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平成 29 年度  「自治体・企業・NPO による『子育て支援連携事業』全国会議」 

 

事例紹介 

① 「赤ちゃん泣いてもええんやに！」みんなの思いを形にしよう！  

  三重県 健康福祉部 子ども・家庭局 少子化対策課 鈴木 一司 氏 

  エキサイト株式会社 woman メディア部 woman メディア企画セクション 石上 有理 氏  

   

 

鈴木：三重県少子化対策課の鈴木と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

石上：エキサイト株式会社の石上 有理と申します。よろしくお願いいたします。 

鈴木：司会の方からもおっしゃっていただいたのですが、地元の言葉でネイティブで言い

ますと、「赤ちゃん泣いてもええんやに」というような言い方です。柔らかい言い方にな

っております。 

 みんなの思いを形にしようということで今回、エキサイトさんとの取組のご紹介をさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 今回の取組の概要ですが、エキサイトさんと三重県、それぞれ事業の目的というのがご

ざいます。エキサイトさんは『WE ラブ赤ちゃんプロジェクト』の拡大というのが最終のゴ

ールです。三重県としては、県内で少子化対策の機運を醸成したいという目的がございま

す。 

 今回の取組は、その中でエキサイトさんの持つ『WE ラブ赤ちゃんプロジェクト』という

コンテンツと、その広報の機会とか場所が三重県にはございますので、お互いの資源を持

ち寄って一つの取組をやらせていただいて、最終的には子育て家庭への温かい気持ちの広

がりを持っていこうということで、両者にとって目指す方向が一致して win-win の関係性

の中で取組をさせていただいているのかなと感じているところです。まだ幾分走りながら

のところがございますので、ちょっと整理しきれていない部分もあるのですがそういう形

でご覧いただければと思っています。 

 まず三重県の取組を簡単にご紹介させていただきたいと思います。 

 目指すべき社会像ということで三重県が目指すところがあるのですが、結婚・妊娠・子

育てなどの希望がかない、すべての子供が豊かに育つことのできる三重、これを目指して

『希望がかなうみえ、子どもスマイルプラン』という５年間の計画を平成 27 年度に策定し
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て取組を進めています。そこには当然数値目標というのを設定していまして、10 年後の目

標なのですが希望出生率を 1.8%台にするというところと、地域社会の見守りの中で子供が

元気に育っていると感じる県民の割合が現状二人に一人ですが、それを三人に二人、３分

の２に引き上げようという目標の中で取組を進めています。 

 その取組を進めるに当たって五つの原則があるのですが、その中で今回関連してくるの

が３番目の『人や企業、地域社会の意識を変える』というところと、５番目の『子供の育

ち、子育て家庭を地域社会で支える』この原則に関わっているのかなと考えているところ

です。 

 当然、これ以外にも個別の事業には数値目標を設定して取組をさせていただいておりま

す。ライフステージごとにこの計画に従いまして、様々な取組を進めています。子供・思

春期から、大人の働き方も含めてやっているのですが、それを進めるに当たってこのベー

スとなる取組が、機運醸成であるとか地域社会づくりであると考えています。 

 これ以外も啓発ということで、各種の講演会とか子育て家庭を対象とするようなイベン

トあるいは冊子の発行、子育て家庭のクーポンやパスポート制度というのも取り組んでい

るのですが、その中の一つとして今回の取組もやったという形になっております。 

 なかでも三重県のほうで力を入れているのが男性の育児参画の取組でして、『みえの育

児男子プロジェクト』という形で取組を進めております。詳しくは、今回はちょっと省略

をさせていただきますが、このような育児男子の方の表彰式をやったり、あるいは講演会

とかイベント、冊子の発行等をやりまして、機運の醸成に努めているところです。その中

で、鈴木 英敬知事は自ら外へ出てトップを走っていただいているような形でして、自らイ

クボス宣言をしていただいたり、あるいは県内の企業さんと一緒にイクボス同盟というの

を発足させたり、それからおかげさまで自治体ランキングで三重県が第 1 位という表彰も

いただいています。 

 このような形で機運醸成につきまして、三重県もベースの取組ということでさせていた

だいております。その中で今回『WE ラブ赤ちゃんプロジェクト』に出会うことになります。

プロジェクトの概要はエキサイトの石上さんほうから。 

石上： はい、ありがとうございます。 

 『WE ラブ赤ちゃんプロジェクト』はどんなものか簡単に説明させていただきますと、私

たちはママや子供に向けたママメディアを運営している媒体の運営者になるのですが、コ

ラムをウーマンエキサイトで書いていただいている紫原 明子さんというエッセイストの

方が、パソコンを広げてカフェでお仕事をされているときに向かいに座った子連れのお母

様が、赤ちゃんがベビーカーに乗って寝ていたので静かにお茶が飲めたそうなんです。し

かしやはり寝て起きた途端に赤ちゃんがわあっと泣いてしまい、初めはゆっくりお茶を飲

まれていたお母さんが自分の子供をさっと抱きかかえて、「ごめんなさい。ごめんなさい。」

と言いながら謝ってあやしていたそうです。そのときに紫原さんは、「かわいいし、全然

構わないのに。」と思いながら赤ちゃんを見ていたそうなのですが、ともすればその視線

が赤ちゃんをあやしているお母さんからすると、この人にうるさいと思われてしまってい

るかもと思ったそうです。そのとき瞬時に、「私は赤ちゃんが泣いても嫌じゃありません
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よ。」ということを意思表示できるステッカーがこのパソコンに貼ってあったらいいのに

と思ったそうで、その場でフェイスブックを通じて編集部宛にメッセージをいただきまし

た。始めは『赤ちゃんが泣いても嫌じゃありません』というステッカーを作りませんかと

お声がけをいただいて、二つ返事で。スタッフもママが多かったので、「是非やりましょ

う。」ということで声をかけていただいたのがきっかけでプロジェクトが発足することに

なりました。 

 ママ向けの媒体をやっていたのにどうして自分たちからこの考えが思いつかなかったか

というと、ちょうどスタッフも私もそうなのですが、まだ０・１・２歳の赤ちゃんを抱え

ているママが多く、誰も自分の子供を抱えて「うちの子泣いてもいいじゃない。」と言う

つもりはないのですが、やはり周りの方に「泣いてもいいわよ。」と言われるとすごくう

れしく、心強く、「ここで泣いてしまってもいいと思ってくれている人がいるのだと思う

と気持ちがすごく楽になる。先輩ママからそうやって言っていただいたので形にしてもい

いんだ。」というふうに思えたというか、是非やっていこうということで進めました。 

 まずはステッカーを作ろうということで始めたのですが、初めの『赤ちゃん泣いても嫌

じゃありませんステッカー』というのが仮の段階でどんな名前にしようかと考えたときに、

赤ちゃん・嫌・泣くというキーワードが先に立ってしまうと真逆の意味に取られてしまう

かと思ったので、どんなふうに言ってもらったらうれしいかというのをスタッフで話し合

ったら、大丈夫と言ってもらえるだけでうれしいという声がすごく多かった。そこで、吹

き出しで「泣いてもいいよ。」というメッセージと、「やっぱり赤ちゃんってシンプルに

かわいいよね。」と、「愛しい存在だよね。」という思いがあったので、『WE ラブ赤ちゃ

んプロジェクト』という大きい名前をつけました。 

 試しに 1000 枚ぐらい刷って 30 名様にプレゼントという形でメディアに出してみたので

すが、おかげさまでそのとき第１回目のプレゼントで 900 名の方からご応募をいただきま

した。しょっぱなから当選確率 30 倍みたいな感じになってしまったので、応募時にメッセ

ージを書いてくれた方もとても多く、「私もほしいです。」とか、「困ったときにすごく

助けてもらった経験があります。」とか、いろんな声が集まったので、それを見える化し

ようということでそのあとにサイトを作りまして、ポチっと賛同するって押していただく

と数字がカウントされていくすごいシンプルなサイトになっているのですが、皆さんにご

賛同いただいて今２万人を超えたところです。 

 できれば赤ちゃんを育てやすい、制度ではなく風土が広がったらいいと思ってこのプロ

ジェクトを立ち上げたので、別に育てているママたちが「泣いてもいいよ。」と言うので

はなく、周りの男性・女性・おじいちゃん・おばあちゃん・学生の方などが言っていただ

けるとうれしいなと思って立ち上げました。 

鈴木：二人の出会いなのですが実は８月１日に、こちらでは東京新聞というのですかね、

三重県のほうでは中日新聞という一番購読数が多い新聞なのですが、そちらの記事に載り

ました。たまたま見まして面白いなと思いました。そうしているうちにほかの新聞でも産

経新聞さんにも載ったりとか、あるいは夕方のニュースにも出ていましたので、結構広が

っているのだなと思いました。 
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 ちょっと調べさせていただいたら、もう８月のその時点で１万件を超えているとか、そ

れから賛同者の日々の増加が見える化されているようなホームページになっていました。

賛同するってクリックしたらもう賛同するだけで、とても手軽に賛同できるということで、

いったいどこの会社がやっているのかと調べたらエキサイトという会社でした。私の知識

としては翻訳をしているインターネットの会社かなというぐらいの知識で。一番の魅力は

タダだということでした。何もお金がかからない。非常に魅力でございました。 

 このような中で三重県としても県内の機運醸成を進めるために、何とか子育て家庭に優

しい気持ちを見える化したいと思っていたのですが、当然子育て支援パスポートみたいな

事業を三重県でもさせていただいているのですが、やはり新たに県が独自に事業をしよう

とすると、予算化をして協議をして時間もかかりますし、それからこれまでのやり方みた

いに県が単独でゼロからやっていくと当然波及するのも時間がかかるということで、単年

度主義でもありますし予算もどんどん厳しくなっている中、お金をかけるのは無理だとは

思っていたところでした。ただ年度の途中ですがマスコミさんの注目も上がっているので、

何か始められないか、エキサイトさんと一緒に取組を始めたいというふうには思っていた

ところです。あとこのプロジェクトも、潜在力が非常にあると思いました。確かに行政の

賛同はゼロでしたし、三重県の賛同企業も支店が一つ入っていただけでその時はもうゼロ

でした。だけどそう考えると、初めてということはまだこれから広がるという可能性もあ

りますし、地域初や業界初というのはアピール力になると思いました。県が機運醸成する

ためにこれはニュースになるいいチャンスだということで、先ほどの魅力と併せてこの潜

在力で、是非、取組をやりたいと思っていたところです。 

 ただ、これにプラス何かもうちょっとインパクトはないかというところで思いついたの

が、知事からの情報発信ということでした。うちの鈴木 英敬知事、お二人のお子さんを子

育て中でして、イクメンオブザイヤーやベストファーザー賞、あるいは先ほど言いました

イクボスランキングみたいな形で非常に子育てに熱心な知事です。空気を変えるのはトッ

プの役割というようなこともいつも言われてますし、おまえらもっと俺を使えよというぐ

らい、ざっくばらんに言ってくれるような知事でございますので、では知事に前面に出て

もらおうかということで調整をしましたら調整がついてしまいました。ここからはちょっ

と恐る恐るなのですが、エキサイトさんのほうに連絡を取りまして、行政が入れますかと

か、お金がないのですが大丈夫ですかと相談をしたらものの見事に快諾をいただいたとい

うことで。 

石上：そうですね、私たちもついに県からの賛同をいただいたということですごく喜んで、

二つ返事でお戻しさせていただきました。 

 やはりこういう風土が広がるというのは大きい単位で言っていただくと広まりやすいの

かというのもありますので、まずは、ただ私たちの既に持っている『泣いてもいいよとい

うステッカー』を一緒に配っていただくというよりかは、せっかくなので何か三重県さん

らしさを出せないかということで、ご当地バージョンのステッカーを作りませんかという

ところをまずご提案させていただきました。 
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 方言も、私もまだ知らない部分もあったので、泣いてもいいは三重県ではなんて言うの

ですかみたいなところから始まって、『泣いてもええんやに』というのがいいということ

で決まったりしました。 

最近は写真を撮って SNS に投稿する方なんかも増えてきましたので、地元の『ええんや

に』と、地域の方に自慢していただきたいと思ったのでパネルの作成も提案させていただ

きました。 

 あとは知事自身が、本当にイクボス、イクメンでいらっしゃるので、インタビューをさ

せていただいて、知事の声をちゃんと私たちメディアを通して人々に伝えられないかとい

うのを提案させていただきました。 

鈴木：それで作らせていただいたのが、この三重弁のステッカーということです。先ほど

先生のお話にもありましたように、関西のノリですと標準語はやはり冷たく聞こえてしま

うことがありますよね。「泣いてもいいよ。」と言われると何かちょっと突き放した感が

あるので、中でいろいろ相談したら、「泣いてもええんや。」とか関西弁の口調も考えた

のですが、最後に、これは地元でないとちょっとわかりにくいのですが、『やに』という

とすごくやんわりとした大丈夫だよという気持ちが入った方言なんです。それで『ええん

やに』、という語尾が落ちるような形なのですが、これでいこうかということで、最後は

一番若手の女子職員がこれで大丈夫ですということで決まったような次第です。おかげで

検討をするうちに子ども家庭局の中でも認知度が上がりまして、「この取組いいよね。」

というような声が中でも出てきたところです。 

 あと、せっかくそのシールを作るならこういう特設コーナーを作ろうということで、県

庁 1 階のホールにも特設コーナーを作りました。庁舎管理者にも許可をいただいて、こう

いうコーナーを 1 カ月間展示するということになりました。 

 それからその次に、どうせならセレモニーをしませんかというような形になりました。

ステッカー、コーナーとできたので情報発信を兼ねて、賛同書も全然様式がなかったので

すが、エキサイトさんに勝手にこんなの作っていいですかと言ったらいいということを言

われましたので、これを読んでお渡しするというような形のセレモニー形式をやることに

しました。そうしたら次々とエキサイトさんからアイデアが出てきまして、赤ちゃん連れ

に来てもらったらどうですかということを言われました。我々も困りまして、お金がない

のですが、回りに相談しましたらネットワークが非常に広い職員がおりまして、あの職員

の子供さんは６カ月、あの子供さんは確かこの前生まれたという情報が集まりまして、県

の職員のお子さんも含めて赤ちゃん連れ５組に来ていただくことができました。 

 実際にはセレモニーのときに赤ちゃんが泣き出しまして、そんな泣き出した赤ちゃんを

お母さんが慌てて連れ出そうとしたら知事のほうが、「いやいや、ええんやに、と。そう

いう趣旨の会議やで、セレモニーやで出てかんでいいんやに。」ということで笑いが起き

るというような形で、かなり効果があったなというふうに考えております。 

 予算はないのですが、プロジェクトチームというような形で行政の方は課をまたいだよ

うな担当者、エキサイトさんも広報さん、事業担当さん、企画担当さんと部署を横断した

ようなプロジェクトチームを作っていただきまして、このチームで今回のセレモニーを含
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めて取組を進めたということです。こちらはマスコミが取り上げてくれるかなということ

で。 

石上：はい。もともと自分たちもメディアでマスコミとして活動しているというのもあり

ますので、どうやったら新聞やテレビに取り上げていただけるかというのを考えたうえで、

うちの広報が六つの要素で構成を考えました。これは電通さんが開発したものですが、ま

ずは「Inverse」逆説対立構造ということで、一般的には公共の場で赤ちゃんが泣いたらヒ

ヤッとするというところがあると思うのですが、あえて公共の場で泣いても大丈夫という

のがキャッチになっている。次に「Most」最上級、初というところでいうと初めて行政の

賛同だと、県初だというところです。 

 次に「Public」社会性というところでは、もう三重県さんがご賛同いただいてる時点で

社会性はわかっていただけるかと。あとは注目されている子育て支援というところです。

「Actor」役者については知事がいてくださるということと、セレモニーに赤ちゃん連れで、

赤ちゃんがいてくれるということで役者も整っているかと。キーワードでは「泣いてもい

いよ」という通常版が「ええんやに」ということで三重県バージョンになって親しみを持

っていただけるということ。 

 あと「Trend」時流という意味では、いい育児の日にかけてこういう取組に賛同したいと

いうお声もいただいておりましたので、タイミング的にもとてもよかったかと。すべての

要素がそろったので、テレビでも新聞でもご紹介しやすい要素があるかと考えました。 

鈴木：それで当日はセレモニーをさせていただきました。 

 当日はエキサイト様から社長にもお越しいただきまして、知事が賛同書を読み上げて手

渡しをするというセレモニーと、それから来ていただいた赤ちゃん連れの方にステッカー

をお渡しするというようなセレモニーを開催いたしました。当日、せっかく社長にもお越

しいただきましたので、うちの鈴木 英敬知事と対談というような時間を取りまして、後ほ

どこれをまたエキサイトさんの方で情報発信するような取組もしていただきました。結果、

かなりマスコミからご注目いただきました。我々も驚いたのですが、午前中にセレモニー

が終わり、午後には時事通信にもう載っていました。夕方のニュースにも出ましたし、翌

朝のニュースにも出るということで、若干我々の想定以上に取材があったということでご

ざいます。 

 その効果ですが、これはあくまで概算なのですが、三重県内の新聞購読でいきますと、

中日新聞、朝日新聞、毎日新聞、これが大枠を占めるのですが、大体６割の新聞の普及率

になっております。その３紙に載りましたので、大体 6 割程度の世帯に広報できたのでは

ないかと考えております。またテレビのほうも平均視聴率 10％近くある番組でございまし

て、三重県以外にも広報効果があったということでやはりテレビと新聞に報道があったの

は非常に大きいと思っております。これはなぜだろうと考えていたのですが、やはり広報

スタイルに行政と企業の違いがございまして、行政は結局そのイベントの事前に積極的に

広報をするのですが、事後はホームページに載せるというぐらいなのですが、エキサイト

さんの方は事後の情報発信がかなりすごかったということです。 
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石上：はい、これもメディアはもともとネットニュースというところがやっているのもあ

るので、情報はかなり日々移り変わってしまうというのは感じていましたから、会見セレ

モニーをしたあとすぐに記者の方たちに資料をお渡しして、その場で取材も対応してその

日のうちに書いて掲載していただけるような体制を取らせていただきました。 

 やはり SNS での拡散などとなると、その日その場のうちにすぐに発信できてしまうので、

できるだけスピーディーに行いたいと思って進めました。 

鈴木：その効果もあったのかも分からないですが賛同件数はかなり伸びております。 

石上：そうですね、ありがたいことにもともと立ち上げ当初から取材の依頼をいただくこ

とが多くて、何かしらのニュース、ネット媒体や新聞に載るたびにこんな形で賛同数を伸

ばしてきていたのですが、やはり三重県さんとの取組がまたちょうど到達点になっていま

して、メディアに取り上げていただいて、話題になってどんどん伸びていったという形に

なっています。 

 既に取材をしていただいた新聞社さんもその会見の時点で会ったのですが、また取材し

たいと言ってくださる声も多く、やはり行政初というところや、『ええんやに』というそ

の地元のフレーズが入ったところを取り上げていただいたので、とても広報的には良い出

だしだったのかと思います。 

鈴木：ヤフーのトップに載ったときには非常に驚いて怖くなったぐらいです。 

 その後の発展ですがやはりその広報効果は大きく、電話がかかってきました。どこでも

らえるのとか、うちの企業も賛同したいとか、あるいはお母さんを支援している団体さん

がちょっとイベントで配らせてくださいとか。あるいはフリーペーパーに記事を載せると

いうことで、ほかの企業さんとか団体さんに取組が広がりつつあります。 

 それからこちらもエキサイトさんからご提案をいただいて、今まで出たことがなかった

のですが移住交流フェアに、三重県はこんな取組をしている面白い団体ですという形で出

ませんかというお誘いも受ける中で、出店させていただいたりもして、これまで想定して

なかったような形で広がりが出てきているところです。 

 今後の取組の課題ですが、県内の企業へ賛同の輪を広げたいというふうに考えておりま

す。三重次世代育成応援ネットワークとか三重のイクボス同盟ということで、企業で子育

てとか働き方改革にご協力をいただいている企業がございますので、こういうところに賛

同の輪を広げていって企業の CSR 活動を促進させたいというような気持ちも非常に持って

います。県内自治体にもこのような、連携手法を広げたいなというふうに考えております。 

 ただやはり課題もございまして、いかに継続的な仕組みにしていくかということです。

これまでのイメージですと県が主体となって予算化して事業を作って、そこへ企業さんは

協力できる範囲で協力するというイメージがあったかと思います。それが今回の事業は三

重県に予算がございませんので、エキサイトさんがやっている CSR 的な活動で、こちらの

ほうと方向性が合うというところに県のノウハウとか資源を出させていただいた形になっ

たのではないかと考えております。勝手に非予算化事業という形で私は命名しているので

すが、予算がなくてもできる事業みたいな事業化の仕組み、ゼロ円予算みたいな予算化で
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協力していく、あるいは企業さんを通じた県内の機運醸成ができないかというふうに考え

ているところでございます。 

 あとやはり行政の方は、予算と人というのがリンクしておりますので、予算がなくても

組織、あるいはさっきも言ったプロジェクトチームみたいなチームができるような仕組み

もいるのではないかということで、考えているところです。 

 三重県でも来年度は非常に財政が厳しいのですが、それはチャンスというふうに捉えて、

このような成功事例を他のパターンでも積み重ねながら、課題を解決するような議論を内

部でも進めていきたいというふうに考えております。ということで、ご清聴ありがとうご

ざいました。皆さんの地域でもこのような取組を是非進めていただければと思います。 

 ありがとうございました。 


