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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」 

 

パネルディスカッション 

「発表事例を大解剖！成功する連携事業の PDCA はどう作るのか？」 

司会      ：松田 恵示 氏 

パネリスト：竹原 和泉 氏、鈴木 一司 氏、石上 有理 氏、園田 加奈子 氏、 

尾﨑 えり子 氏、竹内 陽慶 氏        

       

 

松田：事例発表をいただいた２県の皆様、どうもありがとうございました。 

大変わくわくする事例報告で、三重のほうでは機運をしっかりと醸成したいということ

で、いろんな方々が役割分担をされて、広がっている様子がよくわかりました。 

一方、佐賀のほうでは体験の豊かさ、かつ成果がしっかりと見て取れるという、そうい

う辺りまでをしっかりと計画されて、大変わくわくする現場だったのだろうとイメージで

きるようなご報告でした。 

共通しているところと非常に個性的なところと、また課題がはっきりと見えるようなご

報告だったので、楽しく聞かせていただきました。 

ここで少しお互いの発表を聞かれての感想をいただきたいと思います。まず、三重のグ

ループのほうから、お一人どなたかお願いします。 

鈴木：三重県の鈴木です。 

三重県にも井村屋さんというアイスクリームのメーカーさんがありまして、非常に面白

い取組をされております。やはり子供たちの取組を企業さんが『応援したろ』という『採

算度外視』みたいなものがあるからなのか、分からないのですが、あの透明なアイスクリ

ームは私も食べたくなるな、という形をしていたので、そういう子供たちのアイディアを

引き出すというのはすごいなと思います。 

子供の自己肯定感ってすごく大事だというなかで、感想のなかでもありましたが、学校

ではあかんけど、こういうとこ楽しいというような、そのような活動は行政だけではでき

ないなというのを実感させていただきました。 

アイスアカデミーの事業費はどれくらいなのでしょうか。 
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竹内：今、助成金としては 100 万円いただいております。どこからどこまでを経費で上げ

るかというところもあると思いますが、なんとかやっていけています。 

鈴木：ありがとうございます。 

松田：次に佐賀のグループのほうから、お一人お願いします。 

園田：佐賀もやはり予算が厳しいという現状は同じなので、企業さんと一緒に連携して事

業をやるというのは、ますます重要になってくるかと思っています。 

是非、佐賀県版の『泣いてもよかよ』みたいなものができるといいなと思って伺ってい

ました。 

松田：ありがとうございます。ご質問はありますか？ 

園田：予算がゼロ予算の事業ではマンパワーがすごく必要になってきますが、予算が見え

ないと人員も配置されづらいというところがある中で、たくさんの人を巻き込んでやると

いう持っていき方をどんなふうにされたのかをお伺いしたいです。 

鈴木：きっかけは『WE ラブ赤ちゃんプロジェクト』三重県バージョンを作りませんか？と

いうお話をいただいた時です。それを自分だけではだめなので、いろんな課の人に、なん

て言いますか？と聞きました。すると三重県もいろんな地域から来ているので、いろんな

意見が出ましたし、『お金ないで手伝って』と言うと、『しゃあないな』っていうような

形で輪が広がっていきました。 

もしお金があったら、『それ委託したらどうなん？』とか、お金があるなら、『それで

なんか買ったら？』というような話になったと思うのですが、お金がなかったことで逆に

そういうネットワークを広げることができたり、協力を得やすかったのかなと、後になっ

て思いました。 

松田：ありがとうございます。引き続きフロアの皆さま方から、何かご質問はありません

か？ 

質問者（髙橋）：きょうは楽しい授業をありがとうございました。子供の遊び環境づくり

に取り組んでおります日本冒険遊び場づくり協会の髙橋です。一般社団法人東京プレイと

いう活動もしております。 

一つめの事例のところで、広報の伸びみたいなグラフを見せていただきましたが、実際

にそれともう一つ評価軸、KPI として、県内の子育てに関する機運を高めるというお話が

あったと思いますが、そういうものをどのように測っていかれるのでしょうか。 

二つ目の事例に関してもそうですが、体験っていうものを参加者数とかではなく実際の

子供たちの満足度であったりとか、そういうところで測っていく『評価軸、KPI の設定』

はどのようにされているのかなというのを伺いたいと思いました。よろしくお願いいたし

ます。 

松田：では最初に三重のほうからお願いします。 

鈴木：非常に鋭いご指摘で、やはり機運醸成のところは、いわゆる風土のところなので非

常に数値化しにくいものです。 

先ほど我々の方で、『みえの子どもスマイルプラン』というものを出させていただいた

のですが、そこの数値目標も正確に言いますと、やはりアウトプット、アウトカムではな
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くて、閲覧件数とかネットの伸びなどでやっており、実際どれだけ風土が変わっていった

のか？という指標は、正直に言うとあまり持ち合わせていないというところです。 

ただ今回そういう取組をさせていただいて、お電話の声や新聞記事の反応、職員やほか

の部署の反応みたいなものを肌で感じながら実感しております。実状はそういう形です。 

松田：佐賀のほうもお願いします。 

園田：うちは参加者満足度が 80％以上というのを目標にしていまして、そこは参加した児

童に必ずアンケートを行うように団体にお願いしています。 

そちらをもとに、３月にアドバイザーのコヂカラ・ニッポンさんと一緒に来年に向けて、

どういうふうに改善していくかというのをご相談しようかと思っているところです。 

松田：ではもうお一方くらい、フロアのほうからご質問ございますか？ 

質問者（村上）：宮城県の子育て支援課・村上と申します。本日はお話どうもありがとう

ございます。 

実は、『赤ちゃん泣いてもええんやに』のプロジェクトを宮城県でもできないかと考えて

いたところでございました。 

ただ、お伺いしていて、三重県さんではうまくいっていますが、宮城県でもやりたいと

なったときに、どうしても二番煎じ感が出てしまうというところがちょっとネックになっ

ていました。 

なおかつ、例えば宮城県の他にも、協賛したいというところが増えてくると、どんどん

エキサイトさんの負担が大きくなっていくのではないかというところも心配しているとこ

ろでしたので、その辺り、ちょっとアドバイスをいただければなと思います。よろしくお

願いします。 

石上：ご心配いただきありがとうございます。 

ありがたいことに、特にお金もかからず賛同したいと言っていただけるように、プロジ

ェクトが広まればいいという思いで始め、進めさせていただいていますので、是非ぜひこ

の三重県さんでの取組をきっかけに別の県にも広まるとうれしいなというのがスタッフの

思いです。 

私たちもこのプロジェクトだけをやっているスタッフが運営しているわけではなく、タ

スクフォースのような形で営業部の男性もいれば、商品企画とか広告プランを考えている

女性スタッフ、広報、プロデューサーなど、役職が違う人たちが集まってやっていまして、

片手間で進め始めたというのが正直なところなのですが、賛同は是非ぜひしていただいて、

二番煎じになってしまうというところは方言バージョンを作ることで、全く違う形で広ま

っていくということを伝えていければうれしいです。 

また、１番でなきゃ駄目というわけではなく、どちらかというと、ご当地キティちゃん

のように地域ごとにいろんなバージョンがあって、どんどんこれが当たり前になるといい

なという思いでやっておりますので、１番だけじゃなくて、どんどん続けていく先陣を切

ったというところで立ち上がっていただけるとうれしいなと思っています。 

鈴木：また、今県内の企業さんにも声を掛け始めているのですが、貴社の業種で 1 番目で

すよという言い方をしています。どんどん細分化していますので、先程もも佐賀県さんに
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お話したのですが、今なら九州で１番目ですよというような言い方をさせていただいてお

りますので、是非東北で１番目っていうことで、よろしくお願いします。 

松田：ありがとうございます。 

ご自由にご質問いただきましたが、やはり、ご自身の活動との関係や報告の特徴のある

ところに質問が集まってくるという感じがありました。 

残りの時間では、このご質問やご報告を、テーマにございますように分解してみまして、

午後のワークショップにつなげていくための手がかりを考えていきたいと思います。 

まず取り上げたいのは、活動における課題の設定の仕方という面です。 

二つの事例、非常に特徴的でございまして、三重県の場合はまずは子育てということの、

県としての取組がある。非常にいろんな活動をしている中で、行政の担当窓口の方が県内

の活動をすくわれたというか、拾われた感じですね。ふっと出会いがあって拾われていく、

そういう形でどんどんどんどんネットワークが広がっていきます。 

一方で佐賀県のほうでは、やはり同じように県としての取組があるなかで、予算枠を作

って公募という形で手を挙げていただき、しっかりと活動ができるようにサポートを用意

している。 

課題の拾い上げ方や、その後の展開のさせ方が非常に対照的な取組になっていると思い

ます。 

その辺り竹原さん、お話を伺われていて何かお感じになることはありますか？ 

竹原：お二つ聞かせていただいて、本当に勉強になりました。 

今おっしゃってくださったように、たまたまとか、ひょっとみつけたというように、三

重県の事業では鈴木さんがいらっしゃらなければこれは動かなかったのでしょう。 

そういう偶発的なこととともに、行政が戦略的に課題解決のために作戦を練っていくと

いうこともあり、両方必要だと思いました。 

そのなかで行政ができることは協働の視野を持ちながら、きっかけを作り、フレームを

作って、それが地域に根ざすように持っていくということです。 

皆さんも課題のなかでおっしゃっていたと思いますが、それがこれからの私たちに課せ

られていることだと思います。お役所が何かやってくれるだろうとか、補助金はいつまで

あるのかなどと言っているだけでは何も動かないので、ここにいる誰もが担い手だという

意識で、この次のステップに行きたいと思って聞いておりました。 

松田：確かに、その後の活動が主体的な動きになるようにという形で、両県とも非常にう

まく課題を設定されていると思いますが、この課題の設定ということで何かお感じになら

れることはありますか？まず、三重のほうからお願いします。 

鈴木：やはり、今回はたまたまうまくいったんじゃないかという評価も内部では当然ある

のですが、新しいことを始めるときには、まず成功事例から出していかないと、なかなか

こういうやり方がいいよというのは言い出しにくいというか、評価を受けづらいので、で

きるだけ成功するような形で事例を出していき、このような企業さんとの連携を進めてい

ければなと考えています。 

継続する仕組みが課題かなとは思っています。 
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松田：佐賀のほうはいかがでしょうか？ 

園田：佐賀もやはり継続していく、自走して活動が続いていくということが理想だと思っ

ていますので、そのためにまず最初に行政が資金的に援助をしたりして、そこでまず成功

事例をつくり、それを皆さんに知ってもらい、企業にとっても本当にメリットがある事業

なんだということをわかってもらって、企業自らが手を挙げてやっていただけるというの

が理想かなというふうには思っております。 

松田：そういう意味では課題を取り上げた後、この事業の継続性へと結びつけていく仕掛

けづくりといいますか、今度はそういう辺りが課題になっていくと思います。 

ただ課題ということでは、タイプは違いますが両方ともに、日常の生活のなかからの声

というものを非常に大事にされているなというのは思いました。 

赤ちゃんの泣き声っていうのは確かに共感が広がるお話ですよね。 

また子供の体験の質っていうこと。体験ということはよく言われますが、質はどうかと

いうことが現場では気になっていて、そのようなところがうまく取り出されたなと思いま

した。 

その上で継続する仕組みということになりますが、実はこれも仕掛け方は違うけれども、

結果としては二つの事例、同じスタイルになっているということを感じました。 

例えばテレビや映画の作品を作るときというのは、非常にいろんな役割分担をされる方

がいらっしゃいますね。プロデューサー、ディレクター、監督、脚本家、そしてもちろん

俳優がいます。さらには大道具、小道具、照明というような方がいます。 

このような役割を実は、二つの取組はうまく取り入れて、それぞれ例えば行政の方が一

緒になってプロデューサーになり、監督は誰に任せ脚本は誰に書いていただき誰が動いて

いくのかなどと振りつけられている場合や、県がプロデューサーとなり、それ以降のもの

はディレクターにお任せして、そこにアシストをつけることで、その役割分担がさらに広

がっていく等々。 

つまり立場の違う方を役割分担して、ネットワークを使って事業を進めていく。そんな

ことをなさっていたと思うのです。 

その辺り、役割分担とか立場の違う方々を結びつけるというところで、何か工夫された

り苦労されたことはございますか？ 

石上：『WE ラブ赤ちゃんプロジェクト』は、いろいろな部署から人が集まっていましたの

で、どういうふうに見せていったらいいかは広報が考えたり、また賛同数を伸ばす、コメ

ントを集めるというようなところはプロデューサーが考えたり、賛同企業さんを募る場合

は、営業さんがどういうふうにご案内したらご理解いただけるかを考えたりと、皆が得意

分野を発揮してできたプロジェクトなのかなと思っています。 

ゼロから立ち上げたものではあったので、公共性などは三重県さんにかなりお力添えを

いただきましたし、足りない部分を自然と力を貸して補い合い、すごくいいプロジェクト

になっているなと感じています。 

松田：得意分野っていう言葉が一つのキーワードかもしれませんね。 

佐賀のほうもお願いします。 
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尾﨑：今回関わるなかで、もちろん福岡にも九州を担当しているメンバーがいるのですが、

私も行っていろんなことさせていただきました。お恥ずかしい話、モンブランを全く知ら

なかったですし、佐賀についての知識がほとんどない状態で行ったので、逆にそれはすご

く、私にとってはよかったなと思っています。 

話をされてもわからないので、もうちょっとここってどうなんですか？と聞いたり、佐

賀にいたら当たり前だけれども、外から見たらこのポイントってものすごく面白い切り口

ですというようなところが客観的に見えたということが、一緒に作っている意味がすごく

大きかったかなと思いますので、佐賀を知らなかったからこそできたこともあるかなと思

っています。 

松田：いかがですか？ 

竹原：今のコメント、私も共感します。 

知らないということは教えていただけることですし、教えてくださる方はもっと語りた

いということで、いい関係が生まれますね。知らない人も含めて、いろんな方が一緒にや

るというのがいいと思って聞いていました。 

松田：異なるものが出会うことで生まれる可能性とか、その広がりというのは本当に今回

の二つの事例を伺っていて感じるところが多いです。 

ご質問のなかでやはり集中したのが経費の問題ですけれども、これをどうするかという

ことは、いろんな立場から、いろいろなアイディアを出していただいて、それぞれに動か

しているところだと思います。 

一方でプロジェクトという言い方をしたときには、やはり出口を設定して、つまり終わ

り方も考えないといけないのではないかと思うのですが、その辺りについて工夫なさった

ところは、どのように思われますか？ 

佐賀のほうからお願いします。 

竹内：今回の『SAGA アイスアカデミー』についていえば、ゴールはアイスの商品化です。

そして市場に出回るというところです。ちょっとこれ理想的なところもあると思いますが、

まず商品企画で試作までは少し負担をしてでも、企業さんもある程度協力していただける

と思います。 

しかし、鯉のフェイスマスクのときに失敗しているのですが、本当に商品化するときに、

ロットや、それをどう売りさばくかというところが一番ネックになります。お金を動かそ

うと思ったら、まず売るための商品を作って、それをずっと寝かしておいたらお金が回ら

ないので、それが回収できるようなところが必要です。ロットが増えれば増えるほど１本

当たりの原価も安くなってくるということで、スタートのときに企業さんとも悩みました。 

そこで一つ光明が見えたのが、竹下製菓さん自体が今、小城市のふるさと納税に商品を

出されておりまして、10 個セットのアイテムがあったら、そのなかの一つに子供たちが企

画した商品を入れるということです。そうなると、ふるさと納税ではかなりの数の商品が

動いていますので、動かすことができると。 

そしてもう一つは、ある程度の数の予想もつくというところで目処が立ったというとこ

ろがあります。活動は補助金で行うのですが、実際商品化をしてそれをどうするかという
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ところになると、どうしてもそれだけでは足らないので、そこの出口がある程度見えて、

今回動くことができたなと思っています。 

松田：三重のほうお願いいたします。 

石上：『WE ラブ赤ちゃんプロジェクト』は、ゴールとしては子育てしやすい世の中だった

らいいよねということを思っているので、最終的にはプロジェクトがなくても日本って子

育てしやすい国だよってなるのが一番いいかなと思っています。 

ただ、やっぱりその過程として泣いてもいいよっていう気持ちが、ああなるほど、こう

いう可視化があるんだ、ということで賛同をしていただいり、ステッカーを手にとってい

ただいたり、新しい取組が生まれて、何か別の商品が生まれるかもしれませんし。この思

いが可視化されて、賛同数だったり、ステッカーだったり、数でちゃんと見える化できた

らいいのかなと思います。 

その先にプロジェクトが、なんでこんなことをあえて言っているの？て思われるぐらい

になったら、そこが一番のゴールかなと思っています。 

松田：ゴールっていうのは、活動するときにはなかなか思い至らないこともありますが、

今のお話を伺っていて、やはりはっきりとゴールというものを見られているというところ

が、改めてなるほどと思いました。 

そういうゴールというものの設定が経費を考えるうえでも、どれだけ持続できるだろう

ということで、どうやってお金をという話になって、ちょっと無方向に考えてしまうとこ

ろがあるような気がしますね。これだけのことをこの期間にやりたいからこの経費をどう

するっていう、一旦、プロジェクトが閉じたら次のプロジェクトはどうすると、そのよう

な視点も必要なのかなと思いました。 

では、こういう活動をどう評価するかという話がありますが、満足度を知りたい。目標

にしていることがございますから。取組自体をどう改善していくか、取組自体の課題をど

う発見していくかということに関しての評価というのは、どうお感じになられますか？ 三

重のほうからお願いします。 

鈴木：まだ走っている最中というところもあるんですけれども、三重としても、こういう

ことをわざわざしなくてもいいぐらいに機運醸成をしていきたいと思います。 

いろんなツールがあれば取り組んでいきたいなと思っています。 

今のところは企業さんの CSR の背中を押すツールとして、これが使えないのかなと考え

ていて、せっかく『泣いてもええんやに！』と共通のロゴみたいなものもできましたので、

このシールだけに限りませんが、いろんな形で企業さんの CSR の背中を押すような形にな

ればいいのかなと思っています。 

そういう取組が広がってきた時点で、ようやく先ほどの満足度じゃないですけれども、

その取組の広がり具合によって評価できるようになるのかなという感じで、現時点ではま

だ評価というレベルまで行っていないかなという気はしております。 

松田:佐賀のほうからもお願いいたします。 

園田:この事業はもともと佐賀の子供たちが高校や大学の卒業時に、県外へ出て、いって

しまうという課題があって、（仮に佐賀を一度出ていったとしても、また佐賀に戻って）、
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佐賀で起業する子供たちを増やしたいという思いで始まっているものですので、最終的な

達成目標というのは佐賀で起業する子供の数が何人というのが本来は目指す目標なのです

が、そこはもう 10 年後、20 年後とか、かなり先の目標になってしまうので、現在は参加

者の満足度というところで測っているところです。 

本来であれば、もうちょっと細分化して、佐賀の魅力をどれだけ理解しているか、子供

たちの企画力がどれだけアップしたかなど、もう少し細かい指標で見ていくことができる

といいのかなというところで、そこの評価指標についてもご相談しながら、見直していく

必要があるかなと思っています。 

松田:ありがとうございます。活動のエネルギーとか、活動の豊かさというのは十分ご報

告のなかで伝わってきましたので、そのご報告を受けまして、この時間では少し解剖して

みる、つまり振り返るということで、その持続性とか広がりということにポイントをおい

て考えるにはどうすればいいかを、皆さんで少し考えてみました。 

ここからは今日のお話、あるいは今日振り返ってみたことを使って、今度は参加の皆さ

んで、この活動についてさらに考えていこうという時間に移ります。 

その前に前半でもすばらしいご実践をご紹介くださっています、竹原さんのほうに少し

お話をいただいて、前半の部を閉めさせていただければと思います。 

 

 

※引き続き、エピソード講演に続きます。 


