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特徴：滋賀県子ども条例に基づき、県民・地域

社会など社会全体で子育てを支援する気運の醸

成を図ることを目的としているため、どのよう

な小さな取組でも、できることから取り組んで

もらうことを方針としている。 

協賛企業のサービス内容としては、子育て家

庭への経済的優遇サービスだけでなく、子育て

家庭が利用しやすい設備の設置（キッズスペー

ス等）なども対象としている。 

対象世帯の子どもの年齢については、特に設

定していない。子どもの年齢を設定するかどう

かは企業の判断に任せている。 

関西子育て世帯応援事業に参加。 

淡海子育て応援団事業 
（滋賀県）開始時期：平成19年1月 
 
所管課：滋賀県健康福祉部子ども・青少年局子育て・ 

青少年育成チーム 
事務局：上記所管課 

予算額：1,800千円 
支出内訳：需用費 1,200/その他 600（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 ・1 人以上(年齢不問) 

  

 ・245 店舗 

 ・28 社 

 ・認証カードなし 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり□ なし■ 

カテゴリー別検索 あり□ なし■ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
･事業所の概要 

・子育て応援に関する取組 

・URL 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
びわこ銀行：同居家族数に応じた住宅ローンの金利優遇、「こども 110番のおみせ」ロードコーンや通学時に子どもが
利用できる非常ベルの設置 
滋賀銀行：多子世帯に対する住宅ローン等の金利優遇 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：優待カードは、保育所や幼稚園、小・中

学校、高校から主に配布している。子ども用と

家庭用の 2 種類のカードがあり、子どもだけで

のカードの利用が可能になっていることが特徴。 

協賛店舗数は、事業開始時に、すでに 2,000

を超えていた。また、地元の個店の協賛が多く、

協賛店舗数に対する協賛企業の数が多くなって

いる。 

多くの協賛店舗で割引や特典を提供している

が、酪農体験や工場見学といった親子で参加で

きるイベントを実施している企業もある。 

子育て支援団体と連携したスタンプラリー等

を実施し、事業の PR を行っている。 

関西子育て世帯応援事業に参加。 

 

きょうと子育て応援パスポート事業 
（京都府）開始時期：平成19年7月28日 
 
所管課：京都府保健福祉部こども未来室 
（※平成20年4月より京都府健康福祉部こども未来課へ名称変更） 

事務局：府こども未来室（※平成20年4月より府こども未来課） 

 
予算額：13,500千円 
支出内訳：旅費 57/需用費 11,044/役務費 2,373/使用料 26（単
位：千円）  

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・2,143 店舗 

 ・約 1,000 社 

 ・府市町村で配布 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• NPO の協力による募集 
• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• スタンプラリー等の実施 

認知拡大のための取組 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり□ なし■ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービス 

・店舗の PR/セールスポイント 

・HP の有無 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
日本マクドナルド：ハッピーセットの割引 
ジョモネット関西：パスポート提示、現金払いに限り会員価格にて給油 
公文式教室：読書ガイド（冊子）を贈呈 
ビジョンメガネ：メガネ・補聴器・コンタクトレンズが、セール価格からさらに各 5%引き 

店舗数の多い主なチェーン店など 



 

 
 

19

 
 

特徴：利用者は携帯電話等でシンボルマークを

ダウンロードし、協賛店舗で提示することで、

さまざまな店舗独自のサービスを受けられる。 

 事業の運営に関しては、提案公募の結果をう

けて、凸版印刷㈱が実施している。民間の営業

ノウハウを活用した協賛店舗開拓など、ユニー

クな事業展開が特徴的。特に大型チェーンの店

舗の協賛が多い。 

まいど子でもカード 
（関西子育て世帯応援事業） 

（大阪府）開始時期：平成19年10月10日       
 
所管課：大阪府生活文化部 

次世代育成支援室少子対策課企画グループ 
事務局：大阪府子育て世帯応援事務局 
 
予算額：23,369千円 
支出内訳 ：登録システム開発運営委託料 （専用サイト、コールセン

ター、広報等含む）23,369（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• イベント場での募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• NPO 等のネットワークを通じた広報 
• 協賛店舗による子育て世帯に対する新商品など
のアンケートやモニター募集 

認知拡大のための取組 

 
日本マクドナルド㈱：ハッピーセットの割引（430 円→350 円） 

大阪信用金庫：定期預金の金利上乗せ（0.3～0.5%） 

サトレストランシステムズ㈱：小学生以下を対象にお子様ランチ半額、お子様ドリンク無料 

ミサワホーム近畿㈱：購入金額の助成 

㈱フレンドリー：子どものドリンク料金優遇 

㈱すかいらーく：ドリンクバー無料（毎月第三日曜） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・1,260 店舗 

 ・185 社 

 ・携帯/パソコンサイトで 

登録 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・店舗 PR 

・サービスの種類/カテゴリー 

・URL/E-mail 

・店舗の写真 

・サービス内容 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴： 

①携帯電話サイトで登録を行い、携帯画面を認

証カードとして使用 

②協力店舗にステッカー（右図）を配布 

③関西 2府 7 県が連携した取組 

 

ひょうご子育て応援の店 
（兵庫県）開始時期：平成19年12月11日 
 
所管課：兵庫県健康福祉部企画少子局少子対策課 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：5,078千円 

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 新聞/雑誌/テレビ/広報誌を通じた募集 
• 府県職員および市町職員による開拓 
• 生活衛生同業組合、商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• チラシやリーフレットの配布 
• NPO 等のネットワークを通じた広報 

認知拡大のための取組 

 

物販店（百貨店）：ポイント加算、ベビー休憩室提供等 

物販店（コープこうべ）：妊産婦家庭への宅配利用手数料無料化等 

物販店（洋服の青山）：商品割引 

物販店（その他）：商品割引、景品プレゼント等 

飲食店（マクドナルド）：ハンバーガーセットの割引等 

公衆浴場：月 1 回子どもの入浴料無料 

クリーニング：料金割引サービス券プレゼント等 

理美容：料金割引、イベント開催等 

ホテル・旅館：飲物サービス、売店商品割引等 

金融機関：定期預金金利優遇、景品プレゼント等 

学習塾：幼児向け教材プレゼント等 

その他：宅配商品等の割引等

協賛店舗の区分とサービス内容 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・1,529 店舗 

  

 ・携帯サイト等で登録 

 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり□ なし■ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

※『ひょうご子育て応援の店一覧（Excel,PDF ファイ

ル）』のダウンロードによる検索 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：奈良県では、18 歳未満の子どもが 3人以

上いる世帯に対し、各種割引等のサービスを提

供する「多子世帯応援隊」（認証カードの提示に

よる）の他に、キッズスペースの提供や託児サ

ービスなどの子育て家庭にやさしい設備やサー

ビスを子育て家庭に提供する「子育て家庭応援

隊」、従業員の子育て応援を行う「従業員家庭応

援隊」、子育てサークルなど地域で子育てを応援

する「地域子育て応援隊」を設置している。 

 また、平成 20 年 1 月より妊産婦や乳児のいる

世帯を対象に、認証カードの提示により各種割

引サービスを提供する「あかちゃん応援隊」制

度を開始。認証カードは、母子健康手帳交付時

に配布される。有効期限は 2年間。 

 関西子育て世帯応援事業への参加。 

なら子育て応援団事業 
（奈良県）開始時期：平成17年8月10日 
 
所管課：奈良県福祉部こども家庭局少子化対策室 

事務局：財団法人健やか奈良支援財団  
 奈良県子育て家庭サポートセンター 

  

 

 ・子育て世帯全体 
多 ※多子世帯応援隊、あかちゃん

応援隊では別途条件（本文参照）  

 ・2,155 店舗 ・690 団体 

 

 ・市町村窓口で申請・交付 
多子世帯応援隊：申請 

あかちゃん応援隊：交付 

 ・大人のみでも可 
多子世帯応援隊・ 

あかちゃん応援隊の場合 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 専用カタログを配布 
• 広報誌等に協賛店舗等や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 県が設置している「結婚ワクワクこどもすくすく県
民会議」を構成する団体を通じた広報 

認知拡大のための取組 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• イベント場で協賛店舗等を募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会/サポート企業/NPOの協力により募集 

協賛店舗拡大のための取組 

協賛店舗を示すステッカー：「なら子育て応援団」（上）、

「多子世帯応援隊」（左下）「あかちゃん応援隊」（右下） 

 

協賛店舗等の検索機能 
エリア別検索 あり■ なし□ 

ジャンル別検索 あり■ なし□ 

サービス内容別検索 

エリア×カテゴリー 

あり■ 

あり■ 

なし□ 

なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・ジャンル/サービス内容 

・URL/E-mail 

・メッセージ 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
日本公文教育研究会：「家庭教育のススメ（日本公文教育研究会教育主幹著）」または「『のびのび子育て』論（東京

外国語大学教授著）」をプレゼント（子育て家庭応援隊） 
ECCジュニア：オリジナルグッズをもれなくプレゼント（多子世帯応援隊） 
農業協同組合：各種ローンの貸出金利の軽減（多子世帯応援隊）・奈良県産米 5％OFF（多子世帯応援隊・赤ちゃん応援隊）・ 
オークワ：子育てに必要な商品を特価で販売（毎月第３土日）（子育て家庭応援隊） 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：和歌山県では、毎月第 3 日曜日を「家庭

の日」、毎月 19 日を「育児の日」と定め、家族

のふれあいや子育ての大切さについて理解を深

める運動を実施してきた。 

関西 2 府 7 県の広域連携事業である「関西子

育て世帯応援事業」の一環として、平成 19 年

10 月から内容を拡大し、「家庭の日」と「育児

の日」を中心に協賛店舗から割引や特典等のサ

ービスが受けられる優待制度を開始した。関西

子育て世帯応援事業の統一シンボルマークを使

用。 

優待券は PR リーフレットから切り取る方式

で県のホームページからのダウンロードも可能。 

家族のふれあい優待制度 
（和歌山県）開始時期：平成19年10月1日 
 
所管課：和歌山県福祉保健部福祉保健政策局 

子ども未来課 
事務局：上記所管課／和歌山県青少年育成協会 
 
予算額：3,507千円 
支出内訳 ：協賛店舗募集チラシ200/店頭掲示ステッカー200/
ポスター150/PRリーフレット2,707/HP作成 250（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店の一覧や広告を掲載 
• 「県民育児の日」「家庭の日」等の制定やイベント
による告示 

認知拡大のための取組 

 

紀陽銀行：マイカーローン・教育ローン金利 0.5%優遇。 

㈱オークワ：チラシにて育児関連商品の特価販売。 

日本マクドナルド㈱：チーズバーガーハッピーセット（420 円→350 円）を販売。 

きのくに信用金庫：教育ローン・マイカーローンの金利優遇。 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・中学生以下 1人以上 

  

 ・650 店舗 

 ・160 社 

・学校/園で配布 

・優待券をダウンロード 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり□ なし■ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：県内全市町村と協同実施するとともに、

島根県と相互に利用できるよう連携した事業。 

当該パスポート申請者に対して、子育て応援情

報メールを送信。 

 

 

 

 

 

 

 

 

とっとり子育て応援パスポート事業 
（鳥取県）開始時期：平成19年11月18日 
 
所管課：鳥取県福祉保健部子ども家庭課 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：16,355千円 
支出内訳：システム開発・保守管理 3,780/冊子及びチラシ等作
成費 6,200/パスポート発送料等 6,375（単位：千円）  

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・920 店舗 

  

 ・インターネット 

・県窓口へ申請 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じて募集 
• 都道府県職員および市町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の所在地のわか
るマップを掲載予定 

• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店舗および子育て応援情
報を掲載した冊子を作成し配布 

• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 

認知拡大のための取組 

」 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

※所在地マップは平成 20 年度挿入予定 

検索結果に表示される内容 
・子育て応援サービス/特典の内容 

・他のカードについて利用可能状況 

・URL/E-mail 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
㈱山陰合同銀行：教育ローン「がくえん」（カード型・証書貸付型）の子育て家庭に対する金利優遇 
日本公文教育研究会：読みきかせの本選びに役立つ「読書ガイド（650冊の本を紹介）」「家庭教育のススメ」を進呈 
㈱鳥取銀行：教育ローン金利優遇サービス                             （上位 3協賛店舗の紹介） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

協賛店舗を示すステッカー 
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特徴：愛称の「こっころ(Coccolo)」はイタリア

語で赤ちゃんをあやすときの言葉で「可愛い子

ども」の意味。年に数回こっころキャンペーン

やこっころフェスタを開催するなど、県民周知、

参加拡大活動を継続的に行っている。子育て家

庭と協賛店、子育て支援団体が自主的に地域の

取組みを考える「こっころ会議」も行われてい

る。松江市の「京店商店街」では、島根県の子

育て特区認定を受け毎日第 2 日曜日に「カラコ

ロ・Coccolo サンデーイベント」を開催。 

しまね子育て応援パスポート 
（島根県）開始時期：平成18年7月 
 
所管課：島根県少子化対策推進室 
 
事務局：上記所管課／市町村所轄課 
 
予算額：1,032千円 
支出内訳 ：企業関係広報費 124/子育て家庭関係費 44/その他
広報費 120/こっころフェスタ（東部 ・西部 ）会場費 604/こっころ大
賞経費 21/キャンペーンチラシ印刷代 119（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市町村職員による開拓 
• 商工会議所、商工会等を通じた募集 
• 商工中金等と連携した金利の優遇策 
• 協賛店紹介ハンドブックの作成 

協賛店舗拡大のための取組 

    
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 対象家庭に協賛店の掲載されている専用ハンド
ブックを配布 

• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• こっころキャンペーンの実施 
• しまね子育て応援賞（こっころ賞） 

認知拡大のための取組 

 
ジャスコ：ベビー衣料、ベビー用品、子供服、子供靴、子供鞄、おもちゃを 5%引き（毎月第２土曜日） 

モスバーガー：ジュース 1杯サービス 

ドラッグストア・ウェルネス：特典満載割引クーポン券進呈 

みしまや：セービングクーポン券 2倍サービス（毎週月曜日）    

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・1,617 店舗 

 ・943 社 

 ・市町村窓口で申請 

  

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード（店舗名） あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・URL 

・店舗の写真 

・店舗の PR 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情 
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特徴：専用の携帯サイトから協賛店舗のエリア

別、カテゴリー別の検索が可能。新規協賛企業

の情報を県のホームページ及び携帯サイトに掲

載している。 

協賛店舗を対象としたアンケート調査から、

特典サービスの利用状況を把握。今後は、民間

事業者への協賛店舗の募集に係る PR 業務の委

託も検討している。 

 このほかに、企業、事業者の地域の子育て支

援を広く県民に PR するための「おかやま子育て

応援宣言企業」の募集も実施している。 

 

おかやま子育て家庭応援カード 
（ももっこカード）事業

（岡山県）開始時期：平成18年10月 
 
県所管課：岡山県保健福祉部子育て支援課 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：1,162千円 
支出内訳：カード等印刷費 1,005/郵送料 70/Webサイト作成委
託料 87（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すポスター 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• 街頭ポスター等による募集 
• イベント場で募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 専用携帯Weｂサイトの公開 

認知拡大のための取組 

 ・小学生以下 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・1,303 店舗 

 ・911 社 

 ・市町村窓口へ申請 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

店舗名検索 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

※エリア×カテゴリーは携帯サイト 

検索結果に表示される内容 
・特典 

・URL 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
コープ：特定日に一定の金額以上購入するとポイント付与 
㈱高島屋：毎月 19日お子様ランチ 315円（限定 50食） 
カメラのキタムラ：デジカメ・携帯のプリント割引（1～99枚→10％OFF、100枚以上→20%OFF） 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：商工会議所連合会をはじめとする 6 つの

経済団体と県および（財）ひろしまこども夢財

団によって構成された「こども未来づくり・ひ

ろしま応援隊」による運営。 

 親子で出かけやすい社会環境づくりを目指し

ており、原則として子ども連れの来店の際にサ

ービスが受けられる。子ども連れでない場合で

も、（財）ひろしまこども夢財団の運営する子育

て情報の携帯メールサービス会員に送られる

「イクちゃん画像」を提示することにより、サ

ービスを受けられる場合もある。 

 なお、このメールサービスは、イベント情報

や医療、防災情報など子育てに役立つ情報を配

信している。 

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• イベント場で募集 
• 経済団体及び行政による開拓 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載 

• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 経済団体を通じて企業等に周知 

認知拡大のための取組 

子育て応援イクちゃんサービス 
（広島県）開始時期：平成19年2月1日 
 
所管課：広島県福祉保健部総務管理局こども夢プラン推進

（※平成20年4月より広島県健康福祉局総務管理部こども家庭課へ名称変更) 
事務局：上記所管課／こども未来づくり・ひろしま応援隊 

(事務局：(財)広島こども夢財団） 
予算額：3,000千円 
支出内訳 ：広報活動経費 1,517/ホームページ拡充経費 1,000/
事務費 483（単位 ：千円 ）  

 
日本公文教室研究会：「読書ガイド」「えほんだいすき！」の 2 冊を進呈 

セブン･イレブン：ミルク用のお湯提供 

マクドナルド：チーズバーガーハッピーセット、チキンマックナゲットハッピーセット（420 円→350 円） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・小学生以下 1人以上 

 

 ・2,620 店舗 

 ・498 社 

 ・携帯サイトで会員登録 

  

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 

サービス内容検索 

あり■ 

あり■ 

なし□ 

なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 
・料金の割引やポイントアップ・景品などのサービ

ス/子供にやさしい施設の提供など/チャレンジ

＆リフレッシュサービス/その他 

・URL/E-mail 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協 賛 店 舗 等 の 情 報
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特徴：認証カード、クーポン等はなく、子育て

家庭応援事業に協賛している店舗等をホームペ

ージで検索して利用する制度。エリア検索とカ

テゴリー検索の他、キーワード検索や住所検索

とかけあわせた検索が可能。 

 携帯用サイトもあり、携帯サイトからは、ワ

ンクリックで店舗へ電話することができる。 

 ホームページのトップページで、ランダムに

協賛店舗 6 店舗のサービス内容を紹介している。 

 

子育て家庭応援優待事業 
（山口県）開始時期：平成19年10月1日 
 
所管課：山口県こども未来課少子化対策推進班 
 
事務局：上記所管課／やまぐち子育て県民運動推進会議 
 
予算額：2,500千円 
支出内訳：旅費 370/一般需用費 1,053/役務費 100/委託料 977
（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• イベント場で募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 入札時の加点等のインセンティブの付与 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載 

• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店舗等の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗等や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設や駅等へポスターの掲示 
• 「県民育児の日」「家庭の日」等の制定やイベント
による告示 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・854 店舗 

 ・約 250 社 

 ・認証カードなし 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 
・応援優待の内容 

・PR/セールスポイント 

・URL/E-mail 

・店舗の写真/ロゴマーク 

・所在地マップ 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
日本公文教育研究会：歌とよみきかせを通じての親子の絆づくりを応援する場「ちえぶくろ」に参加可能 
山口銀行：満 18歳未満の子供 3名以上の世帯に対し、住宅ローンの金利を優遇 
㈱ジョイフル：キッズメニューを注文の際に「キッズジョイカフェ」が「99円」で飲み放題（小学生以下） 
トヨタカローラ山口：ショールーム内にキッズコーナー設置、おむつ替えの場所設置 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：当事業は、仕事と家庭生活の調和の実現

を目指し、親子がふれあいを深める機会づくり

を応援するとともに、県民、事業者、行政が一

体となって子育て家庭を応援する社会的気運を

醸成することを目的としている。 

 「くっつき隊」という愛称は、俗に「くっつ

きむし」と呼ばれる、オオオナモミという植物

をモチーフにしたもので、くっつきむしのよう

に、親子がくっついていて、お出かけしたり色々

な体験をしたりしてほしいという願いが込めら

れている。 

 平成20年1月からは関西子育て世帯応援事業

に参画。今後、四国四県での連携事業も実施す

る。 

Go!Go!くっつき隊応援事業 
（徳島県）開始時期：平成19年1月 
 
所管課：徳島県保健福祉部こども未来課 

（※平成20年4月より） 
事務局：上記所管課 
 
予算額：2,978千円 
支出内訳 ：需要費 2,023/役務費 855/備品購入費 100（単位 ：
千円 ）  

協賛店舗を示す

ステッカー 

（右上に統一シ

ンボルマークの

シールを張り付

けた状態） 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• イベント会場で募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 

認知拡大のための取組 

 

阿波銀行：3 人以上の子供をもつ世帯を対象にワイドローン（教育プラン）の融資 

徳島銀行：満 18 歳未満の子供を 3名以上扶養する方を対象に住宅ローン金利を優遇 

公文式：読み聞かせガイド、読書ガイド、「ミーテ」リーフレットを進呈 

NTT ドコモ四国：新規ご契約、機種変更代金より 1,050 円（税込）OFF など（店舗による） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・486 店舗 

 ・124 社 

・ 

 ・子供同伴時にのみ可 
 （店舗によっては同伴不要） 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

※『協賛店舗・施設一覧（Excel ファイル）』のダウンロー

ドによる検索 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

・市町村役場、各総合県民局   

等、徳島県庁（こども未来課）

で申込 
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特徴：事務局を四国新聞社に委託している。ア

クセスの多い四国新聞社のホームページの中に

専用サイトを開設し、協賛店舗の情報を掲載し

ている。また、四国新聞購読者に配布される情

報誌「オアシス」（約 21 万部発行）でも、協賛

店のコーナーを設け、順次掲載している。 

 協賛店舗・施設は、割引等の特典が受けられ

る「みんなトクだね応援団」と、授乳室等の設

置により、おでかけを支援する「子どもとお出

かけ応援団」、子育て相談の窓口などの「いつも

安心応援団」の 3種類。 

みんなトクだね応援団 
（香川県）開始時期：平成19年9月19日 
 
所管課：香川県福祉部子育て支援課 

少子化対策グループ 
事務局：上記所管課／みんな子育て応援団事務局 
 
予算額：6,000千円 
支出内訳：HP等開設・管理経費 /応援団用募集経費 /広報・普
及経費 /事務局運営費（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• イベント会場で募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 新聞社などサポート企業の協力による募集 
• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載 

• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 「育児の日」の制定やイベントによる普及・啓発 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・484 店舗 

  

 ・携帯サイトで登録 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

地図検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

地図×カテゴリー あり■ なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 
・みんなトクだね応援サービス内容 

・子ども連れでもラクラク応援サービス内容 

・PR 

・所在地マップ 

・URL/E-mail 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 

㈱百十四銀行：定期積金及びローン（スタディー・リフォーム・マイカー）において、18 歳以下（18 歳以上でも学生なら

可）1 人の場合は 0.1％、2 人の場合は 0.2％、3 人以上の場合は 0.3％利率を優遇。 

㈱香川銀行：香川教育ローン（極度型）の融資利率を基準金利から年 0.25％優遇 

香川県信用組合：定期積金及びローン（スタディー・リフォーム・マイカー）１人の場合 0.1％、2 人の場合 0.2％、3 人以

上 0.3％利率を優遇（18 歳以下・学生なら 18 歳以上でも可） 

さかえドライ：ドライ品 20%OＦＦ（毎月 19 日） 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：愛媛県では、子育て中の親子が子ども連

れで気軽に外出できる環境づくりに積極的に取

り組んでいる小売店や飲食店を募集しており、

経済的な支援よりもお出かけ支援をする店舗等

の登録が多い。応募資格として次のような具体

的項目をあげている。①粉ミルク用のお湯や交

換用の紙おむつの提供②ベビーカーやベビーカ

ートなどの設置③子どもが遊べるスペースの設

置④ベビー休憩室の設置⑤親子用や子ども用ト

イレの設置⑥託児室などの設置⑦育児相談コー

ナーなどの設置⑧その他、子育て中の親子が利

用できる設備の設置やサービスの提供。 

 店舗による登録の他、利用者等が店舗を推薦

できる制度を導入している。利用者による推薦

があった場合には、事務局が登録の意思を店舗

等に確認し登録をしてもらう。 

えひめのびのび子育て応援隊事業 
（愛媛県）開始時期：平成18年2月 
 
所管課：愛媛県保健福祉部生きがい推進局 

子育て支援課 
事務局：上記所管課 
 
予算額：0千円 

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• NPO の協力による募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• 子育て関連情報誌等に事業広告を掲載 

認知拡大のための取組 

 
ファミリーマート：トイレにベビーキープを設置 

ジャスコ：ベビールーム設置 

明屋書店：絵本の読み聞かせ会を開催（毎月第４土曜） 

フジ：女性トイレにベビーシート設置 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・153 店舗 

 ・61 社 

 ・認証カードなし 

 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・URL 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：優待券の掲載された事業 PR のチラシを小

中学校や幼稚園、保育園などで配布。また、広

報紙等でも配布しているほか、ホームページや

携帯サイトからのダウンロードも可能。 

 応援サービスの内容は、「割引やポイントなど

お得なサービス」、「粉ミルクのお湯提供など子

どもにやさしいサービス」、「その他」の 3種類。 

 この他の事業として、職場体験の受け入れや

講師派遣の「若者応援隊」、子育てに関する研修

会や社員の子どもに絵本をプレゼントする「子

育て応援隊」への参加企業を募集しているほか、

両立支援の取組を行っている企業を認証してい

る。 

こうち子育て家庭応援事業 
（高知県）開始時期：平成19年10月1日 
 
所管課：高知県健康福祉部こども課 

少子化対策チーム 
事務局：上記所管課 
 
予算額：3,568千円 
支出内訳：ホームページ作成委託料1,287/事務費（協賛店ステッカー、
協賛店募集チラシ、事業PRチラシ印刷等）2,281（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

   
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・191 店舗 

  

 ・優待券のダウンロード 

 

 ・原則子供同伴時に可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

フリーワード入力 あり■ なし□ 

サービス別検索 

所在地マップ 

あり■ 

あり□ 

なし□ 

なし■ 

検索結果に表示される内容 
・優待サービス内容 

・URL/E-mail 

・店舗・施設の概要、PR 

・店舗の写真  

・駐車場の有無 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
越知コスモスカード加盟店会：5の付く日（５日・15日・25日）はカードポイント 2倍 
ローソン：急な雨等で困っている子どもさんに、傘を無料貸し出し（子ども連れ、優待券提示でなくてもＯＫ） 
浜幸：赤ちゃん誕生お祝いケーキプレゼント（生後６ヶ月未満） 
ココス：お誕生日プレゼント、おむつ交換台、粉ミルク用のお湯提供、お子様椅子・クッション 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：小学校入学前の子どもを持つ家庭を対象

とし、「子育て応援の店」の登録店舗に子ども連

れで行くと、①やさしいサービス（ミルクのお

湯提供、託児サービス、お子様メニューなど）、

②便利な設備（キッズスペース、授乳室など）、

③おトクなサービス（割引、ポイント、粗品プ

レゼントなど）といった各店舗で用意されたサ

ービスが受けられる。 

沖縄を除く九州各県と連携し、福岡県民以外

の利用も可能である。 

子育て応援の店推進事業 
（福岡県）開始時期：平成18年10月 
 
所管課：福岡保健福祉部子育て支援課 
 
事務局：（財）福岡県地域福祉財団 
 
予算額：7,966千円 
支出内訳 ：補助金 7,966（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 街頭ポスター等による募集 
• 都道府県職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• インターネットサイト上で、店舗からの情報提供
ができるコーナーを設置 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設や駅等へポスターの掲示 
• 携帯サイトで店舗検索システム 

認知拡大のための取組 

 
ゆめタウン（㈱イズミ）：ミルクのお湯提供、赤ちゃんの部屋設置、無料の子ども遊び場設置、「みるく倶楽部」の会員

に対し各種優待 

トイザらス：ベビーキープ・子供用便座をトイレに設置、授乳室、給湯器完備 

ジャスコ（イオン九州㈱）：ミルクのお湯提供、赤ちゃん相談会・育児相談会、トイレ付ベビー休憩室設置、クラブカー

ド会員カード提示でベビー用品 5%引き（毎月第 2土曜日）など 

日本公文教育研究会：「くもんの読者ガイド」と「えほんだいすき！★よみきかせガイド★」をプレゼント、歌とよみきか

せを通じての親子の絆づくりを応援する場「ちえぶくろ」への参加（無料） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・未就学児 1人以上 

  

 ・4,212 店舗 

  

 ・認証カードなし 

  

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスカテゴリー 

・応援サービスの内容 

・URL/E-mail 

・セールスポイント 

・PR 写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：携帯電話やパソコンで登録し、登録が完

了すると携帯電話にシンボルマークの画像が送

られてくる。その画像を会員証として協賛店で

提示すると、割引や特典などのサービスを受け

ることができる（はがきによる登録・会員証の

発行も可能）。 

 会員には、協賛店の情報などが入ったメルマ

ガが送信され、携帯サイトではイベント情報や

子育て関連ニュースなどを見ることができる。 

 また、佐賀新聞社が運営する会員制コミュニ

ティサイト「ひびの」にて、会員同士の子育て

に関する情報交換ができる。 

沖縄を除く九州各県と連携し、佐賀県民以外

の利用も可能である。 

九州子育て応援の店事業 
（佐賀県）開始時期：平成18年10月 
 
所管課：佐賀県くらし環境本部こども課 

次世代育成支援室 
事務局：佐賀新聞社 
 
予算額：5,211千円 
支出内訳 ：委託料 5,197/職員旅費 14（単位 ：千円 ）  

  
• インターネットサイトでの募集 
• 広報誌への協賛店舗等の掲載等のインセンティ
ブの付与 

• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• イベントによる広報 

認知拡大のための取組 

 

メガネのヨネザワ：小学 6年生までの児童に対し 2 年間の安心保証の付与など。 

日本公文教育研究会：歌と読み聞かせを通じての親子の絆づくりを応援する場（3 回シリーズ）への参加。 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・未就学児 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・657 店舗 

 

 ・携帯サイトで登録 

 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

協賛店舗を示すステッカー 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・特典/割引内容 

・URL 

・店舗の写真 

・お店からのメッセージ 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：NPO 法人「子育てネットながさき」に事

業委託をしている。同法人では子育て支援セン

ターやコミュニティ・カフェの他、子育て中の

お母さんのためのフリーペーパーも発行してい

る。 

 小学校入学前の子どもがいる家庭に、商品の

割引やポイントサービスを行う「とくとくサー

ビス」と、授乳コーナーの設置やミルクの提供

を行う「すまいるサービス」の 2 種類の支援サ

ービスを募集している。 

沖縄を除く九州各県と連携し、長崎県民以外

の利用も可能である。 

ながさき子育て応援の店事業 
（長崎県）開始時期：平成18年10月 
 
所管課：長崎県こども未来課 地域子育て支援班 
 
事務局：NPO法人（※平成20年4月以降上記所管課運営） 

予算額：6,218千円 
支出内訳 ：委託料5,771/旅費207/消耗品費120/通信運搬費120
（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー： 

「とくとくサービス」と「すまいるサービス」の二種類 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• NPO の協力による募集 
• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• NPO 等のネットワークを通じた広報 

認知拡大のための取組 

 ・未就学児 1人以上 

  

 ・1,184 店舗 

 ・973 社 

 ・認証カードなし 

・子供連れであること 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

サービス名検索 

店舗名入力 

あり■ 

あり■ 

なし□ 

なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービス内容 

・PR メッセージ 

・URL/E-mail 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 

日本公文教育研究会：「読書ガイドブック」と「えほんだいすき」の冊子をプレゼント 

㈱パールドライ：ベビー用品は大人料金の半額、小学生までの子ども用品は 30%割引（制服類は除く） 

十八銀行：子供が 3人以上の世帯を対象に「教育ローン」の融資金利を年 0.2%優遇 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：就学前の子ども連れ家庭を対象に、料金

の割引や特典などのサービスを提供する「子育

てとくとく応援団」、子育て家庭への遊び場・休

憩所などの無償提供により、お出かけしやすい

環境の整備や、事業の広報などの支援を行う「子

育てあったか応援団」、企業などが従業員の子育

て環境を整備し、仕事子育ての両立をサポート

する「子育て従業員応援団」の 3 つの応援団へ

の登録企業を募集している。 

沖縄を除く九州各県と連携し、熊本県民以外

の利用も可能である。 

 

 

くまもと子育て応援の店・企業推進事業
（熊本県）開始時期：平成18年10月 
 
所管課：熊本県少子化対策課 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：7,881千円 
支出内訳：委託料 5,703/一般需用費 775/旅費 633/一般役務費
318/報償費他 452（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー： 

「子育てとくとく応援団」と「子育てあったか応援団」の二種類 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 専用カタログへの協賛店舗の掲載等のインセン
ティブの付与 

• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載 

• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• 広報誌等に広告を掲載 
• 雑誌に広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設へポスターの掲示 

認知拡大のための取組 

 ・未就学児 1人以上 

  

 ・685 店舗 

  

 ・認証カードなし 

 

 ・子ども同伴時のみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 
（サービス・キーワード検索/地域検索/地図検索） 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

応援団の種類検索 

キーワード入力 

あり■ 

あり■ 

なし□ 

なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 
・応援団の種類/応援内容 

・PR 

・URL/E-mail 

・店舗の写真 

・所在地マップ 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
肥後銀行：満 18歳以下の子供がいる家庭を対象に、店頭表示金利＋0.1%にて定期預金を作成 
ヒライ：子供連れの方へお湯提供 
メガネのヨネザワ：料金割引、特典・サービス（ポイント、プレゼント）、小学 6年生まで 2年間の安心保証付き 
こども英会話ミネルヴァ：「しつけのツボ」と「サンプル教材」のプレゼント、「初めての英語キット」プレゼント、入会金
50%OFF 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：料金などの割引サービスを提供する「パ

パママとくとくショップ」と、おむつ替えや授

乳スペース、キッズコーナーなどを提供する「パ

パママおでかけサポートショップ」の 2 種類の

応援店舗を募集し、紹介している。「とくとくシ

ョップ」の協賛金は年間 1万円+初期登録費用 1

万円。 

 「とくとく」サービスを受けるためには、イ

ンターネットで「とくとく会員」への登録が必

要。18 歳未満の子どもが 3人以上いる世帯はプ

レミアム会員として登録、店舗によってはさら

にお得なサービスを提供している。 

 また、従業員の仕事と子育ての両立を支援し

ている企業に対しても、同じデザインのステッ

カーを配布している。 

沖縄を除く九州各県と連携し、大分県民以外

の利用も可能である。 

 

協賛店舗を示すステッカー：「パパママとくとくショップ」と「パパママ

おでかけサポートショップ」と「しごと子育てサポート企業」の三種類

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・413 店舗 
 （内とくとくショップ 166店舗） 

 ・インターネットで登録 

 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

おおいた子育て応援団 
（大分県）開始時期：平成18年10月 
 
所管課：大分県少子化対策課 
 
事務局：NPO法人 青少年育成保護協会 
 
予算額：7,765千円（内民間支出：3,200千円） 
支出内訳：システム経費 1,200/旅費交通費 281/消耗品費 120/
印刷製本費 788/通信運搬費 456/人件費 4,920（単位：千円）  

 
日産プリンス大分：1,000 円以上購入するとオリジナルのぬいぐるみプレゼント 

九州労働金庫：育児支援ローン（年利 1％/融資金額最高 100 万円）の実施 

メガネのヨネザワ：2 年間の安心保証、キャラクターケースをプレゼント 

イオン九州㈱：ベビー用品・ベビーフード・ミルクが 5％引き（毎週第 2土曜日） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 

協賛店舗等の検索機能 
（サービス・キーワード検索/地域検索/地図検索） 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・特典/プレミアム会員のもの特典 

・おでかけサポート施設 

・店舗の PR 

・URL 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

  
• インターネットサイトでの募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 商工会等を通じた募集 
• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 
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特徴：割引やポイント加算にくわえ、買い物中

に子どもの相手をしてくれるサービスやベビー

ベッドを使わせてくれるサービス等、幅広いサ

ービスで協賛店舗を募集している。 

このほかにも、企業が自主的に取組む子育て

支援の内容を宣言し公表する「子育て応援宣言」

や、仕事と家庭の両立を進める働きやすい職場

づくりを宣言する「仕事と家庭の両立応援宣言」

などの取組みも実施。事業の広報を支援する「サ

ポーター企業」も募集中。 

沖縄を除く九州各県と連携し、宮崎県民以外

の利用も可能である。 

 

 

みんなで子育て応援運動 
（宮崎県）開始時期：平成18年10月 
 
所管課：宮崎県福祉保健部児童家庭課 
（※平成20年4月より宮崎県子ども政策局こども政策課へ名称変更) 
事務局：上記所管課 
 
予算額：3,713千円 

協賛店舗を示すステッカー 

  
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• 商工会等を通じた募集 
• NPO の協力による募集 
• 運動に登録している中小企業が子育て関連施設
（授乳室や従業員向けの託児所など）を整備する
際に利用できる融資制度あり（商工観光労働部
所管） 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設や駅等へのポスターの掲示 

認知拡大のための取組 

 ・未就学児 1人以上 
 （店舗により年齢上限変更あり） 

 ・490 店舗 

  

 ・認証カードなし 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり□ なし■ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・企業/店舗等の概要 

・子育て応援サービスの内容 
・URL 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
㈱宮崎銀行：地域の子育て支援活動に取組んでいる企業等を応援 
日本公文教育研究会宮崎事務局：「えほんだいすき！よみきかせガイド」の提供、「こそだて ちえぶくろ」順次展開予定 
㈱宮崎太陽銀行：地域の子育て支援活動に積極的に取り組んでいます 
㈱コスモス薬品：ベビーカートの貸し出し、カートが通れる広い通路幅の確保、赤ちゃんを抱えたお客様へのキャリーサービス 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：鹿児島県では実施体制が整った市町村

から、順次実施しており、現在 23 市町村（平

成 20 年 3 月 1日）で実施されている。実施市

町村を通じて交付されたパスポートを協賛店

に提示する方法をとっている。 

 九州各県と連携した取組を行っており、協

賛店舗のステッカーやパスポート（優待カー

ド）には、九州子育て応援シンボルマークと

マタニティマークを掲載している。 

 沖縄を除く九州各県と連携し、鹿児島県民

以外の利用も可能である。 

 

 

かごしま子育て支援パスポート事業 
（鹿児島県）開始時期：平成19年1月28日 
 
所管課：鹿児島県保健福祉部子ども課 
 
事務局：上記所管課／市町村児童福祉主管課 
 
予算額：587千円 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のパンフレットの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 商工中金と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• パンフレットの配布 
• テレビ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・805 店舗 

 ・677 社 

 ・市町村窓口へ申請 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり□ なし■ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・子育て支援サービス内容 

・PR 

・URL 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
ケーズデンキ：指定の消耗品を表示価格から 5%割引 
ガスト：キッズメニューの一部割引など 

店舗数の多い主なチェーン店など 

協賛店舗を示すステッカー 


