に持ち帰っ

て進めていければと思っております。 

 

 

渥美 ファミリーマートさんのファミリーは家族ということでしたが、その「ファミリー」が出てきた要因はど

ういうことなんですか。 

 

浜尾 ファミリーは、もともと「家族的なお店」というところがコンセプトだったんですが、コンビニエンスス

トアがいろいろ地域社会の中である中で、われわれはどういう姿を目指して店づくりをやっていったらい

いのか。30 坪のお店に 2800 アイテムくらいありますが、単にその商品を売っていればいいだけのお店な

のかどうなのかということを、われわれの中で議論したときに、もう一度基本に立ち返って、われわれが

やるべきことは、地域社会の中で家族としてお客様を迎え入れることじゃないかということになりました。



「あなたともっとファミリーへ」ということで、継続的にいろいろな施策を進めているところになります。 

 

渥美 地縁ネットワークの拠点みたいになっていきたいというお考えでしょうね。 

 

浜尾 そうですね。 

 

渥美 ありがとうございました。そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。最後にまとめをさせていただ

きます。日本社会は、いまたくさんの大きな問題を抱えていますが、その最大公約数は、「子ども」をキ

ーワードに解決していくことが重要かと思います。行政でもいま、三重県や福岡市などでこども未来室を

つくっておられます。私は最初に聞いたときに、ある自治体で、「これ、老人過去局ってあるんですか」

と聞いたら、さすがにそんなのはなかったのですが。 

   子どもに投資することは未来に投資することです。先ほど前田社長が数百社に声をかけられて、1 社も｢い

や、うちは」と尻込みなされなかったとおっしゃったし、中山さんも地域の方々の 95％が子どもたちの

ために何かしたいと考えているというのは、本当にそうだと思います。本当に「子ども」をキーワードに

して、よく「子はかすがい」と言いますが、地域がつながっていく。子どもを核にして地域のいろいろな

人たちが、もっと自分たちの地域社会、日本の未来を考えていこうという、これがこの連携の最大の意義

ではないかと思います。 

 今日ここにお集まりの方々は、自治体の方々、企業の方々、また NPO、一般市民の方々、大きく三つの

方々が来られています。本当に皆さん、意識が高い方々だと思います。今日のこの場が、本当にネットワ

ークそのものですね。このあと名刺交換会ということで準備されていますが、そこでまた新たな出会い、

意見交換、参考事例等を共有できるかと思います。 

   時間の関係で、会場の皆さんから、たぶんご質問されたい方もおられるかと思うんですが、それはこのあ

と、名刺交換にぜひ残っていただいて、直接ご質問いただければと思います。 

   つたないコーディネーターではございましたが、すばらしい情報をご紹介くださったパネラーの方々、皆

さんに、最後に拍手をもって終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


