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企業分科会 意見交換 概要 

 

 当日は、参加者に事前に提出いただいた質問※に基づいて、意見交換を行った。 

 ※事業実施にあたって他の参加者やコーディネーターに聞きたいことについて回答いただいた。 

１ 自治体との連携 

コーディネーター（高橋氏）： 

まず自治体連携について、これは複数の企業からお問い合わせをいただいています。 

実際に色々な事例があることは報告書等で知っているのだけれども、現実的にやろうとなった時に、窓口

がよく分からないとか、あるいはそのアプローチの方法に苦労しているとか、複数の方々からお寄せいただ

いた意見です。 

これについて少々議論をしていきたいと思うのですけれども、口火を切っていただきたいのですが、マク

ドナルドさんいかがですか。先ほどのお話にもあったと思うのですが、自治体連携みたいなところで、具体

的に、最初の段階でどういう窓口にどういうアプローチをされるのか、何かそういうご意見があったら少し

いただきたいのですけど、いかがでしょうか。 

 

日本マクドナルド㈱（川口氏）： 

先ほどの事例発表の中で少し出ました、新１年生への防犯笛のご提供ですが、そもそも、この取組は、も

う 10年前に沖縄県から始まりまして、その事例が少しずつ、次にじゃあ次にと広がって、今ようやく全国

に広がってきました。それには、10年近くかかっています。 

パスポート事業も同じです。埼玉県から始まり、今 20‐30府県とじわじわと広がりました。 

こうして今日私どもが参加させていただいたのにも、その防犯笛やそのパスポート事業っていうのがここ

数年口コミといいますか分からないですけれども、少しずつ認知が広がって、こうして内閣府からお声がけ

をいただいています。 

 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

やはりその信頼関係を構築していくという意味では、かなり時間がかかるということでもあるし、他の 

事例とか成功事例を受けて、他の自治体も手を挙げたりだとか、連携へのきっかけになってくるのだろうと 

思います。 

船橋商工会議所さんいかがですか。今みたいな自治体連携の部分で、何か事例ありますか。 

 

船橋商工会議所（大西氏）： 

伊藤会頭自らの発案で全国の商工会議所に先駆けて委員会を設置致しましたが、私どもの会議所は会頭、

副会頭 4人が男性で、9つある部会の部会長も１人を除き全員男性でしたので、まず、行政の男女共同参画

課の所長さんに来ていただき、ワークライフバランスのお話をしてもらいました。それにより企業として、

女性が働きやすいようにする、女性だけでなくて、若い男女が働きやすくするためにはどうしたらいいか、

これから行うべきことがわかってきたのではないかと思います。 

また、児童家庭課や子育て支援部といったところからも来ていただいて、私たちのやっていることも見てい

ただくとともに、その結果、私ども商工会議所も、子どもの次世代行動計画策定委員とか審議委員、男女共
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同参画推進委員にもなって理解を深めていきました。ややもすると行政は策定書を作るとか行動計画を作り

上げることで終わってしまうのですが、私ども商工会議所はそれを行動に結びつけますので、お互いがよか

ったのではないかと思います。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

そういう意味では、例えば自治体ごとのニーズとか、エリアごとにかなりニーズが違ってくるのだろうと

思いますが、そういうものを商工会議所さんとして引き上げるとか、あるいはそれと企業をマッチングさせ

るとか、何か工夫されていらっしゃることはありますか。 

 

船橋商工会議所（大西氏）： 

ニーズの引き上げやマッチングについては、いわゆる「子育て応援フォーラム」なんかの時に企業主の方

にもできるし、一般の方が望んでいるところは行政ができる。 

ワークライフバランスは、いろんな希望が市民から出ても、実際にやるのは、その奥様であり、お嫁さん

であり お嬢さんが働いている企業が協力しなければ動かないわけですよね。私どもは、それをヒアリング

できますし、子育てしている側でもいつも企業がやってくれないと思うのではなくて、自分たちはこれだけ

の努力をしているんだからもうひと押し自分の企業にも言えるのだと、そういうような仲介役にはなってい

ると思います。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

なるほど。逆に言うと、そういうハブ組織があるということが、両方からの色々なニーズを受けながら 

マッチングをしていくようなプラットホームになるということですね。ありがとうございます。 

今の点についてどうでしょう？本日会場にいらっしゃる方でうちはこんなことをやっていますとか、 

あるいはやったけど結構難しかっただとかそういう事例があったらご披露いただきたいのですが、何かあり

ませんか。 

特に自治体と何か具体的に今、推進されている方はいらっしゃいますか。 

 

和光堂： （取組紹介） 

和光堂は乳幼児向け商品を製造するメーカーです。 

自治体あるいは NPOとの連携ということでは、私どもは現在、西新宿に、「わこちゃん広場」を開設し、

子育て支援を目的に自社で運用しています。 

先ほどの行政あるいは NPOのへのアプローチという点では、新宿区や私どもの事業所がある自治体に伺

って、「企業としてこういった活動をしています。何か連携できないか」というようなアプローチをさせて

いただいています。 

ただ、行政によっては、メーカー色が出る、企業との癒着みたいな、そういった心配をされるところがあ

りますが、私どもとしては、それは餅屋の役割分担ということでご理解いただき、そういった中で線引きを

してやっていくようにしています。 

もうすでにリリースが出ていますので公開してもいいかと思うのですが、横浜市青葉区と、この度たまプ

ラーザの駅前で、横浜市青葉区が公民連携して「どにち★ひろば」子育て支援事業を行うということで、私

どももその事業に手を挙げさせていただきました。この広場では、私どもの持っているリソースを提供させ

ていただいて、少しでもお母さん方の、例えば離乳食にかかわる悩みを聞いて、私どもが持っている商品を
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組み合わせることによって調理時間を短縮し、空いた時間を育児に充ててもらうような提案をさせていただ

きました。 

私どもが提供できるリソースの中で、少しでもそうした悩みを解決していただければということで取り組ん

でいます。青葉区以外では、東京 23区の中で離乳食教室を定期的開催しているところもあり、皆さんから

は離乳食の悩みが少し解消できてよかったとおっしゃっていただいています。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

それは自治体主催のサロンとかイベントで、ですか？ 

 

和光堂： 

そうですね。はい。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

具体的に、自治体あるいは NPO と組まれて苦労した点は何かありますか。 

 

和光堂： 

苦労した点は、私どもの西新宿の広場はキッチンなど全て揃っていますが、こういった会議スペースの環

境で離乳食教室を実施することもあり、設備がないものですから、その中で、当社の商品を使ってアレンジ

した離乳食メニューをご紹介し、このメニューなら家も使えると思っていただき持ち帰っていただけること

が、私どもとしては一番嬉しく思っております。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

まさに今のお話をお聞きしていると、そういう自社事業の本業の強みと、自治体サイドあるいは行政サイ

ドの色々なニーズ、特にその子育て世代に対する、時間や手間がかからないようにしたいとか、そういう暮

らしの細かいニーズを拾い上げるっていうとこがとても重要なのだという感じを受けました。やはりそうい

うようなイメージですか。 

 

和光堂： 

そうですね。お母さん方っていろんな意味で悩みを持っておられるので、その悩みを少しでも軽減して、

何か答えを持って帰っていっていただければありがたいという思いで取り組んでおります。 

  

コーディネーター（高橋氏）： 

はい。ありがとうございました。 

  



H25.2.1 開催 

「企業参加の子育て支援事業」全国会議 

企業分科会 意見交換概要 

 

4 
 

２ キッズデザイン賞受賞事例の紹介 

   コーディネーターの高橋氏が理事をつとめるＮＰＯ法人キッズデザイン協議会が実施しているキッズ

デザイン賞※における、これまでの受賞事例のうち、子育て支援に関する事例をご紹介いただいた。 

⇒別紙参照 

 

 ※キッズデザイン賞は、「子どもが安全に暮らす」「子どもが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てや

すい社会をつくる」ための製品・空間・サービスの中で優れたものを選び、広く社会へ伝えることを目的とす

る顕彰制度。 

 

受賞事例のうち、西宮阪急における「子育てコミュニティ」の取組については、当日、参加いただいていた 

西宮阪急の由本店長より、ご説明いただいた。 

西宮阪急 由本店長： 

西宮阪急はリーマンショックと同年の 2008 年 11 月にオープンし 5年目を迎えます。 

この店の特徴は“子育て”を「子育てワールド」（4 階）として売り場化し、店全体を牽引しているとい

うことです。「子育てワールド」では出産準備品、ベビー用品、子供服という商品を選びやすく購入しや

すい売場づくりの一方、“子育て”を体感していただくべく、ベビーマッサージや絵本の読み聞かせとい

ったワークショップ的なイベントを年間で 1,000 回ほど実施し、“子育てコミュニティー”の場としてこ

の 4年間でその認知度は着実に高まってきています。 

これまで百貨店は、どちらかというと新製品や旬といったモノ情報で消費を外面から刺激してきたわけで

すが、西宮阪急を立ち上げる際に私たちが、強く思ったのは、“子どもをみんなで育てていこう”いうこ

とでした。この気持ちを具現化すべく、“子育て”の内面的なところに向き合える場を用意し、ここでの

イベントを通じ共感・安心を提供することで、モノを購入していただくという売場づくりをしてきました。 

百貨店という業態ながら、“子育てコミュニティー”というスタイルの売場を展開したのは、「地域に根ざ

す企業体」という当社の理念ということでもありますが、売場づくりの基本スタンスは、集客とマーケテ

ィングの視点における顧客活性化ということです。この二つがうまく稼動し、機能してきたからこそ、西

宮阪急は連続 37 ケ月も、前年売上をクリアすることが出来たのです。 

「子育てワールド」は集客力を持った売場で、これまで実施してきたコミュニティーイベントを通じて得

た、子育て中のリアルな声をマーケティングにより次なるニーズを捉え、売場の魅力を高めてきました。

始めた当初は、年間 300 回ほどの実施で絵本の読み聞かせが中心でした。今や絵本だけでなく地域に根ざ

した育児のスペシャリストの方々、自治体の子育て活動グループ等、講師と一緒にオリジナルのメニュー

にアレンジし西宮阪急バージョンとして開催しています。雑誌「FQ ジャパン」や「LEE」、「セサミ」とい

ったメディアと組むイベントは、少し遠方からの来店もあり集客効果が高まります。他に、絵本作家や玩

具や乳児用品、子ども服のメーカーに属してられるクリエーターの方など、多方面の専門分野の人々によ

るコミュニティーを開くことで一人の方が何度も来ていただく等、参加率も高まってきました。“子育て

のコミュニティー”のイベント内容は、健全な子育ての支援でもあり、また、回を重ねていく中で、参加

いただいた方々の感想や声から気づいた新たな“スタイルのある子育て”という提案も実践してきました。

今や全国の百貨店などで実施している“パパのだっこ”撮影会ですが、この先駆けは西宮阪急です。 

 “子育てコミュニティー”は百貨店の一活動でスタートさせたにすぎませんでしたが、今や地域のお客

様からも感謝されるようになってきています。西宮市は関東方面からの転勤者が多く、某住宅誌の住まい

アンケートでも人気エリアです。なかでも近くの夙川や苦楽園は環境も整っておりとても住みやすいとこ
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ろです。しかしながら引越しして間もない頃は、近所付き合いも間々ならず、日中は子供と二人きりで孤

立した気分になりがちで、そんな時、西宮阪急の“子育てコミュニティー”に来店されることで、地元住

民のママと出会い、交流することでとてもほっとしたというお声をいただきます。ここはママたちのコミ

ュニティーの場で、子育てのことや自分のことを話せるママ友の輪の繋ぐ場となっています。余談ですが、

その方たちのお子様が幼稚園に入る頃には、何十人もの方から「西宮阪急さんの“子育てコミュニティー”

のおかげで仲間が出来きて、日々楽しく暮らせています。」とお声をいただきます。幼稚園に入れば、そ

こでのコミュニティーがありますが、子どもが生まれたばかりの頃は、ちょっとしたことを同じ立場の仲

間に相談できるという場が意外と少ないとおっしゃいます。 

子育てはともすればストイックになりがちですが、「みんなで子育てしようよ」や「子どもがいる生活

ってこんなに素晴らしいことだね」という共感性を声に出してお伝えしたいのです。 

 

昨今、昭和型に象徴される「モノ消費」が終わり、作り手の思いや生産者の顔等、何かを感じないと売

れない「共感型の消費」に移行してきています。この売場での“子育てコミュニティー”という投げかけ

により、お客様の心の中に何かが灯り、琴線に触れ共感をいただくことでモノを購入していただくという

流れが定着し、これからの小売のスタイルが実現出来てきたように思います。 

昨年、キッズデザイン賞の少子化担当大臣賞をいただき、授賞式は感泣するほどありがたく感謝の思い

でいっぱいになったのですが、この賞をいただけたのはお客様の共感があってこそだと思っております。

“子育てコミュニティー”の場が新たなビジネスの視点を生み、西宮阪急が地域の方々にとって、もっと

必要不可欠な存在の店になるよう尽力してまいります。 

 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

子育て支援と言う面で自社で何ができるのだろうという問題意識をお持ちの企業さんは多いと思います

が、百貨店で何ができるんだろうと考えた時に、子育て支援のグッズを売るとか、セミナー・シンポジウム

を単発で開催するということではなく、西宮阪急さんがやっていらっしゃることはコミュニティーそのもの

を作るという考え方だということです。 

特に先ほどお話しありましたように、このエリアは新しく住まわれた方にとっては、核家族で近所にはま

だお友達がいない、その状況の中で子育てに関する悩みをどこに相談をして、どのように共有すればいいの

かと、とても不安に思わられている方が多いと思います。もちろん、町の中にあるサロンや母親クラブとか、

そういうところで相談へ行くという形もあると思いますし、百貨店あるいはその地域の商業施設、もしかし

たらショールームとかも使えると思うのですが、そこを一つのそのコミュニティーにしていく。 

西宮阪急さんは、例えば、チラシやワークショップのプログラムを全て手作りされていますが、それは大

変マンパワーのかかることなのです。プログラムは、先ほどあった絵本作家さんとか、NPO と組むといっ

た形で専門知識を持ち込んで、新しいプログラムを作る時に絵本作家さん、クリエーターさん、専門分野の

NPOと組むとこんなことできるといったように、シナジー効果が生まれています。 

子育て支援をやって、特にその CSR活動でワークショップなどをやられている時に、プログラムの枯渇

っていうのがとても問題になってくるのです。それをどう新しくしていくか、どのように生活者の方々、お

母さん方に伝えていくかということがなかなか難しい。ゼロベースで全部自分たちだけで考えるというのは

無理なんですね。 

その時に、やはりこういうコミュニティーを持っているということがとても重要で、地域としてはこんな

お母さん方がこんなことをやりたいと言っている、その専門知識を持っている NPO、クリエーターの方々、
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作家さんがいる、場所はうちが提供できます、集客はうちがお手伝いできます、そういうことがその三位一

体になってくると極めて継続的にプログラムが進化してくようなものができるのではないかと、感じていま

す。 

地域性とか地域の方々のニーズをしっかり吸い上げて、的確なプログラムを提供していく、そしてやはり

その手間を惜しまないということです。ここが肝かなと感じています。 

 

 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

ご質問の中に、「自社の資源を生かした子育て支援ってどういうものができるのでしょうか」というのが

複数の業種の方々からありました。色々なやり方があると思います。先ほどありました和光堂さんの事例も

そうだと思いますし、まさに子育てあるいは保育ということを生業にしている業種もあると思いますが、意

外とそうではない企業もこんなことをやっていますという一つの事例をご紹介いたします。 

⇒別紙キッズデザイン賞 受賞者事例「富士通デザイン㈱」を参照。 
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３ 子育て支援に企業が参画するポイント 

コーディネーター（高橋氏）： 

時間もあまりありませんが、もう一つ実はご質問の中で多かったものがあります。 

それは、「実際に社内でこういうことを進めようと思っていて自分は、CSR担当の部署にいるのだが全社

プロジェクトになかなかなりにくい。もちろんその部署としてはミッションとしてやるけれども全社に浸透

するということが非常に重要で、そのためにどうしたらいいでしょうか」という相談です。 

これはなかなか壮大なご質問ですが、規模の大小はあれ企業に関わる方々皆さんが恐らく抱えてらっしゃ

る悩みではないかと思っています。 

先ほど事例報告の中に社内体制の話もあったので、少しそのあたりもう一度マクドナルドさんにお話をい

ただけませんでしょうか。 

 

日本マクドナルド㈱（河野辺氏）： 

そうですね。やはり現状として実行するうえでは、各セクションと連携しながら進めていくのですが、実

行後にどれだけ社内で知られているかという点においては、まだまだ課題があると思っています。 

やはり一時の情報でしかない。実は CSR活動というのは継続して実施しているわけですけども、 

コミュニケーションをとった時だけ知られていて、その後、長期的継続した社内認知がとられていないとい

うことが課題としてあると感じています。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

例えば社内の方々に、「こんな効果があったよ」とか、「お客さんからこういう声が寄せられているよ」と

か、そういうことを共有することはできるのですか。 

 

日本マクドナルド（河野辺氏）： 

そうですね。実際にお客様からはいろんなご意見もありますし、数字で表すのは難しいところは 

ありますが、出た時には共有する、それを継続して共有していくことが必要であると思っていますし、その

環境も整っているのですが、定期的にコミュニケーションをとるということが難しいのでしょうね。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

船橋商工会議所さんの方で、そういうところについての企業の取り組みでおもしろいものはありますか。 

 

船橋商工会議所（大西氏）： 

トップが変わればすべてが変わります。商工会議所を通してこの委員会を作り活動している中でトップの

考えが変われば全体が変わると実感しています。私は、これから 514 商工会議所の皆さんに、企業の方か

らもそういうのをどうでしょうかと働きかけて、大きな子育て支援の輪を作っていただきたいと思います。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

確かにトップダウンは重要ですね。そういう意味ではプラットホームとしての商工会議所さんは大変役割

が大きいということですね。 

今の点についてどうでしょう？ 皆さんの方でもこういう課題があるけれど、うちは逆にこういう工夫し

ているという企業さんいらっしゃいますか。 
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A 社： 

悩みなのですが。子育て支援とか地域貢献をするということは、経営陣にとっても従業員にとってもいい

話であり、悪いと言う人は誰一人いません。しかし、経営陣にとっては、短期的な成果として何があるのか、

従業員にとっては子育て支援の対象となる人と対象とならない人でどうバランスをとるか、この二点でとて

も悩んでいます。つまり、子育て支援を推進するけれども、「じゃあそれでどうなんだ？」と経営陣には聞

かれるし、従業員にとっては、「支援の対象ではない人にとっては対象となる人がすごく優遇されているよ

うな感じにもなってしまう。」 

そのバランスをうまくとられている事例があれば是非教えていただきたいのですが。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

なるほど。どなたかいらっしゃいますか今のお答えいただける方。 

 

生活協同組合 ちばコープ： 

やはり子育て支援をしたいという思いがあって、組織として費用負担が可能かどうかという話がありまし

た。先ほどの行政との連携と同じだと思いますが、私たちは行政の仕事に自分たちのリソースを生かしてみ

たい。しかも費用負担の少ない方法で異業種とのコラボに取り組んでみたいという思いもありましたので、

行政の仕事を受託することで、自分たちが持っている力を生かした形で、今、子育て支援事業をやっており

ます。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

具体的にはどういう内容なのでしょうか。 

 

生活協同組合 ちばコープ： 

市川市、館山市、千葉市など 6か所の子育て支援拠点事業の「子育て広場」を、週 5日 10 時から 

4 時頃まで空き店舗や幼稚園の教室、それから新しく施設を建てたところもありますが、それらを 

委託だとか指定管理という形で引き受けております。 

母体としてはあまり負担がない事業なのですが、どうしても負担がない分だけ浸透しにくい。子育て支援

をしている自分たち組織としてのイメージはアップするのですが、真剣にそのことを生かそうとしない点が

難しいところです。ですから子育て支援を組織内にイメージ化させるっていうのは、よほどの数字の力がな

い限り難しいだろうと思っています。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

ありがとうございます。 

先ほどの JRさんのお話もそうだと思いますが、事業の成果を可視化する方法、成果の見せ方については

皆さん色々悩まれていると思います。もちろん企業のブランドが上がるということもあると思いますが、子

育て支援と本業の距離がどんどん縮まっているということを、経営トップも含めて認識をしていくことがこ

れからの潮流になることは間違いないと思います。 

子どもが減ったら消費者も減るわけですから、マーケット自体が縮小していくわけです。それ自体をもう

すでに問題意識として持たなければいけない。短期的に刈り取れるものと長期的に刈り取るものとは違って

くるとは思いますが、社会貢献という側面と同時に本業にどんどん近づける、最近では CSVといった言い

方もされますが、そのようなところにシフトをしていく、やはり本業の中でそれがどれだけ成立していくか
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を見ていくことがとても重要だと思います。 

本日も色々事例紹介いただきましたし、紹介もしましたが、そういう意味でのマーケットはまだまだこれ

から顕在化する部分はたくさんあるだろうという感じがします。 

そこに一早く目をつけていくことが、特にその上層部説得という意味でも非常に重要なポイントになって

いくのではないかと思います。 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

もうおひとかたご質問あったと思うのですが、どうぞ。 

 

トキっ子クラブ： 

新潟で、子育て支援パスポートの事業を運営しています。 

お話を伺っていて、例えばワークショップのプログラムの枯渇だとか、ワークショップを開催する 

頻度については、多分一社がやれることって限界があると思っていまして、今後はいろんな企業様と 

協議をして子育て家庭を支援していきたいと考えています。 

弊社は、県の後援をいただいて、新潟市から事業委託を受けて実施しております。カードを持っている子

育て世帯が７万 8,000世帯で、ママのコミュニティーがあります。 

県内で 1,000カ所にフリーペーパーを設置し情報を伝達するメディアも運営しています。そういうママの

コミュニティーがあって、メディアを持っている企業に対してどういったことを期待されるか、言ってしま

えば当社の利用方法を皆様に教えていただきたいのですが。 

逆に言うと弊社はママの声は色々聞いていまして、子育ての悩みだと例えば食育教室やりたい、子どもに

いろんなワークショップ体験させたいという話はあるのですが、弊社一社では何も提供はできていないので、

今いろんな企業様と手を結んでいろんなことをご提供させていただいているのですが、 

何か、そういう企業に対してもっとこういうふうにしてほしいとか、要望を本日お伺いできればな と思い

ますのでよろしくお願いします。 

 

 

コーディネーター（高橋氏）： 

はい。分かりました。今の件どうでしょうか。 

例えば、NPOと組むあるいは、そういう自治体のお仕事やってらっしゃるところと組むという意味では、

先ほどもありましたが、マクドナルドさんいかがでしょう。例えばそういう新潟県のパスポート事業さんと

プログラムをこう提供していく時に。 

 

日本マクドナルド㈱（河野辺氏）： 

多分、新潟県でもパスポート事業でお世話になっていると思いますが、実際には店舗で、店舗の入り口に

このシールを貼ってお客様に認知をとるようなことをしています。そういう点では非常に連動させていただ

いているのかなと思うのですけども。 

あとは地域でどういうふうに私どもが持っているこのいろんなプログラムを実施する機会ですよね。例え

ば食育のプログラムあります。これをどういうことで進めていくかというと、今先ほどご紹介させていただ

いたような時節に合わせた展開をしているのですが、これは主に東京を中心に実施しているもので、東京以

外の地域ごとにそれを広めていくというのは、今後私どもも考えていかなきゃいけないっていうところかな

というふうに思っております。 
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コーディネーター（高橋氏）： 

ありがとうございます。 

今のテーマは、後半の全国会議のテーマにもなりますので、そちらにも引き受けさせていただければと思

います。 

お時間になってしましました。本日いただいているご質問は、後で、もしよろしければ私どもにご質問い

ただいて、後半の全国会議のほうでも出したいと思います。 

企業分科会は、これで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 


