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４.ヒアリングレポート（自治体/3 件） 

（１）みえ次世代育成応援ネットワーク（三重県） 

①事業開始の経緯 

三重県では、平成 17 年度にスタートさせた「三重県次世代育成支援行動計画」で、『ささえ

あいの地域社会づくり』を提唱した。 

これを具体化する取組の一つとして、子どもの育ちや子育て家庭を社会全体で支えるという

思いを共有し、連携・協働しながら、子ども・子育て支援に取り組むネットワークの設立を県

内経済団体、子育て支援団体に呼びかけ、約１年にわたる準備会議を経て、平成 18 年 6 月に「み

え次世代育成応援ネットワーク」（以下「ネットワーク」という）が発足した。 

 

        ＜みえ次世代育成応援ネットワーク組織図（平成 23 年 10 月）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発足時、108 会員だったが、平成 24 年 2 月現在で、1,045 会員まで増加している。 

 

②事業の取組状況 

ネットワークの活動には、次の３つの取組がある。 

ア.県との協働による取組 

イ.ネットワーク内の取組 

ウ.会員（企業・団体による）個別の取組 

その活動は、全国知事会「優秀政策（保健福祉・少子高齢化分野）」（平成 20 年 8 月）や内閣

府「子ども若者育成・子育て支援功労者表彰 チャイルド・ユース・サポート章」（平成 22 年

11 月）といった形で認められている。 

 

＜取組の詳細＞ 

ア.県との協働による取組 

〇子育て応援！わくわくフェスタの開催 

地域社会全体で子育てを応援しているというメッセージを子育て家庭に届けることを目

的に、平成 18 年度から毎年１回、ネットワークと県との協働によるイベント「子育て応援！

わくわくフェスタ」を開催している。 

代表

ネットワーク運営委員会（15 名） 

 （企業 12 名、団体 2名、大学 1名） 

 

委員長（1 名） 

副委員長（1 名）   

運営委員（13 名） 

1000 会員ＧＥＴ 
プロジェクト（20 名）

プロジェクトリーダー 

プロジェクトメンバー

わくわくフェスタ 
実行委員会（10 名） 

実行委員長 

実行委員 
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回を重ねるごとに参加希望者が増加し、企画や運営についても、企業や学生の参画が増え

ることによって年々内容の充実が図られている。 

本年度の第 6 回までで、来場者、参加者の累計が 13 万 4 千人を数え、会員同士や会員と

若い世代（高校生・大学生）の交流、来場した若い家族とのふれあいにより、子育て支援へ

の意識が大いに高まるなど、ネットワークを象徴する「イベント」となっている。 

 

＜第 6回わくわくフェスタの様子＞ 

   

  

  

 

 

   

 

＜このイベントにおけるネットワークらしさ＞ 

・ブース出展で参加する企業は、本来の業務から離れ、子どもたちに楽しんでもらえる内容

で参加（毎年 100～130 件） 

・「もったいないプレゼント」として、会員企業の社員が不用になった子供服や絵本を提供

し、フェスタ来場者に無料でプレゼント（毎年 4,000 点前後） 

・企業オーナーが、社員に向け‘子育て支援’という「社会貢献」を語る機会 

・実行委員会発案による企画を多彩に展開 

遊び広場：県内大学が連携し、学生の企画で子どもたちの遊びや親子の交流の場を提供 

風船プレゼント：来場した子どもたちのために、地域の企業から寄附を募り、風船をプレ

ゼント 

会場内スタンプラリー：会場内で子どもたちによるスタンプラリーを実施（賞品は出展企

業から提供） 

ネットワークブース：家族同士のメッセージ交換、大きな落書き広場、子育ての不安を受

け止めるコーナー、子どものからだ相談コーナーなどネットワーク

直営ブースを、高校生ボランティア、企業ボランティアで運営 

・みえのこども応援プロジェクトへの参画 

三重県では、子どもの育ちを企業や地域の大人がさまざまな支援で支える「みえのこど

も応援プロジェクト」事業を推進している。 

ネットワークは、その中で、本物の仕事体験を提供し、子どもたちと夢を話し合う「わ

くわく！チャレンジタウン」への体験ブース出展、子どもたちの活動を地域で支える「子

育ちサポーター」養成への協力など、子どもの主体的な活動を支えるための取組に協力し

ている。 

それらの取組を通して、会員が子どもの力や可能性に触れ、子ども支援の気運が一層高
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まっている。 

・子ども虐待防止キャンペーンへの参画 

毎年 11 月の「子ども虐待防止啓発月間」に県が取り組むキャンペーンにネットワークと

して参画している。 

市町を巡回するキャラバン隊への参加、啓発ステッカーの社用車への貼付、社員による

オレンジリボンの作成・着用などの取組を通して、会員企業の中に「子ども虐待防止」「子

どもの育ち」についての認識が高まり、さらに意識の高い企業においては、児童養護施設

の子どもたちとの交流や施設の子どもたちへの支援検討などを個別に行っている。 

 

イ.ネットワーク内の取組 

・会員によるお互いさまの取組 

    会員がそれぞれ提供できるモノ、スキルなどで助け合う。 

（例）企業から団体へ 不要になったパソコンを提供 

      団体から企業へ 社内での子育て研修を実施 等 

・父親応援教室の実施 

会員企業と会員団体（大学）との協働で実施する父親のための子育て講座。 

   企業は、男性社員が子どもとともに参加できるよう勤務に配慮する。社員同士、子育ての情

報交換や家族ぐるみの交流にもつながっている。 

・お父さん、お母さんの職場を見に行こう 

親子がふれあい、互いに理解しあえる機会を拡大するため、会員企業が社員の子どもを親

の職場に招待し、見学、交流などを行う。 

・企業家と学生が未来を語る会 

   会員企業の経営者が大学に出向き、働くということ、仕事と生活の両立の大切さなど様々

に話し合う。 

 

ウ.会員（企業・団体による）個別の取組 

・自社の従業員への子育て支援 

    会員企業はそれぞれ、社員の子育て支援のための取組を進めている。 

★より利用しやすい育児休業制度の実施 

★育児休業を取得しやすく、復帰しやすい環境の整備 

★時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施 

★事業所内託児の実施 

★子どものための看護休暇制度の設置 

★ノー残業デー等の導入・拡充による労働時間の削減 

・次世代育成のための地域貢献 

    会員企業は、地元企業として、子どもたちの育ちを支える取組を行っている。 

   ★インターンシップや職場体験等による若者就労支援 
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★社会見学の受け入れ 

★子育て家庭応援事業への参加 

★通学時の見守り、交通安全指導の実施 

★学校等への出前授業や体験教室の実施  

 

③事業の課題  

三重県は、平成 20 年 4 月に健康福祉部内に「こども局」を新設した。 

こども局は、子どもに係る施策を一元的・総合的に推進する組織として設置され、これまで

福祉分野で取り組んできた、個別的、専門的な施策としてだけでなく、一般的、啓発的な社会

的アプローチで子ども施策に取り組み、次世代育成支援行動計画に掲げた『ささえあいの地域

社会づくり』の実現をめざして取組を進めている。 

さらに、平成 23 年 4 月、三重県は、地域の大人の関わりや支えによって子どもたちがさまざ

まな力を身に付け、豊かに育つことができる地域社会づくりをめざす「子ども条例」を施行し

た。条例の推進にあたっては、地域の支援が重要であり、そのために三重県の子ども政策にお

けるネットワークの位置づけは重要と考えている。 

今後は、ネットワークの連携・協働をより一層強化し、地域全体の気運の醸成を図ることや

具体的な支援を行うことが必要であり、そのための施策展開を行うことで、子ども・子育て支

援の地域づくりに多様で新たな可能性を追求していきたいと考えている。 
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（２）子育て応援の店推進事業（福岡県） 

①事業開始の経緯 

九州 7県では、平成 15 年 11 月に九州地方知事会「育児費用の社会的支援等に関する研究会」

が設置され、『子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、九州・山口地域全体で子育てを

支援していく気運をつくる』方針が打ち出されたことを受け、そのための事業化の検討が行わ

れ、平成 18 年 10 月より、NPO や企業・店舗等の協働により社会全体で子育てを応援する「九

州子育て応援の店事業」が、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県の 6県でスタ

ートし、さらに平成 19 年 1 月には鹿児島県が参加し、九州 7県で実施されている。 

 

②九州各県の取組状況 

   福岡県をはじめ、九州各県の取組状況は次のとおりである。 

 

九州各県の取組状況 

県名 サービス 
開始時期

サービス対象 対象の確認方法 
（経済的サービスの場合） 

その他 登録店舗 
（H23.9.1 現在）

福岡県 H18.10.01 小学校入学前の
子どもがいる家庭

目視（金融機関など店舗

によっては証明書により

確認） 

 13,604 

佐賀県 H18.10.01 同上 会員証（携帯電話に認

証画像を配信）の提示 
 1,236 

長崎県 H18.10.01 同上 目視（金融機関など店

舗によっては証明書に

より確認） 

 2,550 

熊本県 H18.10.01 同上 目視（金融機関など店

舗によっては証明書に

より確認） 

 1,687 

大分県 H18.10.01 18 歳未満の子ど
もがいる家庭 

会員証（携帯電話に認

証画像を配信）の提示 

店舗からの協賛金 

 1 年間 10,000 円 

初期登録費用 

      10,000 円 

※現在は NPO

の自主事業

※509 

宮崎県 H18.10.01 小学校入学前の
子どもがいる家庭

目視（金融機関など店

舗によっては証明書に

より確認） 

 2,022 

鹿児島県 H19.01.29 妊娠中の方、18
歳未満の子ども

がいる家庭 

パスポートカードの提示 市町村事業 
（市町村管内の店舗

勧誘、パスポート交

付事務など） 

1,690 
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③統一シンボルマークの使用 

子どもがすくすくと育つように、「芽」を表現した緑の両手で子どもを守り、支えている様子

を描いた統一シンボルマークを作り、使用している。 

 

   ＜7県共通の統一シンボルマーク＞      ＜福岡県のシンボルマーク＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

④福岡県の取組 

ア.これまでの取組 

●これまでの主な事業内容 

 
主な事業内容等 目標登録店舗数 

登録店舗数
（各年度末） 

H18 年度 子育て応援の店登録店舗募集（7 月） 

登録店舗でのサービス提供開始（10 月） 

3,000 店舗 

（H19 年度末） 

1,041 店舗 

H19 年度  6,468 店舗 

H20 年度 九州子育て応援の店プレゼントキャンペーン 10,000 店舗 

（H22 年度末） 

7,417 店舗 

H21 年度 「子育て応援自動販売機」の設置 

登録店舗数 10,000 店舗突破 

10,003 店舗

H22 年度 「子育て応援の店」めぐりプレゼントキャンペーン 20,000 店舗 

（H26 年度末） 

10,876 店舗

 

 

●これまでの登録店舗数拡大の取組 

・事業組合やチェーン展開をしている店舗を中心とした登録依頼 

・商工会、商工会議所等への協力依頼（登録依頼・協力依頼に関しては、県及び業務委託先

の公益財団法人福岡県地域福祉財団により実施） 

  ・県及び財団のＨＰ、広報媒体等を活用した広報活動の実施 

 

イ.登録店舗の推移と主な店舗 

登録店舗の推移をみると、毎年増加しており、平成 23 年 9 月現在、13,604 店舗となって

いる。 

また、登録店舗が多い主なチェーン店は、理美容、学習塾、コンビニなどとなっている。 
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＜登録店舗数の推移＞              ＜登録店舗数が多い主なチェーン店等＞ 

 

 登録店舗数

理美容 4,539

学習塾 1,168

コンビニ 1,007

新聞販売店 916

郵便局 722

銀行 408

農業協同組合 271

レストラン等 227

バーガーショップ 201

ドラッグストア 153

トヨタ 150

各信用金庫 143

眼鏡 104

104 

 

 

ウ.H23 年度事業における取組 

平成 23 年度においては、現状と課題を踏まえた展開を実施することとした。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（店舗） 

●H26 年度末までの登録目標店舗数を 20,000 店舗に設定しているにもかかわらず、

H22 年度の登録店舗増加数が 873 店舗と新規登録のペースが鈍化。 

●これまで県内でチェーン展開する店舗を中心として拡大してきたため、県内事業

所の約 6割を占め、県民生活に身近な小売業や飲食店の登録率が低い。 

●県民に一番身近な「商店街」における店舗の登録が進んでいない。 

【現状・課題】 

◇各店舗を直接訪問して、子育て応援の店への登録を依頼する『子育て応援の店個

店開拓』の実施 

◇商店街単位での子育て応援を促進する『子育て応援商店街づくり』の実施 

【H23 年度における取組】 
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＜取組の詳細＞ 

ア.子育て応援の店 個店開拓 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

イ.子育て応援商店街づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

〇「緊急雇用創出基金事業」を活用して、公益財団法人福岡地域福祉財団に業務委託 

〇個店開拓員 10 人を雇用し、県内の商店街を中心に各店舗を直接訪問し、登録を依頼 

〇個店開拓の期間は、6月から 11 月までの半年間で実施 

〇H23 年度単年度事業として実施予定 

【事業概要】 

【事業効果】 

①子育て応援の店登録店舗数の大幅な増加 

 ・個店開拓により、3ヶ月で 2,671 店舗登録 

 ・半年間で 5,000 店舗の登録を目標 

②県内全域での登録促進 

 ・8 月時点で県内市町村のうち、41 市町村で 

  個展開拓を実施 

 ・今後、全市町村での個店開拓を実施 

〇「子育て応援の店」の登録が一定規模以上あり、商店街単位で子育て応援に取り組む商

店街を「子育て応援商店街」とすることで、地域社会全体で子育てを応援する気運の更

なる醸成を図るとともに、子育て応援の店の登録拡大と商店街の活性化を図ることを目

的とする 

〇個別の「子育て応援の店」での取組には限界があるため、店の集合体である商店街単位

での取組を促進する 

【事業概要】 

【子育て応援商店街づくりに取り組むメリット】 

①商店街：商店街の活性化、子育て家庭の集客アップ、イベント等の開催が容易 

②住民：子ども連れでの買い物、外出における利便性向上 

    子育ての孤立化に伴う不安感、負担感の軽減 

③行政：地域社会全体で子育てに取り組む気運の更なる醸成 

    子育て応援の店の登録拡大 

【H23 年度における取組】 

〇H23 年度はモデル事業として実施 

〇県内各地の 20 商店街に協力依頼 

〇協力に同意をもらえる商店街に「子育て応援商店街『のぼり』」を作成して配布 

H23.6月 879店舗
H23.7月 872店舗
H23.8月 920店舗
合計 2,671店舗

月別登録状況
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⑤今後の課題と新たな取組に向けて 

   平成 22 年度に福岡県で実施した「保育サービス実態調査」結果から、今後の課題として、

「提供サービスの充実」ならびに「県民への認知度向上」が挙げられる。 

 「提供サービスの充実」については、「子育て応援の店」利用者の評価は概ね好評であるのに

対し、提供するサービスに関する評価は必ずしも高くないことから、提供サービスの充実が求

められている。 

   また、「子育て応援の店」を「知っている」と答えた人は、全体の 26.2%であり、「知ってい

る」と答えた人のうち、「利用したことがある」人は、約１／３であったことから、認知度向上

の取組が必要である。 

   平成 24 年度以降の取組としては、「子育て応援モバイルパスポートの発行」ならびに「子育

て応援商店街づくりの拡充」を検討中である。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 103

（３）江東さざんかカード事業（東京都江東区） 

①事業開始の経緯 

江東区では、平成 19 年度に「子育てファミリーや高齢者、障害者への応援カードの発行」を

区長が公約の一つに挙げ、そのための事業化の検討を行なった。 

その取組として、平成 20 年 4 月から区内商店などの協力により、買い物や食事・サービス提

供の際の割引制度などを導入することで、子育てしやすい環境をつくり、また高齢者がいつま

でも元気で活動でき、誰もが住み続けたいと思う区とするとともに、区内中小企業の売上げ増

など、地域商業の活性化が図れる「江東さざんかカード事業」を開始した。 

 

②事業の概要 

妊婦を含む子育て世帯をはじめとした対象者に、区が「さざんかカード」を発行する。その

カードを協賛店で提示すると、それぞれの店舗独自の特典（価格割引、粗品進呈、ポイント加

算など）が受けられる。なお、特典にかかる経費については、全額協賛店が負担している。ま

た、区では協賛店・特典情報などの発信を担っており、さざんかカード対象者を、区と店舗が

一緒になり、地域で応援する社会貢献事業である。 

 
◇事業の特色 

この事業の特色は、対象者を子育て世帯に特化せず、妊婦を含む 15 歳以下の子どものいる子

育て世帯、65 歳以上の高齢者、障害者手帳をお持ちの方、難病患者の方などとしている社会貢

献事業というところである。 

   また、商店街振興という観点から、中・大規模小売店舗、商店会未加入チェーン店などは協

賛店の対象から除外している。なお、1店舗につき 3,000 円の協賛店登録料が必要となる。 

 

 



 104

◇これまでの取組 

・江東さざんかカード事業の周知 

区報での周知及び登録店舗を 5つの地区別に掲載した事業協賛店紹介冊子を、対象約 11 万世

帯や新規カード対象者に配布するとともに、店舗には、さざんか協賛店フラッグ並びにステッ

カーやスタンドを配布している。併せて、公式ホームページ「江東さざんかＷＥＢ」を開設し、

事業の周知に努めている。 

・さざんかカード及び協賛店の利用促進 

   平成 21 年 6 月からは、さざんかカードおよび協賛店の利用促進に向け、協賛店で買い物をし

て、スタンプを集め応募すれば景品が当たる「さざんかカード応援キャンペーン」を実施し、

毎月 2,000 通以上の応募がある。さらに、平成 22 年度からは、秋の区民まつりでの大抽選会も

実施している。 

・協賛店数拡大の取組 

当初 715 店でスタートした協賛店数を増やすため、平成 21 年度には職員による区内商店街を

中心とした各店舗を直接訪問し、協賛店への登録依頼を行うなど拡大に努め、約 1,000 店とな

る。また、平成 23 年度には、さらなる協賛店の増加を目指し、期間中に登録した店舗には、事

業協賛店紹介冊子の掲載スペースを通常より増やす「さざんかカード事業協賛店加入促進キャ

ンペーン」を前期に実施した。さらに、後期には期間限定で登録費用を割引く「登録促進キャ

ンペーン」のチラシや案内を区内未加入店舗に配布し拡大を図っている。  

 

③事業の課題 

   本事業の目的の 1つに、商店街振興があり、そのため、現在、中・大規模小売店舗、商店会

未加入チェーン店などは協賛店の対象から除外しているが、再開発等により人口が増えている

臨海部などでは、利用できる店舗が限られていることが課題である。このため、規制等により

小規模店舗の出店が不可能な地域では、大型店舗の中の個別テナントは、今後、加入対象とす

る検討が必要になっている。 

   また、平成 22 年に実施した実態調査で協賛店から一番多かった意見は、周知・ＰＲ不足が挙

げられている。このため、平成 24 年度には、情報誌やマップの発行を予定しているとともに、

「江東区子育て情報ポータルサイト」と「江東さざんかＷＥＢ」の連携を検討している。 

  

 

事業協賛店紹介冊子 


