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・未就学児１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 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：宮崎県こども政策局こども政策課
事務局：上記所管課

特徴：
企業や店舗等が主体となって、子育て家庭に割引や特典等の
サービスを提供する「子育て応援サービス」「働きやすい職場づく
り」のために、企業・事業所等が従業員の仕事と家庭の両立を応
援する内容を宣言し、公表する取組の「仕事と家庭の両立応援宣
言」。子育てしやすい地域づくりのため、子育て支援活動への積
極的な参加や協力などを宣言し、公表する「子育て応援宣言」の
３つの部門での登録企業を募集している。「子育て応援サービス」
では、パスポート等の発行は行わず、サービスの提供は目視によ
り行われている。各取組にはステッカー、又は、宣言書を交付して
いる。

スーパードラッグコスモス：ベビーカートの貸出し。○キャリーサービス。○育児相談（不定期） 【①】
メガネのヨネザワ：小学校６年生までのお子さんに対して、２年間の安心保証・レンズ交換等 【①】
ふぁみり庵はいから亭寿しまどか：待合室に子ども向けの絵本やおもちゃを設置、キャリーサービス 【①」

・１２０８ 店舗

・特に配布していない(店舗
が視認、確認）

・子ども同伴時にのみ可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 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

所管課鹿児島県県民生活局青少年男女共同参画課
事務局：上記所管課／市町村

特徴：
企業や店舗などの協賛事業所の協力を得て、妊娠中の方や子育
て中の皆さんが買物や外出をした時に割引や粉ミルク用のお湯
の提供などの店舗ごとのサービスを受けることができます。

メガネのヨネザワ：２年間保証、キャラクターケースのプレゼント（小学生以下） 【①】
ふく福：ジロースサービス（小学生以下） 【①】
鹿児島銀行：ローンの金利優遇 【①】
焼肉なべしま：ジロースサービス（小学生以下） 【①】

・１４６４ 店舗

・市区町村等窓口にて交付

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【 39 】 

【 40 】 
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・小学生以下１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 子育て家庭応援事業「ハマハグ」
（横浜市）開始時期：平成20年10月

所管課：横浜市こども青少年局子育て支援課
事務局：上記所管課

特徴：
子育て家庭応援事業「ハマハグ」は、妊娠中の方や小学生以下の子ど
もの家庭の方が協賛店や施設で登録証を見せると、様々なサービス
を受けられます。「ハマハグ」はヨコハマの「ハマ」と、抱きしめるという
意味の英語「ｈｕｇ（ハグ）」をつなげています。○サービスの内容：ベ
ビーカーのままでの入店への配慮などのちょっとした心配り、授乳室・
おむつ替え台などの設備・備品の提供、割引や優待など。○対象：
サービス利用者（小学生以下の子供がいる家庭、妊娠中の方）。サー
ビス提供者（横浜市内に店舗・施設を有する事業者）。○登録方法：パ
ソコンや携帯電話で横浜市のホームページから申し込み。

日本マクドナルド：チーズバーガーハッピーセットの割引 【①】、【②】
（株）ダスキン（ミスタードーナツ） ：ドーナツ１０個まで１０％割引 【①】、【②】
トヨタレンタリース神奈川・トヨタレンタリース横浜：チャイルドシート無料貸出 【①】
トイザらス・ベビーザらス：お誕生日のお子さま（６歳以下）にバースデーメダルをプレゼント 【①】
（株）ベアーズ：家事代行チケット購入のお客様：３０分無料延長サービス 【②】
（株）赤ちゃん本舗：離乳食の持込可および子供・親子向けイベント、体験教室実施 【②】

・１８４８ 店舗

・対象世帯に直接郵送
・携帯モバイルサイト等

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 多摩区子育て支援パスポート事業
（川崎市多摩区）開始時期：平成19年9月

所管課：川崎市多摩区役所こども支援室
事務局：上記所管課／多摩区商店街連合会

特徴：

多摩区における区民協働推進事業の一つとして、区役所と地

元商店街連合会との協働により、地域全体で子育てを支援す

る事業を展開している。内容は、子育て中の家庭（妊娠中から

１８歳未満）に対し、協賛店独自の様々な特典サービスが受け

られる「子育て支援パスポート」を発行。区民の商店街への関

心と購買力を高め振興を図るとともに、子育て家庭の経済的

負担の軽減、及び、声かけや見守りなどを通して子育て面から

の地域コミュニティの活性化と見守り体制の強化などを目的と

し実施している。

・１３９ 店舗

・市区町村等窓口にて交付

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

【 41 】 

【 42 】 
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・小学生以下１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 にいがたっ子すこやかパスポート事業
（新潟市）開始時期：平成20年4月

所管課：新潟市健康福祉部こども未来課
事務局：上記所管課

特徴：
利用者へは申請を待つことなく出生・転入により住民記録か
ら作成・送付している。対象は、小学六年生までの子ども全
員で、カードを名入りで保護者あてに郵送している。協賛店
の負担金はゼロ。市のホームページで紹介しており、携帯電
話からの協賛店の検索が可能。また、協賛店一覧のチラシ
を作成し、市内約１００か所で配付している。

原信：日曜・祝祭日のお買い物金額をレジにて５％引き 【②】
パワーズフジミ：日曜・祝祭日のお買い物金額をレジにて５％引き 【②】
新潟トヨタ自動車（株）：新車成約時、純正オプション１０％引き 【②】
新潟信用金庫：マイカーローン金利０．１％引下げ 【②】
シルバー人材センター：子育て支援サービス年３回まで利用料金５％引き 【②】

・４６５ 店舗
・３８９ 社

・対象世帯に直接郵送

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 なごや未来っ子応援制度・子育て家庭優待
カード事業（ぴよか）
（名古屋市）開始時期：平成19年10月

所管課：名古屋市子ども青少年局子ども事業調整室
事務局：上記所管課／なごや未来っ子応援協議会

特徴：
「名古屋未来っ子応援制度」は、地域、企業、行政が手をとりあっ
て社会全体で子どもと子育て家庭にやさしいまちをみんなでつくっ
ていこうという制度である。
この事業では、名古屋市内在住で１８歳未満の子どもを持つ家庭
（妊婦の方を含む）が、協賛店舗・施設にカード「ぴよか」を提示す
ることによって、割引・特典サービスを受けることが出来る。割引・
特典サービスは、協賛店舗・施設の行為によるものである。
なお、愛知県・岐阜県・三重県の協賛店舗・施設でも受けられる。

公文：ガイドブックプレゼント 【①】
吉野屋：生野菜サラダ１個無料 【①】
トヨタレンタリース：基本料金１５％引き、チャイルドシート無料 【①】
めいきん生協：１回５ポイントプレゼント 【②】
東山動植物園：観覧料１００円割引 【②】
トヨタ博物館：入館料半額 【②】

・５８６９ 店舗
・４６４１ 社

・市区町村等窓口にて交付

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【 43 】 

【 44 】 
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・中学生以下１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 わらべの日
（北九州市）開始時期：平成18年4月

所管課：北九州市子ども家庭局子ども家庭部子ども家庭政策課
事務局：ＮＰＯ法人子ども未来ネットワーク北九州

特徴：

毎月第２日曜日を「わらべの日」と定め、この日に中学生以

下の子供を連れた家族や団体が協力店・施設等へ来店・来

場すると、料金割引等のサービスが受けられる（サービス内

容は各店・各施設で異なる）。協力店・施設にはステッカーが

貼っており、それが目印となっている。利用者にはパスポート

等を発行しておらず、中学生以下の子供連れは皆サービス

を受ける対象となっている。子育て支援施設の指定管理者

であるＮＰＯ法人子ども未来ネットワークが提案し、平成１８

年４月に運営を開始、現在も同団体が運営を行っている。

・４０９ 店舗

・特に配布していない（店
舗が視認、確認）

・子ども同伴時にのみ可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 もりおか子育て応援パスポート事業
（盛岡市）開始時期：平成20年8月

所管課：盛岡市保健福祉部児童福祉課
事務局：上記所管課／盛岡商工会議所

特徴：
市と商工会議所との協働事業として実施。市が１８歳未満の子供
がいる世帯等にパスポート（愛称「もりパス」）を交付し、商工会議
所が協賛店を募集。協賛店でカードを提示すると様々なサービス
を受けることができるもの。子供連れでなくとも、世帯員全員が利
用可能である。

パルクアベニュー川徳：プレミアム商品券１００００円から１１０００円へ 【②】

・２９０ 店舗
・１５８ 社

・対象世帯に直接郵送

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【 45 】 

【 46 】 
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・18歳未満１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 ながの子育て応援カード事業
（長野市）開始時期：平成20年10月

所管課：長野市保健福祉部保育家庭支援課
事務局：上記所管課

特徴：
○サービス内容を協賛店が独自に設定できるため、様々な業種・

業態の店舗が協賛することができる。
○ステッカーやポスターを店頭に掲示することにより、地域全体で

子育て世帯を支援しているというＰＲができる。

洋服の青山：商品５％割引、青山カードとの併用10％割引（誕生月は15％割引） 【①】
ミスタードーナツ：ドーナツ10個まで10％割引（各種割引券との併用不可） 【①】
サークルＫ：「カルワザカード」通常300円を100円に値引（＊各店５０枚限り、認証カード提示１回で１枚販売）【①】
原信 若里店：土・日・祝祭日、限定商品５％割引 【②】
中央タクシー（株）：ブルーカードポイント２倍サービス 【②】
あっぷるぐりむ栗田店：親子で食事をした際全員にソフトドリンク一杯サービス 【②】

・５８４ 店舗

・市区町村等窓口にて交付
・対象世帯に直接郵送

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・小学生以下１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 子育て支援パスポート事業
（宮崎市）開始時期：平成19年10月

所管課：宮崎市福祉部子ども課
事務局：上記所管課

特徴：
小学６年生以下の子供がいる世帯に「子育て支援パスポー
ト」を交付。これをこの事業に協力する店舗等での買物などの
際に提示すると、特典や子育て支援サービスを受けることが
できる。協賛店それぞれが用意する特典やサービスの提供を
とおして、地域全体で子育て家庭を応援していくものである。

サーティワンアイスクリーム：バラエティパックご注文のお客様に、キッズコーンプレゼント 【①】
イエローハット：チャイルドシート・ジュニアシートが５％引き。取付・調整が何度でも無料 【①】
ホワイト急便：子供服・学生服のクリーニングが５％引き 【①】
サンマルクカフェ：お土産チョコクロ購入でチョコクロ１つプレゼント 【②】
宮崎エースレーン：大人も子供料金でプレー可能 【②】
ダスキンレントオール宮崎ステーション：ベビー用品レンタル１０％ｏｆｆ 【②】

・３８５ 店舗
・２３ 社

・市区町村等窓口にて交付
・対象世帯に直接郵送

・子ども同伴時にのみ可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【 47 】 

【 48 】 
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・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 にこにこ子育て応援隊支援事業
（鹿児島市）開始時期：平成19年11月

所管課：鹿児島市健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課
事務局：上記所管課

特徴：
鹿児島市では様々な分野・地域で子育てを応援する企業や店舗・市民
活動団体などを隊員とする「にこにこ子育て応援隊」への加入を推進
するとともに、応援隊に関する情報発信を行うなどの支援を行っている。
にこにこ子育て応援隊には、○地域で子育てに対する不安感等を緩
和する活動を行う市民活動団体等である地域みんなで応援隊。○従
業員が子育てをしやすいように職場環境を整える事業者である職場の
パパママ応援隊。○買物時の割引等、子育て家庭に配慮する店舗や
施設等であるお出かけラク！トク！応援隊の３種類があり、お出かけ
ラク！トク！応援隊、及び、子育て支援パスポートの交付については、
県の子育て支援パスポート事業と共同で行っている。

ガスト：お子様ドリンクバー無料、キッズプレートの割引（半額）、低アレルグンメニューの割引（半額） 【①】
とんかつ浜勝：店内で食事をされた方、５％割引 【①】
焼肉なべしま：小学生以下の児童にジュースを一杯サービス 【①】
公文式：「こそだてちえぶくろ」への参加、「えほんだいすき～よみきかせガイド～」を無料提供 【①】
山形屋：ベビーカー貸出、ベビー休憩室等の設置、サービス介助士による、お買い物のお手伝い等 【①】

・４１７ 店舗
・１８０ 社

・市区町村等窓口にて交付
・対象世帯に直接郵送

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・中学生以下１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 子育て応援店舗推進
（東京都台東区）開始時期：平成20年10月

所管課：台東区子育て支援課と産業振興課で連携
事務局：上記所管課

特徴：
台東区は子供一人一人を大切にした子育てがしやすいまちを目指して
おり、子育てを地域で支える環境整備などの充実に努め、将来を担う子
どもたちが健やかに育つように様々な事業を展開しています。子育て応
援店舗推進では、台東区の妊婦から中学校３年生までの子供がいる世
帯に「たいとうすくすく手形」（カード形状）を配布しています。すくすく手形
の協賛店舗で買物をする際に、この手形を呈示すると各店舗が提供す
る割引や玩具のプレゼントなど、様々なサービスを受けられます。商店
が数多く立地しているという台東区の特性を活かし、子育て世帯を経済
的に応援するとともに、区内商店街店舗などでの消費拡大による地域経
済の活性化を期待できます。

東京ガス：ガスパッチョグッズプレゼント（毎月、先着２０名） 【①】
ザ・ボディショップ：１０％割引・５％ポイント加算 【①】
ａｍｐｍ：子どもにおもちゃ・おかし、様々なプレゼント 【①】
レストラン・ビストロマルス：デザートサービス、食事ならワンドリンクサービス 【②】
ちょんまげいもたまる：小学生までの子ども、ドリンク２０％割引 【②】
入谷小売市場：１０００円毎に福引抽選券１枚、毎週金曜日に抽選会 【②】

・２６６ 店舗

・市区町村等窓口にて交付

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【 49 】 

【 50 】 


