
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 都道府県取組事例調査 
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調査概要 

（1）調査目的 
• 各都道府県が実施している企業参画型子育て支援事業（パスポート事業等）について、事業

の運営体制や支援対象世帯の定義、期待する効果やその測定方法などを把握し、今後の当事

業のあり方を考えるための基礎資料とする。 
 
（2）調査方法 

• 郵送調査  
 
（3）調査対象 

• 47都道府県 所管課 
 
（4）回収数 

• 47都道府県（回収率 100%） 
• 内 38府県が事業を実施 

 
（5）調査実施時期 

• 2008年 2月 13日～3月 14日 
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各都道府県における事業の概要（１） 

都道府県 事業名 運営主体（事務局） 開始時期・予定
事業費1

（千円）

協賛

店舗数2

北海道※1どさんこ・子育て特典制度 - 平成20年6月頃予定 - -

青森 あおもり子育て応援わくわく店事業
青森県健康福祉部こどもみらい課／青森県子ども家庭支援セ
ンター

平成19年10月 4,000 487

岩手 いわて子育て応援「i・ファミリーサービス事業」 岩手県保健福祉部児童家庭課少子化担当／いわて子育て応
援「i・ファミリーサービス事業」推進協議会事務局 平成19年11月 2,561 277

宮城※1 みやぎっこ子育て家庭応援事業 - 平成20年6月頃予定 - -

山形 やまがた子育て応援パスポート事業 山形県女性青少年政策室少子化対策担当 平成19年10月 7,194 1,715

福島 福島子育て応援パスポート事業
福島県保健福祉部保健福祉総務領域少子高齢社会対策グ
ループ

平成19年12月 26,297 2,211

茨城 いばらき子育て家庭優待制度 茨城県保健福祉部子ども家庭課 平成19年10月 9,925 2,118

栃木 とちぎ子育て家族応援事業 （財）とちぎ青少年こども財団とちぎ未来担当 平成20年1月 29,930 1,583

群馬 ぐんまちょい得キッズパスポート事業 群馬県健康福祉課こども未来室 平成19年11月 4,503 1,201

埼玉 「パパ・ママ応援ショップ」事業 埼玉県福祉部少子政策課/市町 平成19年5月 12,718 5,527

富山 とやま子育て応援団 富山県知事政策室少子化対策・子育て支援担当 平成18年10月 5,168 2,067

石川 プレミアム・パスポート事業 財団法人いしかわ子育て支援財団 平成18年1月 17,405 1,925

福井 2008すまいるFカード事業 ふくいウェルフェア事業実行委員会 平成20年3月 7,250 700

山梨 やまなし子育て応援カード事業 山梨県福祉保健部児童家庭課 平成18年10月 410 1,600

岐阜 岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業 岐阜県総合企画部総合政策課少子化対策担当 平成18年8月 5,000 1,924

静岡 「しずおか子育て優待カード」事業 静岡県企画部企画監（調整・少子化対策担当）/市町 平成18年4月 1,850 4,277

愛知 子育て家庭優待事業 愛知県健康福祉部子育て支援課 平成19年10月 8,500 1,089

三重 三重県子育て家庭応援事業 三重県健康福祉部こども家庭室次世代育成推進担当 平成19年12月 7,969 753

滋賀 淡海子育て応援団事業
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

平成19年1月 1,800 245

京都 きょうと子育て応援パスポート事業 京都府保健福祉部こども未来室 平成19年7月 13,500 2,143

大阪 まいど子でもカード（関西子育て世帯応援事業） 大阪府子育て世帯応援事務局 平成19年10月 23,369 1,260

兵庫 ひょうご子育て応援の店 兵庫県健康福祉部企画少子局少子対策課 平成19年12月 5,078 1,529

奈良※2 なら子育て応援団事業 （財）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 平成17年8月 - 2,155

和歌山 家族のふれあい優待制度
和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課/和歌山県
青少年育成協会

平成19年10月 3,507 650

鳥取 とっとり子育て応援パスポート事業 鳥取県福祉保健部子ども家庭課 平成19年11月 16,355 920

島根 しまね子育て応援パスポート 島根県少子化対策推進室/市町村 平成18年7月 1,032 1,617

岡山 おかやま子育て家庭応援カード（ももっこカード）事業 岡山県保健福祉部子育て支援課 平成18年10月 1,162 1,303

広島 子育て応援イクちゃんサービス
広島県福祉保健部総務管理局こども夢プラン推進／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） 平成19年2月 3,000 2,620

山口 子育て家庭応援優待事業
山口県こども未来課少子化対策推進班／やまぐち子育て県民
運動推進会議

平成19年10月 2,500 854

徳島 Go!Go!くっつき隊応援事業 徳島県保健福祉部こども未来課 平成19年1月 2,978 486

香川 みんなトクだね応援団
香川県福祉部子育て支援課少子化対策グループ／みんな子
育て応援団事務局

平成19年9月 6,000 484

愛媛 えひめのびのび子育て応援隊事業 愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 平成18年2月 0 153

高知 こうち子育て家庭応援事業 高知県健康福祉部こども課少子化対策チーム 平成19年10月 3,568 191

福岡 子育て応援の店推進事業 （財）福岡県地域福祉財団 平成18年10月 7,966 4,212

佐賀 九州子育て応援の店事業 佐賀新聞社 平成18年10月 5,211 657

長崎 ながさき子育て応援の店事業 長崎県こども未来課地域子育て支援班 平成18年10月 6,218 1,184

熊本 くまもと子育て応援の店・企業推進事業 熊本県少子化対策課 平成18年10月 7,881 685

大分 おおいた子育て応援団 NPO法人青少年育成保護協会 平成18年10月 7,765 413

宮崎 みんなで子育て応援運動 宮崎県福祉保健部児童家庭課 平成18年10月 3,713 490

鹿児島 かごしま子育て支援パスポート事業 鹿児島県保健福祉部子ども課/市町村児童福祉主管課 平成19年1月 587 805
1 事業費は、平成19年度予算額。　2 原則、平成20年1月末時点の数値とするが、データがない場合はその直近の数値とする。
※1　北海道、宮城県は、平成20年6月開始予定。

※2　奈良県は、原則として「多子世帯応援隊」のデータに基づく。

・その他、特に注意書きがない限り、平成20年1月末時点のデータとする。

・上記に掲載されていない1都6県については、当該事業は未実施。

・東京都は、企業・商店街等との連携による子育て支援事業として、市区町村の取組に対する包括補助事業を行っている。  
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各都道府県における事業の概要（２） 
都道府県 支援対象世帯

1
保護者/妊婦

2 子育て世帯

総数3
対象

世帯数4
子育て世帯に

対する比率5 登録数
6

登録率
7

カード等の配布方法
8 カードの

配布枚数9

北海道※1 小学生以下1人以上 同伴のみ - - - - - - -

青森 18歳未満1人以上 同伴のみ/妊婦可 144,160 144,160 100% - - ダウンロード,学校・園で配布等 -

岩手 18歳未満1人以上 同伴のみ/妊婦可 140,000 140,000 100% - - 認証カードなし -

宮城※1 中学生以下1人以上 大人可/妊婦可 - - - - - - -

山形 未就学児1人以上 大人可/妊婦可 119,405 51,710 43% 44,030 85% 郵送,学校・園で配布等 対象世帯に1枚

福島 18歳未満1人以上 大人可 212,000 212,000 100% 91,303 43% 窓口で申請・配布,郵送,学校・園で
配布

対象世帯に1枚

茨城 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 312,000 312,000 100% - - 窓口で申請・配布,学校等で配布
（開始時）

対象世帯に1枚

栃木 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 219,000 219,000 100% - - 学校・園で配布,窓口で申請・配布 子どもに1枚ずつ

群馬 中学生以下1人以上 大人可/妊婦可 206,000 198,000 96% - - 窓口で申請・配布,学校・園で配布 子どもに1枚ずつ

埼玉 中学生以下1人以上 大人可/妊婦可 710,000 630,000 89% - - 学校・園で配布等 対象世帯に1枚

富山 18歳未満1人以上 同伴のみ 99,000 99,000 100% - - ダウンロード,学校・園で配布 -

石川 18歳未満3人以上 大人可 115,089 16,554 14% 12,661 76% 窓口で申請・配布 対象世帯に2枚

福井 18歳未満3人以上 大人可 82,500 13,000 16% 1,700 13% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚

山梨 18歳未満3人以上 大人可 118,000 12,000 10% 7,540 63% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚

岐阜 18歳未満1人以上 大人可 - 211,581 - 47,780 23% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚

静岡 18歳未満1人以上 同伴のみ/妊婦可 378,912 378,912 100% - - 窓口で申請・配布,郵送,学校・園
で配布

対象世帯に1枚

愛知 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 741,055 741,055 100% 266,518 36% 学校・園で配布 子どもに1枚ずつ

三重 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 190,000 200,000 100% 3,700 2% ダウンロード -

滋賀 1人以上（年齢不問） 大人可 146,855 200,000 100% - - 認証カードなし -

京都 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 240,000 240,000 100% - - 窓口で申請・配布,学校・園で配布
等

世帯用と子ども用
に1枚ずつ

大阪 18歳未満1人以上 大人可 840,000 840,000 100% 6,078 1% ダウンロード -

兵庫 18歳未満1人以上 大人可 518,500 - - 2,393 - ダウンロード -

奈良※2 18歳未満3人以上 大人可 140,402 18,000 13% 5,147 29% 窓口で申請・交付 対象世帯に1枚

和歌山 中学生以下1人以上 同伴のみ 100,801 84,652 84% - - 学校・園で配布,ダウンロード -

鳥取 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 58,628 63,893 100% 5,265 8% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚

島根 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 68,273 68,273 100% 34,275 50% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚

岡山 小学生以下1人以上 大人可/妊婦可 187,516 168,982 90% 82,639 49% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚

広島 小学生以下1人以上 大人可 280,000 200,000 71% 20,000*
（メールサービス会員数）

10% ダウンロード（子ども連れの場合
は、認証カード類は不要）

-

山口 18歳未満1人以上 同伴のみ/妊婦可 147,000 147,000 100% - - 認証カードなし -

徳島 18歳未満1人以上 同伴のみ 75,000 75,000 100% 800 1% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚

香川 18歳未満1人以上 大人可 98,000 98,000 100% 3,252 3% ダウンロード -

愛媛 18歳未満1人以上 同伴のみ 140,195 140,195 100% - - 認証カードなし -

高知 18歳未満1人以上 同伴のみ/妊婦可 71,787 71,787 100% - - ダウンロード -

福岡 未就学児1人以上 同伴のみ 491,692 204,282 42% - - 認証カードなし -

佐賀 未就学児1人以上 大人可/妊婦可 87,434 35,593 41% 3,800* 11% ダウンロード -

長崎 未就学児1人以上 大人可 147,647 - - - - 認証カードなし -

熊本 未就学児1人以上 同伴のみ 180,257 - - - - 認証カードなし -

大分 18歳未満1人以上 大人可 123,000 123,000 100% 1,587* 1% ダウンロード -

宮崎 未就学児1人以上 同伴のみ - - - - - 認証カードなし -

鹿児島 18歳未満1人以上 大人可/妊婦可 171,882 130,675 76% 17,570 13% 窓口で申請・配布 対象世帯に1枚
1,2　
支援対象世帯、保護者/妊婦については、原則の内容とし、店舗によって対象要件が変わることもある。

3 18歳未満の子どものいる世帯の総数。　4 事業の支援対象世帯数。　5 子育て世帯の総数に対する支援対象世帯の割合。
6 事業に登録している世帯の数（登録制をとっていない府県については「-」と表記）。＊のついている府県については、登録者数（人）を示す。　7 対象世帯に対する登録数の割合。
3～7 各府県で保持する直近の調査データ、推計等に基づく。
8 
「窓口で申請・配布」…「窓口」とは県・市町村・事務局などの窓口を指し、郵送・インターネットによる申請も含む。

 「学校・園で配布」…「学校・園」とは、学校・幼稚園・保育所等を指す。「ダウンロード」…インターネット、携帯電話を通じての画像や優待券等のダウンロード・配布を指す。
8,9 カード等の配布方法、配布枚数については、原則の内容、主なものの内容とし、必ずしもこの限りではない。
※1　北海道、宮城県は、平成20年6月開始予定。

※2　奈良県は、原則として「多子世帯応援隊」のデータに基づく。

・その他、特に注意書きがない限り、平成20年1月末時点のデータとする。

・上記に掲載されていない1都6県については、当該事業は未実施。

・東京都は、企業・商店街等との連携による子育て支援事業として、市区町村の取組に対する包括補助事業を行っている。  
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1  位置づけと実施方法 

1-1  背景やきっかけ 
 当事業を実施した背景やきっかけとしては、「都道府県職員による取組」が最も多く、「知事が提唱」、
「隣接府県から連携の提案があった」が続いている。 

 「その他」としては、近畿ブロック知事会や九州知事会での提案があったという回答があり、広域連
携が実施のきっかけにもなっている。 

 
 

47

24

18

5

5

0

39

0% 20% 40% 60%

都道府県職員による取組

知事が提唱

隣接府県から連携の提案があった

住民やNPOからの要望

企業からの提案

市区町村で先行している取組があった

その他

 
 
1-2  期待する効果 

 当事業により期待する効果としては、すべての実施府県が「地域で子育てを支える機運の醸成」と回
答。「子育て家庭の経済的負担の軽減」、「子育て支援企業の PR/イメージアップ」、「親の精神的負
担の軽減」、「企業への啓蒙」に関しても 3分の 2以上の府県が期待する効果としてあげている。 

 

 

当事業を実施した背景やきっかけ(複数回答) 

期待する効果(複数回答) 

n=38 

n=38 

100

71

71

66

66

37

29

26

24

8

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域で子育てを支えるという機運の醸成

子育て家庭への経済的負担の軽減

子育て支援をしている企業のPR/イメージアップ

親の精神的負担（孤立感）の軽減

企業への子育て支援に関する啓蒙

商店街の振興など地域経済の活性化

子育て地域としてのPR/イメージアップ

地域コミュニティの活性化

出生率の増加

子育て家庭の誘致

その他
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1-3  開始時期 
 事業を実施している府県のうち 4 割が事業実施後半年以内。一年以上実施している府県は半数に
満たない。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-4  実施地域 

 全域で実施されている、府県は 6割程度。 
 
 

都道府県下全

域で実施, 61%

ほとんどの市区

町村で実施, 
29%

半数程度の市

区町村で実施, 
11%

 

事業開始時期 

当事業の実施されている地域 

n=38 

n=38 

平成19年
10月以降,         

39%

平成19年4月
～9月, 8%

平成18年10
月～19年3月, 

34%

平成18年4月
～9月, 5%

平成18年3月
以前, 8%

無回答, 5%
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1-5  支援対象世帯、利用資格者とその理由 
 18歳未満1人以上と、子育て世帯全体を支援対象世帯としている府県が、全体の 6割を占める。未
就学児～中学生以下と年齢条件を付けているのが 3 割。3 人以上と人数条件を付けているのが 1
割。人数条件をつけている石川、福井、山梨、奈良の 4県では、いずれも 18歳未満の子どもが 3人
以上いる世帯としている。ただし、石川県や奈良県では、子育て世帯全体を優遇する制度も同時に

導入している。 
 
 

18歳未満1人
以上, 61%

中学生以下1
人以上, 8%

小学生以下1
人以上, 5%

未就学児1人
以上, 16%

18歳未満3人
以上, 11%

 
 

 5 割の府県が支援対象世帯に妊娠中の方のいる世帯を含めており、利用資格については、7 割の
府県が大人のみでの利用も可としている。 

 
 

大人のみ

でも可,
69%

子供同伴

時にのみ

可, 32%

大人の利

用は不可, 
0%

無回答, 3%

妊婦のい

る世帯を含

む, 50%

妊婦の世

帯は含ま

ない, 32%

無回答, 
18%

 
 
 
  

n=38 

支援対象世帯の要件 

保護者の利用 妊娠中の利用 

n=38 n=38 
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 支援対象世帯および利用資格を決めた理由としては、18 歳未満 1 人以上を要件としている府県で
は、「利用者が多い方が望ましい」が最も多く、半数以上が回答。「一般的にイメージされる要件」が

続いている。 
 未就学児～中学生としている府県についても、「利用者が多い方が望ましい」と「一般的にイメージさ
れる要件」という回答が多い。 

 18歳未満 3人以上としている府県では、「多子世帯の支援」と「利用者が多すぎると負担大」が理由
にあがっている。 

 
 

18歳未満 1人以上とした理由(n=23) 
利用者が多い方が望ましい 13
一般的にイメージされる要件 8
参考とした先行事例と同要件 5
隣接都道府県がこの条件 5
その他 5

　　　（※単位は回答数）  
 

未就学児～中学生 1人以上とした理由(n=11) 
利用者が多い方が望ましい 6
一般的にイメージされる要件 4
小さい子供のいる世帯の支援 3
利用者が多すぎると負担大 1
その他 5

　　　（※単位は回答数）  
 

18歳未満 3人以上とした理由(n=4) 
多子世帯の支援 4
利用者が多すぎると負担大 3
参考とした先行事例 1
その他 1

　　　（※単位は回答数）  
 
 
 

支援対象世帯および利用資格を決めた理由(複数回答) 
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1-6  認証カード等の配布方法と配布枚数 
 認証カード等の配布方法としては、「事務局や市区町村窓口への申請」、「学校や幼稚園・保育所を
通じて配布」が多くなっており、「郵送」は 14％にとどまる。また、インターネットを通じてダウンロード
する方式も 3 割の府県で採用されている。複数の配布方法を組み合わせている府県が多い中、対
象世帯を 3人以上としている府県など 8府県（22％）では、申請方式のみを採用している 

 

55 

39 

29 

18 

13 

8 

3 

0% 20% 40% 60%

事務局や市区町村窓口への申請

学校や幼稚園、保育園を通じて配布

インターネット、携帯サイト

特に配布していない

対象世帯へ郵送

その他

無回答

 
 
 

 配布枚数をみると、4割の府県では対象世帯に 1枚のカードを配っている。一方、3分の 1の府県で
は、ダウンロードもしくは、認証カード等を配布していない。 

 
 

n=38 

認証カード等の配布方法(複数回答) 

認証カード等は

配布していない, 
34%

対象世帯に1枚, 
39%

対象となる子ど

もに1枚ずつ, 
13%

その他, 11%

n=38 

認証カード等の配布枚数 
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1-7  予算規模 

 8割の府県の当事業の平成 19年度の予算規模は 1000万円以下。特に、4割の府県では 500万
円以下と低予算での実施となっている。 

 
 

2000万円
以上, 8%

1500～2000万
円, 5%

1000～1500万
円, 8%

500～1000万
円, 39%

500万円以下, 
39%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当事業の予算額(平成 19年度)

n=38 
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2  協賛店舗の業種やサービス内容 

2-1  協賛店舗等の業種 
 ほとんどの実施府県では、飲食店、食料品店、金融機関、理美容サービス、旅行関連業、量販店・ス
ーパー、衣料品・履物店などの協賛店舗がある。一方、鉄道・バス・航空・船舶やタクシーなどの交

通機関および電気・水道・ガスや郵便・宅配業などの業種ではに協賛が少ない。 
 
 

100 

97 

97 

97 

97 

95 

95 

89 

84 

82 

79 

79 

76 

66 

66 

63 

61 

58 

58 

50 

47 

37 

29 

18 

16 

11 

37 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飲食店

食料品店

銀行・金融サービス

理美容サービス

旅行代理店・ホテル・旅館

量販店・スーパー

衣料品・履物店

学校・塾・カルチャースクール

住宅・不動産

娯楽サービス（映画館・遊園地等）

玩具店

写真プリント・カメラ店

薬局・ドラックストア

文具店

家電店

ガソリン・サービスステーション

動物園・植物園・博物館等

書店

病院・医療サービス

百貨店

電話・通信

コンビニエンスストア

タクシー

郵便・宅配

電気・水道・ガス

鉄道・路線バス・航空路線・船舶

その他

  

協賛店舗等の業種(複数回答) 

n=38 
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2-2  提供されている特典サービスの種類 
 協賛店舗により提供されているサービスをみると、料金割引やポイントサービス、プレゼント等の金
銭面での優遇や物品の提供が多い。また、ミルクのお湯の提供、ベビーカーの貸出といったサービ

スや、おむつ替えコーナーやキッズスペースなどの場所の提供も多い。 
 一方、レジ待ちの優遇や予約の優遇、座席の優遇といったサービスに対しては、他の利用客への遠
慮からか提供されているケースは少ない。 

 
 

100 

95 

89 

87 

100 

37 

66 

63 

32 

24 

74 

66 

16 

39 

32 

13 

42 

5 

0 

18 

8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

料金割引（買取割増）

ポイントサービス

金利の優遇

おまけや大盛り等のサービス

プレゼント（粗品の提供）

(お得な）限定グッズ/サービスの販売・提供

ミルクのお湯等の提供

ベビーカーの貸出

玩具の貸出

駐車スペースの優遇・駐車料金の割引

おむつ替えコーナー/授乳スペースの提供

休憩所・遊び場の提供

座席などの優待

子守サービス

荷物持ち・宅配サービス

情報紙・誌

相談・コンサルティングサービス

予約の優遇

レジ待ちの優遇

工場見学・会社見学の優遇

その他のサービス

 

 

 

協賛店舗等の提供している特典サービス(複数回答) 

n=38 

金銭面 

の優遇 

物品 

の提供 

や貸出 

場所 

の提供 

人・情報 

の提供 

時間・機会 

の優遇 
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2-3  主なチェーン店、大型店の協賛 
 以下は、各府県の担当者に規模の大きな店舗やチェーン店などの協賛店を 4 つまで記載してもらった
回答を業種別にまとめたものである。全国チェーン店も多数協賛していることがわかるが、このほかに

も多くのチェーン店が協賛していると思われる。 

飲食店： 

おおぎやフーズ、ココス、ガスト、フレンドリー、ミスタードーナツ、モスバーガー、ジョイフル、ぴーたーぱん、八幡、吉

野家、山田うどん、日本マクドナルド 

量販店・スーパー： 

アピタ・ユニー、オギノ、コープ（生協）、ジャスコ SC（イオン）、フジ、フレッセイ、マックスバリュ、みやしま、ユーストア、

オークワ、東京ストアー、夢タウン（㈱イズミ） 

小売店： 

薬王堂、カスミ、ビジョンメガネ、めがねのヨネザワ、ラグシオささき 

コンビニエンスストア： 

セブン・イレブン、ファミリーマート、ローソン 

薬局・ドラックストア： 

ドラッグストア・ウェルネス、マルエドラッグ、クスリのアオキ、富士薬品 

クリーニング店： 

さかえドライ、ユーゴー、ロイヤルネットワーク、パールドライ、有限会社京都屋 

ガソリン・サービスステーション： 

昭和シェル、ジョモネット 

学校・塾・カルチャースクール： 

ECCジュニア、こども英会話のミネルヴァ、ゼンケンオール、学習研究社、日本公文教育研究会 

百貨店： 

高島屋 

家電店： 

ケーズデンキ、コジマ 家電店 

玩具店： 

トイザラス 

銀行・金融サービス： 

信用金庫、信用組合、地銀（阿波銀行、岩手銀行など）、埼玉りそな銀行、農業協同組合 

自動車販売店： 

  日産プリンス、トヨペット、トヨタカローラ 

  電話・通信： 

au ショップ、ドコモショップ 
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2-4  協賛期間 
 協賛期間に関しては、45％の府県で特に設けていない。期限を設けている府県では、3 年間が多
い。 

 
 

特に設けていない
/無期限, 45%

4年～5年, 3%

1年間, 18%

2年間, 5%

3年間, 26%

6年以上, 3%

 
 
 
 

2-5  利用実態の把握 
 利用実態に関しては、約 6割の府県が「把握していない」と回答している。 

 
 

 

把握している, 
5%

一部把握してい

る, 29%

把握していない, 
61%

無回答, 5%

 

協賛期間 

利用実態の把握 

n=38 

n=38 
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 利用実態を一部でも把握していると回答した府県にその具体的な方法をきいたところ、協賛店舗を
訪問した際などに利用状況を訊ねる、アンケートの実施、スタンプカード等の発行部数により判断、

協賛店舗独自のアンケート結果、などの手法がとられている。 
把握している内容/方法（自由回答） 

・ 昨年 11 月に比較的早期から協賛いただいている企業（10 程度）を訪問し、利用状況を伺った。その他、電話でのやりとり

の際などに利用状況を教えていただくなど、把握に努めている。 

・ 協賛店舗利用時等に利用状況を聴く程度。 

・ 利用者にアンケートを行っている。 

・ アンケートを取りまとめ中。 

・ 金融機関の対象商品契約数、専用スタンプカードの発行数など。 

・ コープしずおかでは利用実態の調査結果をHP上で公表している。 

 

2-6  協賛企業に期待するサービスや取組、対象世帯からの要望等 
 対象世帯からの要望としてはスーパーやコンビニ・量販店等、普段よく買い物に行く場所での料金割
引や、キッズスペースなどの充実を求める声があがっている。 

 また、店舗からお客様への声かけなど、協賛企業自体による当事業や優待サービスのPRへも期待
が寄せられている。 

今後協賛企業に期待するサービスや対象世帯からの要望(自由回答) 

期待する業種・料金割引等 

・ （特にチェーン店での）割引、ポイントサービス等の特典。 

・ 子育て世帯の利用が多い、大手スーパーやドラックストア等による割引のサービス。 

・ 希望するサービスに関しては「その場で割引がある」と「子どもへのプレゼントがもらえる」が多い。希望するサービスの提

供場所に関しては「スーパーマーケットなどの量販店」や「飲食店」が多い。 

・ コンビニ、食料品店、スーパー、量販店等で、食料品、生活品等の割引サービス。 

・ 料金の割引やプレゼントの進呈など対象世帯にとって経済的支援となるサービス。 複数の制度があるので、子育て家庭

に対する一般的なサービス（子育てバリアフリーの整備や割引やプレゼントなど）に加え、特に多子世帯や妊産婦・乳幼児

のいる家庭への特別のサービス（プラスアルファのサービス）。 

・ 料金、代金の割引。 

・ 商品の割引や飲食物の無料提供が好評。飲食店での乳幼児向けメニューの提供（離乳食、薄い味付け、細かく切った具

材）。乳幼児連れの保護者の買い物の補助（子どもを抱いているので商品が取れない時など）。 

・ 愛媛県では子育て世帯の経済的な支援（値引きサービスの提供）を実施する店舗が少ないため、今後、これに取り組む企

業を増やしていきたい。 

・ サービス内容の充実。 

・ 支援対象世帯からは、より魅力的な（サービス度の高い）サービスの提供やコンビニ、スーパーマーケットでの利用を望む

声が寄せられている。 

・ 利用者にとって魅力（メリット）のあるサービスの提供。 

・ 鉄道やバスなどの交通機関の運賃割引サービス。 

・ デパート、チェーンのスーパー、コンビニ、チェーンのファミレスなど、現在未協賛業種で子育て家庭のニーズが高い企業

の協賛。 

・ ①スーパー、②書店、③レクリエーション施設、④スポーツ用品店。 

・ コンビニ、スーパー等のチェーン店の協賛。 
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料金割引以外のサービスや期間について 
・ 親子で出かけやすい環境つくりに資するようなサービス（授乳、おむつ替え場所の設置、ベビーカーの貸し出し、買物中

の託児など）。 

・ 子連れで安心して買い物（食事）ができるよう、キッズスペースや託児がある店舗。・おむつ替えや着がえがやりやすいト

イレやスペースなど。 

・ 割引や特典の提供だけでない、もう一歩踏み込んだ子育て支援のサービスを期待している。具体的には、子育て支援の

情報提供拠点となってもらうことや、仕事の現場の見学受入、子育てサークル等の活動スペース等の提供等を期待して

いる。 

・ 子ども連れでも気兼ねなく訪れることができるようなサービス（例.キッズルーム、玩具、乳幼児用メニューなど）。 

・ 子育て家庭を対象に行ったアンケートによると「休憩所・遊び場」「料金の割引」「オムツ替えコーナー」の希望が多く、次

いで「授乳スペース」「特典やサービス」が多かったです。 

・ （対象世帯から）・買い物中の託児施設 ・専用駐車場 ・日用品･食料品の割引。 

・ 県民からは、利用日などの条件があるところに対し、条件をなくしてほしいとの要望がある。 

・ 優待サービス期間の延長、統一。 

協賛店舗の取組に関して 

・ 協賛企業独自の広報で協賛していることをPRしていただくこと。 

・ 商店街や業界団体ぐるみによる取り組み、キャンペーン。 

・ カードを利用しやすいよう、店舗側から声かけをしてカードの利用を呼びかける。協賛していることを、店舗のキャンペー

ンや販売促進用チラシ等に活用してもらう。 

・ 18歳未満の子どもの数が3人以上の場合に、より手厚いサービスを設定。 

・ 本事業の趣旨は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にあり、

そのためには、どのような小さな取組でも良いので、できることから多くの企業に取り組んでもらうことが必要と考えてい

る。 

・ 協賛企業を増やすことが重要と考えており、サービス内容は可能な範囲で協力をお願いしている。 

・ 特に期待するサービスはなく、協賛店舗等が独自に出来る範囲でサービスを提供していただき、今後協賛店舗等が増え

ていくことを期待する。 

・ 協賛企業数を増やすことも重要なので企業側に負担にならずに子育て家庭のためになる取組（キャリーサービス、ベビ

ーカーの貸し出し等）。 

・ ①協賛企業への期待：店舗の実情に応じて、提供可能なものであれば、どのようなサービスでも有り難い。②サービスに

関する要望：買い物割り引きなど経済的負担の軽減につながるようなサービスの提供。 
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3  当事業の普及拡大に向けた取組 

3-1  当事業および協賛店舗等の認知拡大のための取組 
 インターネットへの協賛店舗一覧の掲載、ステッカーの配布、チラシの作成はほとんどの実施府県
で行われている。一方、協賛店舗等へのポスターの配布は 4割の府県にとどまっており、スタンプラ
リーやイベントを実施している府県はまだ少数である。 

 
 

100 

97 

92 

79 

63 

61 

42 

34 

32 

29 

26 

24 

18 

5 

24 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネットに協賛店舗等の一覧を掲載

協賛店舗等へステッカーの配布

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

新聞・雑誌に協賛店舗等や広告を掲載

広報誌等に協賛店舗等の一覧や広告を掲載

協賛店舗等へポスターの配布

協賛店の専用カタログを配布

メールマガジンによる情報発信

インターネットに協賛店舗等のマップを掲載

公共施設や駅等へポスターの掲示

「育児の日」「家庭の日」等の制定やイベント

NPO等のネットワークを通じた広報

スタンプラリー等の実施

その他

 
 
 
 
 

事業および協賛店舗の認知拡大のための取組(複数回答) 

n=38 
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3-2  協賛店舗等拡大のための取組 
 協賛店舗の募集に関しても、インターネットでの公募、チラシ配布、広報誌、職員による訪問、商工
会を通じた募集、ラジオ・新聞等を通じた募集は比較的多くの府県で行われている。 

 一方、サポート企業や NPO の協力による募集や、入札時のインセンティブ付与、街頭ポスター等に
よる募集はあまり行われていない。 
 
 

97 

95 

89 

89 

87 

79 

76 

37 

26 

21 

21 

8 

8 

5 

13 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネットでの協賛店舗等の募集

協賛店舗等募集のチラシの配布

広報誌等を通じた協賛店舗等の募集

職員による協賛店舗等の開拓

商工会議所・商工会等を通じた協賛店舗等の募集

テレビ・ラジオ等を通じた協賛店舗等の募集

新聞・雑誌を通じた協賛店舗等の募集

商工中金等と連携した金利の優遇策

イベント場で協賛店舗等を募集

NPOの協力による協賛店舗等の募集

広報誌への協賛店舗等の掲載

街頭ポスター等による協賛店舗の募集

サポート企業の協力で協賛店舗等の募集

入札時の加点等のインセンティブの付与

その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 

協賛店舗等の拡大のための取組(複数回答) 

n=38 
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3-3  認知拡大および、協賛店舗等拡大のためのアイディア 
 認知拡大のためのアイディアとしては、県民からモニターを募り協賛店の利用体験記を公開してもら
う、インターネット商店街の創設、フリーペーパーとのタイアップ、アンケートモニターの募集、県産品

プレゼント事業などがある。 
 協賛店舗拡大のためのアイディアとしては、隣接都道府県との連携や、利用者からの働きかけ、民
間企業との提携等があげられている。 

 

認知拡大のためのアイディア（自由回答） 

・ 県民からモニターを募り、協賛店利用体験記をまとめる。 

・ カードを持っている県民からモニターを募集し、周囲の人への口コミによるPRをお願いする。 

・ 協賛店のガイドブック作成配布によるPR。 

・ パパ・ママ応援ショップ賞（仮称）〔表彰〕の創設 ・携帯サイトの開設。 

・ 事業名：いしかわプレパス商店街 概要：Web 上にプレミアム・パスポート協賛店からなる●●商店街を設置し、商品の

販売や広告など、様々な情報を掲載する。 

・ フリーペーパー（無料情報誌）を発行する民間企業と協力し、クーポンを掲載することにより周知を図る。 

・ 商店街とタイアップしたイベントの開催 ・協賛店舗ホームページとのリンク。 

・ 平成18年度に、「なら子育て応援団」のイベント『子育て応援フェスタ』を県内3商店街で開催。各商店街で様々なイベン

トを実施するとともに、各商店には「なら子育て応援団」に加入してもらい、サービスを提供してもらった（イベント終了後

も応援団員としてサービスを提供）。 

・ 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が行える。 

・ 幼稚園、保育所、子育てサークル、小中学校のPTAの会等においての啓発。 

・ 民間事業者へPR業務の委託。 

・ 県産品プレゼント事業（平成 20 年度予定） 店舗利用者に抽選で各県の県産品が当たる応募券を配布。※九州各県連

携事業。 

 

協賛店拡等大のためのアイディア(自由回答) 

・ 関西広域機構や関係府県との相互協力を強化する。 

・ 広域で事業を展開している企業（チェーン店等）に、都道府県にとらわれず活動地域全域でサービスを実施してもらえる

ようなアプローチができればよい。 

・ 隣県担当職員との共同訪問。 

・ 県と民間企業との業務提携等に合わせた協賛店拡大。 

・ カードを持っている県民からモニターを募集し、近所の商店等に事業への参加を呼びかけてもらう。 

・ 民間事業者へ協賛店舗の募集に係るPR業務の委託。 

・ まだ協賛していない事業所に協賛を依頼するダイレクトメールを送る。 
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3-4  協賛店舗等を拡大する上での障害 
 協賛店舗等を拡大する上での障害としては、対象家庭や企業・店舗への認知率の低さが多くの府県
で意識されている。 

 
 

71 

66 

53 

53 

32 

26 

21 

18 

16 

8 

5 

16 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象家庭の認知が低い

企業・店舗等の当事業への認知が低い

協賛店舗等の数が少ない

協賛店舗等の協賛金の負担が大きい

魅力的な特典サービスの設定が難しい

協賛店舗等の負担が大きい

チェーン店は地域限定のサービスができない

対象世帯の認証が煩雑

チェーン店ではレジシステムの対応が難しい

特典サービスなどの利用者が少ない

子育て家庭を優遇することによる不平等感

その他

 
 
 
 
 
 
 

協賛店舗を拡大する上での障害(複数回答) 

n=38 
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3-5  協賛企業と子育て家庭とのコミュニケーション 
 2 割弱の府県では、協賛企業から子育て家庭への応援メッセージを掲載したり、インターネット上に
情報交換の場を設けたりしている。また、定期的な交流会・意見交換会を開催したりしている府県も

1割弱程度みられる。 
 

18 

16 

8 

3 

0 

5 

0% 10% 20%

協賛企業の特典サービス紹介時に、企業

から子育て家庭への応援メッセージ掲載

インターネット上に情報交換の場を設置

定期的な交流会、意見交換会等の開催

広報誌やコミュニティーペーパー

等に情報交換のコーナーを設置

ケーブルテレビやラジオを通じた情報交換

その他

 

 
3-6  当事業の効果 

 事業実施による効果としては、半数以上の府県で「地域で子育てを支えるという機運の醸成」ができ
たとしている。以下、「子育て家庭の経済的負担の軽減」、「企業の PR/イメージアップ」、「企業への
子育て支援に関する啓蒙」と続いている。 

 

子育て家庭とのコミュニケーションに関する取組(複数回答) 

当事業の実施によって得られた効果(複数回答) 

n=38 

n=38 

55 

42 

42 

39 

26 

18 

11 

8 

3 

0 

11 

11 

24 

3 

0% 20% 40% 60%

地域で子育てを支えるという機運の醸成

子育て家庭への経済的負担の軽減

子育て支援をしている企業のPR/イメージアップ

企業への子育て支援に関する啓蒙

親の精神的負担（孤立感）の軽減

商店街の振興など地域経済の活性化

子育て地域としてのPR/イメージアップ

地域コミュニティの活性化

出生率の増加

子育て家庭の誘致

その他

特に効果はみられない/まだ効果はない

効果があったかどうかわからない

無回答
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4  他都道府県との連携について 

4-1  他都道府県との連携に対する視点 
 他都道府県との連携に関しては、半数以上の実施府県がすでに連携を行っていると回答している。検
討中の事例を含めると 8割の府県で連携に向けた動きがみられる。 

すでに他都道府

県と連携してい

る, 53%

現在、連携を検

討している, 29%

連携は考え

ていない, 
16%

無回答, 3%

 
 主な広域連携の地域と内容は以下のとおり。 
主な広域連携の内容 

・青森県/岩手県 
【実施済】割引型の「にこにこ店」とお出かけ型の「ほのぼの店」という協賛店舗のカテゴリーを統一。互いのシンボル

マークを併記するなどの広報での連携。住民が越境してサービスを利用する際の手順等をホームページで紹介。 

・富山県/岐阜県 
 【実施済】両県の協賛店において、それぞれのカードが使用可能。富山県では子ども同伴が原則だが、岐阜県では大

人のみでの利用も可能であるなど、制度上の違いがあるが、富山県の協賛店舗では富山県のルール、岐阜県では岐

阜県のルールというように、相手のルールに合わせるということで対応している。 

・石川県/福井県 
【検討中】認証カードの相互利用を可能にする。福井県は関西 2府 7県の連携も検討中。 

・関西 2府 7県（大阪府/京都府/三重県/滋賀県/福井県/兵庫県/奈良県/和歌山県/徳島県） 
 【実施済/一部検討中】共通のシンボルマーク・キャッチフレーズの制定。共通のシンボルマークが表示された認証カー
ド、携帯画面等を提示することにより、各府県での利用を可能とする。 

・鳥取県/島根県 
 【実施済】それぞれのカードが両県で使用可能。協賛店舗の共同開拓。 

・四国四県（徳島県/香川県/愛媛県/高知県） 
 【実施済/一部検討中】それぞれのカード、優待券等が各県で使用可能。共同でキャンペーンの実施（計画中）。 

・九州各県（福岡県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県） 
 【実施済】統一シンボルマークの使用。相互利用が可能。ホームページのリンク。連携したキャンペーン（計画中）。 

 このほかに、関東地方、中部地方、中国地方でそれぞれ広域連携が検討されている。 

他都道府県との連携 

n=38 



 

 
 

27

4-2  連携する上での課題や問題点 
 
 連携する上での課題としては、対象世帯が異なる場合の対応が難しい点や、カードデザイン等の統
一等問題が指摘されている。また、協賛店舗の理解がえられるかどうかの懸念や、各府県によって

事業の目的や予算が異なる点を課題とする府県もある。 
 

他都道府県と連携する上での課題や問題点（自由回答） 

制度が異なるため対応が困難・シンボルマークやカード等の統一が課題 

・ 制度の細かな点で統一が図られていないところがあると、住民や協賛店が混乱する。 

・ 事業対象者、サービス内容、方法等を一致させる点。 

・ 対象世帯が異なるためどう調整するか、またはしないか。・問 14 にある「認証カード等」がバラバラであり統一するか統

一せず連携するかむずかしい。 

・ 県境の子育て世帯の購買行動は隣接県にも及ぶことから、隣接県との連携は必要と考えている。課題は以下のとおり。 

1.制度対象者への相違 2.協賛店舗の協賛受付及び子育て家庭への周知 3.協賛店舗への同意取り付け等（複数カー

ドがある場合、レジでのトラブルが予想される）。 

・ 対象とする世帯（子ども年齢）の相違。 

・ 子どもの対象年齢の差 ・優待方法（優待カード等）の共通化 ・協賛店舗、市町村への説明。 

・ 他府県と制度が異なり、対象世帯の認証や他府県住民へのサービス提供についての協賛店の理解を得ることなどが

課題。 

・ 対象世帯の範囲の統一。 

・ 各県で制度が異なること。 

・ 制度上の違いへの対応。協賛店舗の理解を得るための方法 等。 

・ カード利用対象者等の条件の相違 ・協賛店舗への周知。 

・ 各県の登録方法や対象世帯に対する考え方が統一できないため、協賛企業に混乱を生じさせる恐れがある。 

・ 各府県ごとに対象や認証方法、マークが異なっており、現状では共通のマークと府県独自マークを併記するなど利用

者にとってわかりにくく、又企業の協賛も得られにくい点が問題となっている。 ・対象とする世帯の要件や認証方法な

ど、システムの統一が課題。 

・ 各府県によって制度のしくみや対象世帯等が異なっていること。 

・ ・対象世帯の要件が異なること ・具体的な利用につながるかどうか見込むことができないこと。 

・ 認証方式が異なる。対象世帯が異なる。 

・ 対象家庭の設定が異なること。・協賛店舗への説明と理解。・カードの有無などシステムの相違。 

・ 対象世帯特定のための証明証の統一。 

・ 優待カードの配布の有無や配布方法の違いにより、すり合わせが難しい。 

・ 対象の認証方法等、各県により実施方法が異なるため、対象世帯に分かりづらい。 

・ 各県の制度が異なること。 

・ カードの種類がバラバラで協賛店舗等が混乱するおそれ有り。・統一カードを別途作成するのも経費的に見ても非効率

的。・まずは、県内店舗の数、内容の充実が必要である。 

・ 制度の仕組みやシンボルマーク等の統一化。 

・ 利用者やシステムの統一等に課題あり。 

・ シンボルマークやサービス享受のための条件などのスキームの統一。 
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その他、協賛店舗の理解が課題、府県によって目的が異なる、など 

・ 各事業の趣旨・目的や対象世帯が異なる場合など、協賛店の理解が得にくいと考えられるため。 

・ 対象が増えることによる企業の負担増 ・各自治体ごとに異なる運営方法。 

・ 協賛店の理解。 

・ 各府県の制度開始時期や制度内容等が異なるため、統一が困難であり、利用者･協賛店舗等にとってわかりにくいも

のとなる。 

・ 既に、各県が独自に実施しており、対象者やその確認方法が異なるため、協賛店の混乱を招く。 

・ 事業の目的等が異なることから制度の統一化が難しく、連携がとりにくい。 

・ 各府県がそれぞれに定めている利用対象や利用条件をすり合わせるのが困難。ルールやロゴマークを統一するのは

利用者にとって分かりやすいが、各府県とも、自県の事業を開始して間もないため、急には変更できない中で、相互利

用の都合をつけなくてはならず、結果的に分かりにくい仕組みになってしまっている。連携が進むにつれ、事業内容の

見直しに迫られるが、その都度、利用者や協賛事業者に周知が必要で、手間と費用がかさむ。 

・ 事業を展開する上での共通理解と予算の違い。 

・ どこまで統一するかの基準が難しい。 

・ 各県との事業提携と本件の事業内容の充実に繋げること。 

 
4-3  全国レベルでの運用に対する期待 

 全国の統一的な基準による運用に対しては、4 割が「期待する」もしくは「まあ期待する」。一方 6 割
の府県では期待されていない。 

 

期待する, 24%

まあ期待する, 
13%

あまり期待しな

い, 37%

期待しない, 26%

 
 期待する理由としては、利用者の利便性の拡大のほか、全国チェーンの協賛を得られやすくなる点
や、事業に対する認知度の向上があげられる。 

 一方、期待しない理由としては、すでに都道府県レベルで実施されている制度に対して、新たな枠組
みが加わった場合の混乱や、地方独自の特色がなくなってしまうことへの不安があげられている。 

 

 

全国レベルでの統一的基準による運用への期待 

n=38 
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期待する理由（自由回答） 
・ 商工関係団体等の協力が更に得やすくなるものと期待され、より効果的な事業となるものと思われるが、それに伴い、

現行制度に変更等の生じる場合における都道府県等の様々な負担への配慮はお願いしたい。 

・ 全国チェーン店の協賛が期待される。認知率の向上による協賛店舗・利用の増加が期待される。 

・ 各県とも社会全体で子育て家庭を支援する機運の醸成を目的としており、意識啓発のため、全国レベルでの取組により

効果が得られると考えるため。 

・ 全国展開している企業の参加を促しやすいため。 

・ より多くの店舗で利用できることのメリットは期待できる。 

・ 全国レベルでの展開になると、鉄道、デパート、スーパー、量販店など大規模店の協賛が得やすくなる。 

・ 利用者の視点に立てば、全国で制度を統一するのが良いと考えるから。 

・ 社会全体で子育て家庭を応援することにつながるため。 

・ 地域の拡大は子育て家庭にとってはプラス。 

・ 統一シンボルマークの普及等による社会全体での子育て支援の気運の醸成を図るため。 

・ 事業の効果がより一層アップすることが期待される。 

・ 本件に制度についても見直しが必要と感じており、新たな取組が行われるのであれば期待したい。 

 

期待しない理由（自由回答） 

制度の統一等が困難 
・ 全国規模の企業などは、全国統一的な協賛、サービスの提供が得られれば、より充実した事業となるだろうという期待と

同時に、対象年齢や子どもの数など、実施自治体によって、事業の趣旨目的が異なるといった課題が残るため。なお、

現在実施している事業とは別に、仏国の大家族カードのような全国統一で公共料金等の割引や全国規模企業によるサ

ービス提供の実施といった内容であれば期待したい。 

・ 全国チェーンの企業の参画が図れるという意味では期待できるが、他都道府県と連携する上での課題同様、対象者な

ど各県の条件が変わる、または制度が重複することについて、住民、企業双方への周知や理解を得ることが難しいと思

われる。 

・ 対象世帯の範囲や確認方法が異なるため、今から全国統一化するのは、事実上難しいのではないか。 ・ただし、企業

の協賛は得やすくなるので、国主導による統一が可能であれば、是非お願いしたい。 

・ 企業の自主的な参加が前提であり、統一的な基準は定められない。全国 35 府県で事業が開始されており、基準の統一

は困難。ただし、チェーン店等全国展開している店への参加呼びかけは歓迎する。 

・ 他都道府県との連携する上での課題と同じく、運営方法は多岐にわたっており、各都道府県での状況も異なるため、統

一基準の設定は難しいと思われるため。 

・ 各県独自の基準で実施されている為、統一は困難。 

・ 既に地域で実施されている基準があり、運用面で混乱が想定されるから。 

・ 各府県によって制度のしくみや対象世帯等が異なっていること。 

・ 各県で独自に運営している取組であり、全国統一で運営するメリットよりも、デメリットの方がはるかに大きいと考えるた

め。（混乱が生じる）。 

・ 異なった協賛基準となった場合、現行の協賛店の理解が得られるか不明。 

・ 各府県ごとに対象とする子育て家庭の要件や認証方法を独自に設定し実施している中、統一的な基準を新たに設ける

ことで協賛企業に混乱が生じるおそれがあり、理解を得られにくいと考えるため。 

・ 既に多くの都道府県が各自のやり方で実施しており、対象世帯、サービス内容等がまちまちである。この段階で統一す
るのは混乱が大きく、また店舗への負担も大きい。 
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期待しない理由（自由回答）つづき 

地域の特色が損なわれる、必要ないなど 
・ 名称等で特色を出した各県の取組の特徴が損なわれる。 

・ 地域社会が子育てを応援するという趣旨からは地域の自主的な取組が望ましい。 

・ 各地域での相違工夫が出来なくなるのではないか。 

・ 統一的な基準の必要性を感じない（経費負担が増加する） ・運用上混乱が生じる恐れがある。 

・ 散髪に来た子どもにお菓子をあげたり、パン屋で赤ちゃんを抱いたお母さんのためにパンを取ってあげるなど、子ども

連れのお客さんに対するサービスや心配りは、これまでにも様々な店舗や施設が行っている。各自治体の事業は、こう

した取組を啓発し、普及させる役目を担っているが、本来的には事業者の自主努力に委ねるべき性格のものであり、全

国レベルでの統一的基準によって運用するものではないと考える。 

・ 協賛店舗は、中小規模の事業所が多く、商圏が広くない。 

・ 国は、もっと根本的な課題の解消（経済的支援策の充実など）に注力すべきである。 

・ 全国統一の運用にその必要性を感じない。 
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5 当事業の課題や方向性について 

  当事業の課題としては、認知率の向上、協賛店舗の拡大、サービス内容の充実のほか、事業の継
続性に対する疑問などもあがっている。また、利用者側のモラルを指摘する声もある。また、国に対

しては全国チェーン店への働きかけなどを期待する声があがっている。 
 

当事業の課題や今後の方向性（自由回答） 

認知率の向上、協賛店舗の拡大等 

・ 課題：住民へのPR、HPの運用、協賛店募集、ニーズ把握。方向性：事業の拡大（協賛店舗の拡大、利用されるサービス

の充実）。 

・ 協賛店舗の拡大 ・協賛内容の拡大（カード提示を条件としない協賛（内容）の検討も認めるなど） ・子育て家庭への周

知など。 

・ 県・市町村の公共施設への設置は少しずつ増えているが、民間施設での設置がなかなか進まないこと。 

・ 当事業の認知度を高めるため広報を強化。カード利用時の子ども同伴条件について対応検討中。 

・ 協賛企業が少ないので登録件数を増やすことが一番の課題。 ・本県では、対象世帯の子どもの年齢を設定しておらず、

設定するかどうかは企業の判断に任せ実施してきたが、企業からは対象が拡散し、サービス内容を設定しづらいという

意見も出ているため、子どもの年齢について設定するかどうか今後検討したいと考えている。 

・ 協賛店舗の拡大 ・利用者への制度周知。 

・ 子育て世帯と協賛店舗の登録数拡大・関西9府県の相互利用の促進。 

・ 制度を周知し、協賛企業を増加させていくことにより、取組の輪を広げていきたい。 

・ 協賛店舗の拡大が最大の課題と認識している。 ・関西2府7県において、子育て応援のキャンペーン事業として、平成

19年度からの 3ヵ年事業としている。 

・ 登録店舗10,000店（21年度末）をめざし、未登録店舗への取組促進。既登録店舗の活動促進。 

・ 当事業に対する認知率が低いことから、認知率を上げることにより、子育てにやさしい街づくりを目指す。 

・ ①協賛店の増加 協賛依頼活動の充実や協賛店の PR 強化など。②パスポート交付率の上昇 事業の県民に対する周

知PRの充実など。 ※①による「子育て支援の環境推進」と②による「子育て家庭の負担軽減」により、今後とも、子ども

を生み育てやすい地域社会の構築を目指してまいりたい。 

協賛店舗にとってのメリットの創出、郡部での協賛店舗拡大、運営費の見直し、利用者のモラルなど 

・ 県外店舗の協賛拡充や、近隣県との事業連携は、今後の課題となると思う。 ・協賛店舗へのインセンティブ付与をどう

するか（本県では事業の期限を定めていないことから、継続して参加してもらうために、登録後のコミュニケーションをど

うつくっていくかも大きな課題）。 

・ ＜課題＞・サービスの活発な利用。・協賛店にとってのメリットの創出。＜今後の方向性＞協賛を機会に割引きや特典

の提供だけでなく、さらに一歩踏み込んだ子育て支援に協賛店が取り組むようになるよう、働きかけや新たなしくみづく

り等を考えていきたい。 

・ 中山間地域や離島など協賛店が少ない地域での事業拡大が難しい。 

・ 郡部では店舗や施設の数自体が少ないため、利用者の日常生活圏によって受けられる恩恵に大きな差が生じてしまう

のが難点。子ども連れのお客さんに対するサービスや心配りはすでに多くの店舗等で取り組まれているものであり、将

来的には企業等の自主的な取組に委ねられる性質のものであると考える。 

・ 課題：運営費の見直し、申請方法の簡便化、情報誌の内容等の見直し 今後の方向性：引き続き事業の改善に努め、協

賛企業を増やし、地域で子育てを支援する気運を醸成していく。 

・ 企業の理解を得ること。対象世帯が企業からサービスを受ける際のモラル。対象世帯に対して複数枚のカード発行。 
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継続性への視点、調査等の実施、大手企業やチェーン店への国からの働きかけへの期待など 

・ いつまで続けるのか、終りが見えない。民間企業のみによる自主的な取組へと移行できることが理想的（民間による事

業継続母体ができるなど）。 

・ 事業の継続性や今後の事業の検討。 

・ 協賛店舗等の効果的なPR方法及び定期的な意識確認による継続的な事業の取組み。 

・ 子育て家庭にとってより充実した事業となるよう、協賛店の業種、店舗数の拡大を計ると共に、平成 22 年度以降の事業

継続に向けて、平成 20 年度は、子育て家庭及び協賛店に対して、事業に対するアンケート調査を実施し、事業評価、検

証を行う予定。 

・ 事業を改善するに当たり、カードの利用状況をある程度正確に把握する必要があり、今後その方法の検討が必要であ

る。・対象家庭への交付状況について市町村間でバラつきがあるため、出来るだけ多くの対象家庭にカードを交付する

方法の検討が必要である。・事業を通して多くの県民に子育て支援についての理解を深めてもらい、地域における子育

て支援の輪を広げていきたい。 

・ 協賛店舗等の数、内容の充実をいかにして図るか。・国が統一的な基準で運用すれば、事業の効果はより一層上がる

はずなので、せめて、大手企業の本社には国から協力要請するなどして欲しい。 

・ 広域にチェーン店を展開する企業に対する協賛の働きかけを国レベルで対応する。 
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【参考】東京都 23区における取組 
 
東京都23区における企業参画型子育て支援事業の取組内容

区　名 開始時期 事　　　業　　　名 概要

足立区 平成19年7月 足立区子育て支援パスポート事業

「あだち子育てパスポート」を提示すると協賛店舗で買い物の際に
5％の割引サービスが受けられる。
対象世帯は、区内の中学生以下の子どもがいる世帯及び妊娠中の
方がいる世帯。

江東区 平成20年4月 江東さざんかカード事業

対象者に対して、割引や特典の提供を通して応援する区内企業や
商店を、区が、社会貢献事業参加の店として登録。
子育て世帯をはじめとした対象者は、区から「さざんかカード」が発行
され、カードを提示すると割引・特典などのサービスを受けることがで
きる。
対象者は、江東区在住の妊婦を含む中学校3年生までの子どものい
る子育て世帯、65歳以上の高齢者、身体障害者手帳、愛の手帳また
は精神障害者保健福祉手帳を所持している障害者（同居している家
族もカードを利用することができる）。

台東区
平成20年10月
開始予定

子育て応援店舗推進
「たいとうすくすく手形」事業

子育て世帯に配布される「たいとうすくすく手形」を提示することで、
協賛店舗での買物時に各種優待サービスが受けられる。
対象世帯は、区内在住の妊婦と中学生までの子どもがいる世帯。

北区
平成20年10月
開始予定

北区子育てにっこりパスポート事業（仮称）

パスポートの交付を受けた世帯が、協賛店で買い物をしたり、飲食
や理美容のサービスなどを受ける際に、パスポートを提示すること
で、割引などの特典を受けることができる。
対象世帯は、区内の中学生以下の子どもがいる世帯。

※他の区でも、バウチャー券の配布など、子育て家庭を対象とした各種支援は行っているが、ここでは、企業が子育て家庭へ割引等のサービスを提供する「企
業参画型子育て支援事業（パスポート事業等）」を取上げている。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

特徴：中学生以下の子どもがいる世帯および妊娠中

の方がいる世帯に「あだち子育てパスポート」が配布さ

れ、そのパスポートを提示すると協賛店舗で買い物の

際に 5％の割引サービスが受けられる。 
パスポートをより多くの区民に知ってもらい、協賛店

で買い物をしてもらえるようにパスポートと同じデザイ

ンのマークの入った「エコバック」のプレゼント（1000
名）も行っている。 

 ・中学生以下1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・570店舗 

  

・ 区の窓口へ申請 

・ 母子手帳交付時に配布 

（事業開始時は対象世帯に一斉

送付）

 ・大人のみでも可 

対象家庭 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

足立区子育て支援パスポート事業 
（足立区）開始時期：平成19年7月 
 
所管課：足立区子ども家庭部子ども施策担当、 
産業経済部産業振興課 

事務局：上記所管課 

予算額：8,017千円 
支出内訳：パスポートカード作成経費 1,701/協賛店名
簿作成経費 576/封筒他事務用品 1,695/郵送料 （封
入委託込 4,185）（単位：千円） 

あだち子育てパスポート 

＜足立区の事例＞ 


