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子育て応援コンソーシアム 第 1 回会合 議事録 
日時：平成 30 年 7 月 31 日（火）  
場所：イイノカンファレンスホール 
 
■開会の挨拶 
阿南：皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただ今より、子育て応援コンソーシアム第

1 回会合を開催させていただきます。 
 今年は、例年にない大きな災害や猛暑に見舞われている日本列島です。被災された方々に

は、一日も早い日常を取り戻されるようにお祈りしますとともに、本日ご臨席の皆様にも、

熱中症などにはくれぐれもご留意いただきたいと思います。 
 
 本日は、会合ではございますが、どうぞ、ご遠慮なく水分補給をしていただきますように、

お飲み物のご用意もございますので、皆様方にもご注意いただければと思います。 
 申し遅れましたが、本日の司会進行を務めてまいります、私、阿南貴恵と申します。どう

ぞ、最後までよろしくお願いいたします。（拍手） 
 それでは、初めに、主催者を代表いたしまして、内閣府特命担当大臣、松山政司よりごあ

いさつを申し上げます。それでは、よろしくお願いいたします。 
松山：皆様、こんにちは。 
会場：こんにちは。 
松山：子育て応援コンソーシアム第 1 回会合の開催に当たりまして、少子化対策担当大臣

として、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。 
 まず、平成 30 年 7 月のこの豪雨災害によってお亡くなりになられた方々に、心からご冥

福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に、一日も早い復旧・復興をともに祈念

し、お見舞いを申し上げたいと存じます。政府といたしましても、一体となって、一日も早

い復旧・復興に、全力で取り組んでまいりたいと思います。 
 さて、わが国は、急速に進む少子高齢化という、まさに国難と言うべき状況に直面してお

ります。先月公表されました統計におきましては、平成 29 年の出生率が、94 万 6,000 人、

過去最少となりました。そして、平成 29 年の合計特殊出生率は、1.43。前年の 1.44 から

0.01 低下した状況であります。また、自然増減数もマイナス 39 万 4,000 人と、過去最大に

なりました。 
 こうした中、内閣府におきまして、私が主催して、今年の 1 月に少子化克服戦略会議を立

ち上げまして、従来の発想にとらわれない形で、広い視点から対応策を検討してきたところ

でございます。 
 今日も、その戦略会議の委員の方々にもご参加いただいているところでありますが、6 月

にこの提言をまとめました。子育てに優しい社会的機運の醸成に向けた国民運動の基盤と

して、官民合同の子育て応援コンソーシアム、これを立ち上げるということも、大きな柱の
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一つとして盛り込まれております。 
 この提言を真摯（しんし）に受け止めまして、可能なことから直ちに実行に移していくた

めに、今般、子育て応援コンソーシアム第 1 回会合を開催させていただいた次第でござい

ます。 
 ご多用にもかかわりませず、わが国を代表する団体・企業のトップの皆さんに、今日は、

本当に多くの方々にお集まりいただいておりますことに、衷心より厚く御礼を申し上げた

いと存じます。 
 もとより、子育てに優しい社会の実現は、行政の努力だけで成し得るものではありません。

民間企業のリーダーの皆さんが連携して取り組んでいただくことで、この日本の未来を変

える第一歩を踏み出すことができるというふうに思っております。 
 本日お集まりいただいた団体・企業のトップの皆様のリーダーシップが、まさに鍵となっ

てこようかと思います。本日は、子育て世帯の暮らしに身近な公共交通、また、小売業に光

を当てて、各分野で、子育てに配慮した取り組みについてお聞かせいただく他に、このよう

な取り組みを一層充実させていく上での課題について、忌憚（きたん）のないご意見をぜひ

ともお聞かせいただきたい、そういう思いで企画したところでございます。 
 どうぞ、最後まで、活発なご意見をいただきますようにお願い申し上げまして、一言、ご

あいさつに代えさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。（拍手） 
阿南：主催者を代表いたしまして、まずは、大臣からごあいさつを申し上げました。 
 では、ここからは、各団体・企業の代表者のご紹介と、代表者さまから、取り組みや応援

コメントなどを、短い時間ではございますが頂戴したいと存じます。恐縮ではございますが、

ご紹介、コメントの発表は、お席でご起立いただき、発表いただければ幸いでございます。 
 なお、ここで 1 点、お詫びがございます。お手元にお配りいたしました資料の中で、一般

社団法人日本フランチャイズチェーン協会さまの資料に、一部、古い情報が掲載されており

ました。新しい情報は、内閣府のホームページに掲載いたしますので、恐れ入りますが、ご

了承をお願いいたします。 
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■出席メンバー紹介、業界トップによる子育て応援コメント 
阿南：では、最初に、東日本旅客鉄道株式会社常務取締役、新井健一郎さまからお願いいた

します。 
新井：常務取締役の新井でございます。 
 私どもの子育て応援に関する取り組みについて、ご紹介させていただきたいと思います。

私どもは、「HAPPY CHILD PROJECT」という名称で、子育て中のご家族を応援する取り

組みをこれまで進めてきたところでございます。 
 まず、駅型保育園というのを整備してまいりました。これを初めてやりましたのが、ちょ

うど 22 年前になりますけれども、1996 年に国分寺駅に開設して以来、これまで整備を進

めてまいりまして、今現在、子育て支援施設につきましては、保育園を含めまして、128 カ

所ということになっております。 
 駅に近いところに保育園を整備するということで、子育て中のご家族の方には便利なと

ころということで、これまでご利用を賜っているところでございます。128 カ所、それから、

お子様としては、年間約 7,000 名のお子様にご利用いただいているということでございま

す。 
 それから、保育園と高齢者の方との交流施設ということで、「COTONIOR」という施設を

沿線に展開してございます。これは、子供とシニア層が交流する多世代型の交流施設という

ことでございまして、お年寄りの方にとりましても、子供と接することによって癒やされる

ことで、気力の充実だったり、体を動かすことで寝たきりの予防につながるという施設でご

ざいます。 
 この春には、新川崎駅から西側に 10 分ほど歩いたところに、「COTONIOR GARDEN 新

川崎」という施設を造りまして、これは、保育園と高齢者福祉施設、それから、商業施設と

か住宅も兼ね備えた複合型のまちでございますけれども、整備いたしまして、今日まで至っ

てございます。引き続き、このような取り組みをやっていきたいと考えているところでござ

います。 
 それから、去年の 10 月からでございますけれども、子供見守りサービス「まもレール」

というサービスを新たに行っております。これは、お子様が自動開札を通過するときに、

Suica をご利用された場合には、事前に登録することによって、ご家族の方に開札を通過さ

れたことが通知されるという、安全・安心のサービスでございます。現在、首都圏 244 駅で

ご利用いただいているというところでございます。 
 それから、もう一つの取り組みでございますけれども、「声かけ・サポート」運動という

のを今、取り組んでございます。これは、駅の社員とか、周囲のお客様が駅を利用する際に、

体の不自由な方でありますとか、子育て中のご家族でありますとか、困ったお客様がいたら

進んで声掛けをしてもらう、手伝ってもらうというふうな取り組みでございます。 
 私どもではなくて、他の鉄道会社さんも一緒になって取り組んでいることでございます

ので、これを引き続き、浸透できればなというところでございます。 
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 これまで、長年にわたり、こういう形で子育て支援事業を推進していくことができたのも、

国や地方自治体とか、多くの皆様のご理解とご支援の賜物と感謝している次第でございま

す。今後ともこのような形で、いろんな取り組みを私どもとしてもやっていきたいと考えて

おりますので、引き続きのご支援、ご理解を賜れればというふうに思います。 
 私からは、以上でございます。 
阿南：ありがとうございました。続きまして、東京地下鉄株式会社代表取締役会長、安富正

文様からお願いいたします。 
安富：はい。東京メトロの安富でございます。 
 後ほど、私どもの取り組みにつきまして詳しく、事例研究ということで説明をすることに

なっておりますので、私のほうから、概要を簡単に説明させていただきたいと思います。 
 当社は、東京地下鉄という性格上、どうしても、移動する際には上下に移動しなきゃいけ

ないということで、特に子育てをされているお子様連れの方、そういう方がなかなか移動し

がたいというようなことがございますので、まず、ハード面ということでは、バリアフリー

という観点から、エレベーターとかエスカレーターの整備を着実に進めております。 
 まだ、必ずしも十分ではないところもございますが、これからの東京オリンピック、ある

いは、いろんなことに向けて、バリアフリーの整備ということでやってきておりますし、そ

れから、トイレの整備ということでも、単なるトイレではなくて、多機能トイレという形で、

いろんな、ベビーベッドみたいなものも含めて、そういう整備をしておりますし、それから、

車内のスペースの確保といったようなことにも、優先席の積極的な活用をお願いしたいと

いうようなことでやっております。 
 そういうハード面での取り組みと同時に、われわれとしては、まだ、何のかんのいっても、

直接サービスを提供する駅員がございますので、駅員による介助サービスといったような

形での気の配り、おもてなし、そういうことを教育して、やるようにしておりますし、さら

には、まだ実験段階ではございますが、ICT を活用していろんな情報を提供する。特に、バ

リアフリールートであるとか、多機能トイレの位置であるとか、そういう情報を提供するこ

とによって、ご不便をかけないようにしたいということでやっております。 
 それから、なかなかわれわれは、先ほどの JR さんと違って、土地の余裕がないものです

からあれですが、保育所の開設というのは、ある意味で、高架下のスペースを利用して、現

在、保育所を何カ所か造って、地域の人の活用に寄与しているところでございますし、それ

から、将来の子育て支援ということで、キッザニア東京への出展というような形で、いろん

な、次世代の子供の育成支援にも取り組んでいるところでございます。 
 われわれとしましても、これから子育て世帯を応援して、外出が少しでもスムーズに行え

るように、東京メトロは子育て応援企業という気概を持って、これから皆さんと一緒に、子

育てを応援する社会的な機運の醸成に努めてまいりたいと思いますので、何とぞよろしく

お願いいたします。 
 ありがとうございました。 
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阿南：ありがとうございました。 
 続きまして、一般社団法人日本民営鉄道協会理事長、福本啓二様、お願いいたします。こ

れからは、どうぞ、ご着席のままお話を頂戴できればと思います。 
福本：では、着席のまま失礼いたします。日本民営鉄道協会でございます。 
 既に、JR さん、東京メトロさんからお話がありましたので、私ども民営鉄道について、

少し特色のある部分をご説明したいと思います。資料をお配りしておりますが、この 4 ペ

ージをご覧下さい。私どもは特に、大手民鉄に固有のところは、やはり沿線の価値の向上と

いうか、魅力ある地域づくり、それによって、利用者も増えますし、場合によっては、長く

住んでいただくということによって、トータルでやっていくということに力を入れており

まして、例えば、キッズパークを造ったり、博物館を造ったり、こういう、生活産業として

トータルで見ていくというような形を進めておりますし、さらに、保育園とか、宅配便ボッ

クスを設置したりする、こういうことに力を入れているというのが、1 点、特色があるかと

思います。 
 それから、私ども社員について、次の 5 ページにも書いてございますが、社員の有給休暇

とかについても十分配慮しておりますけれども、最近発表させていただいた特色のある「キ

ャリアトレイン」という制度を導入しておりまして、これは、大手民鉄相互で、例えばご主

人が転勤になった場合に、奥様が離れなくてはいけないような場合に、そこにもし同じよう

な種類の鉄道会社があれば、相互に受け入れていこうということを始めております。鉄道会

社が自分でいろいろやっているうちにできた制度なんですが、こういう形で、できるだけ長

く働けるような場を作っていく工夫もしております。 
 先ほど各社からお話ししました、エレベーター、エスカレーターとか、そういうことも当

然でありますけれども、子育てに優しい輸送サービスの提供と、沿線のまちづくりなどに引

き続き取り組んでいきたいと思っています。 
 以上でございます。 
阿南：ありがとうございました。 
 続きましては、公益社団法人日本バス協会理事長、梶原景博様、お願いいたします。 
梶原：日本バス協会の梶原でございます。 
 バスは、お子様からお年寄りまで、身近な生活の足としてご利用いただいております。こ

のたびの豪雨災害におきましても、被災者やボランティアの輸送、また、鉄道が不通の区間

がございますので、代行輸送として、学生などの輸送に活躍いたしております。 
 子育てにつきましては、子供たちの成長に応じて、幼稚園バス、スクールバス、通学に使

う路線バスとして、さらには、修学旅行や学校行事に使われる貸し切りバスとして、安全・

安心な輸送サービスの提供に努めております。 
 運賃につきましては、幼児は無料であり、子供向けのさまざまな企画乗車券も販売されて

おります。また、お子様連れでも乗りやすいノンステップバスも相当普及しておりまして、

ベビーカーでのご利用にも配慮いたしております。 
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 この他、バスは子供たちに人気の乗り物の一つでございますので、明日、あさってと開催

される「霞が関こども見学デー」に、私どもは、屋根がない 2 階建ての観光バスを運行し

て、お子様方に乗っていただく、そういう企画も用意いたしております。 
 バス業界としては、子育て応援に取り組むこと、これはもちろんでございますけれども、

お子様方により一層バスを好きになってもらいたい、そういう思いでございます。 
 以上でございます。 
阿南：ありがとうございました。 
 続きまして、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長、川鍋一朗様、お願いいた

します。 
川鍋：はい。川鍋でございます。タクシーでございます。 
 ドア・ツー・ドアの公共交通機関といたしまして、移動に制約のある子育て中の方々、そ

れから、妊婦さん、この方々を対象に 2 つ、まず、子育て中の方には、チャイルドシートが

付いた「子育てタクシー」というものを全国的に、そして、妊婦の方には、呼べば必ず来る

事前登録制の「陣痛タクシー」というものをやらせていただいて、こちらはどちらも東京発

で、今、全国に広がっております。詳細は、この後、事例紹介でご案内させていただきます。 
 私自身、全国の協会の会長としましても、ただ、5 歳、3 歳、1 歳の現役の子育て世代で

ございますので、実感を持って取り組んでまいりたいと思います。 
 ありがとうございます。 
阿南：ありがとうございました。 
 続きまして、定期航空協会企画委員長、三浦明彦様、お願いいたします。 
三浦：はい。ANA の三浦でございます。 
 私ども航空会社でも、小さなお子様連れの御家族が、快適な空の旅をお過ごしいただける

ように、いろいろな取り組みを行っております。詳細は、お手元に資料がございますのでご

覧いただければと思いますが、例えば出発空港では、特設のご案内カウンター、あるいは、

ベビーカーの貸し出し、あるいは、ラウンジにもキッズスペースというのを設けております。 
 それから、ご搭乗時も、事前開札ということで優先的に機内にご搭乗いただき、あるいは、

機内でもベビーベッド、あるいは、チャイルドシート、絵本、おもちゃといったようなもの

もご用意して、ストレスなく空の旅を過ごしていただけるようなことをずっとやってきて

おります。 
 今日はこういった貴重な場を頂きまして、他の業界の方のいろいろな取り組みも聞かせ

ていただいて、何か参考になることがあれば検討を進めてまいりたいと思います。 
 どうぞ、よろしくお願いします。 
阿南：ありがとうございます。 
  続きまして、一般社団法人日本旅客船協会副会長、加藤琢二様、お願いいたします。 
加藤：日本旅客船協会の副会長を務めております、ジャンボフェリーの加藤と申します。ど

うぞよろしくお願いします。 
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 船は少しマイナーな乗り物かもしれませんけれども、公共交通の一員として、本会議のメ

ンバーに加えていただき、ありがたく感じております。 
  船という乗り物は、小さなお子様連れのお客さまにとって、大変優しい乗り物だと思っ

ております。理由が 4 点ほどございまして、まず、1 点目、何といっても広い。お子様が走

り回っても大丈夫なスペースがあります。 
 2 点目、授乳室とか、シャワーとか、お風呂、船内の利便施設というものは、かなり充実

しています。また、最近では、バリアフリーに対応した船というものも増えてきております。 
 3 点目ですけれども、デッキに出て風に当たれる。移動中、外に出られるという公共交通

機関は、多分、船だけだと思います。 
 4 点目、これは大事なんですけれども、車と一緒に移動ができるということだと思います。

やはりマイカーというものは、家族連れ、お子様連れのお客さまにとって、最強の乗り物だ

と思っております。そのマイカーの移動と公共交通の移動と、このいいとこ取りができると

いうのが、フェリーの移動の特色であろうというふうに思います。 
 こうしたことから、日本旅客船協会のほうでは、子供たちにもっと船を身近に感じていた

だこうというふうな目的にしておりまして、毎年、海の日と、こどもの日に、子供無料キャ

ンペーンというものを全国で実施しております。 
 子供が海の日、こどもの日のどちらかで、キャンペーン対象航路に乗っていただくとただ

になるというイベントなんですけれども、協会としては、もっと知名度を上げていかなけれ

ばいけないというふうに考えているところです。 
 今回の会議の結成を機といたしまして、松山大臣、大沼政務官のリーダーシップの下で、

業界を挙げて、子育て支援のための取り組みをさらに積極的に進めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
阿南：ありがとうございました。 
 では、ここからは、お向かいの席に座られている皆様に、コメントを頂戴してまいります。

日本チェーンストア協会会長、小濵裕正さま、お願いいたします。 
小濵：チェーンストア協会の会長をしている小濵でございます。よろしくお願いします。着

座にして失礼します。 
 ご承知のように、われわれの小売業というのは、もはや、ものを売る時代ではない、それ

だけではお客さんは来てくれないと同時に、やはり大手のナショナルチェーンとは別に、地

方にはスーパーマーケットがたくさんあります。こういうところは、十分なスペースはもち

ろんないんですけれども、今、チェーンストア協会をはじめとして、小売業で取り組んでい

る問題は、地域経済の活性化ということと、地域の生活者に何ができるか、この 2 つをテー

マに取り組んでおるわけでございます。 
 その一つが、今から説明させていただきますけれども、子育てという観点からいけば、各

地方自治体がやっておる子育ての割引制度、こういうものに全部参加していくということ

で、大いに、今、活用が毎年、毎年増えていっています。恐らく、経済環境が良くないんだ



 8 

ろうと思いますけれども、そういうことの中で、非常に利用率が高まってきておる。これを

積極的に進めていくということです。 
 それから、もう一点は、子供さんが、いわゆる幼児から小学生に入っていって、今、非常

に食生活が貧しくなっている、そういうことの中で、俗に言う、食育ということに対して、

非常に力を入れているところです。 
 大体、年間で、全国のスーパーで、5 万人の子供さん、幼児が、実際に座学と、現物の野

菜等々を触りながら勉強していく、こういうふうなことで、健康な子供たちを育てていく環

境をつくろうと、こういうことで、既に、今まで 36 万人ぐらいの小学校、それから、幼稚

園児に対して、こういう教育をしておる。 
 こういうふうなことをやっておるわけでして、なおかつ、皆さん方から出ておりますけれ

ども、いわゆる企業内保育園ということを、まだ、緒に就いたところですけれども、それぞ

れが積極的に取り組みだしたということで、私どもの企業も、来年の 4 月に保育所を造ろ

うと、今、申請は全部終わっておるわけですけれども、そういう取り組みを活発にやり始め

たということになっています。 
 また、スーパーや百貨店さんもそうですけれども、狭いながらも、キッズランドを造って、

お母さんたちがお買い物をされる間も、安心して子供さんたちをお預かりする、そういうこ

とを何とか工夫をしながら造っていく、こういうふうな活動を今やっている最中でござい

まして、まだまだ皆さん方の前で、威張って話せるような状況ではありませんけれども、今、

各小売りスーパーは、そういう取り組みを積極的にやっておるということだけ、ご紹介させ

ていただきたいというふうに思います。 
 ありがとうございました。 
阿南：ありがとうございました。 
 続きまして、一般社団法人日本ショッピングセンター協会副会長、村上教行さま、お願い

いたします。 
村上：紹介にあずかりました、副会長の村上です。よろしくお願いします。 
 当協会は、国内で 1,600〓SC〓のショッピングセンターを有するデベロッパーさん 319
社と、そこのショッピングセンターに入っておられます専門店、百貨店、大型店等々のテナ

ントさまが 315 社、そして、その建設、建築、そして、そのサポートをするショッピングセ

ンターの企業の構成が 316 社、合計で 950 社から成り立っているのが、この日本ショッピ

ングセンター協会でございます。 
 われわれはテナントの構成を変えることにより、時代の変化やお客さまのニーズに合っ

た施設として、絶えず、その時代に合わせて進化し続けていかなければいけないというふう

に思っております。 
 本当の課題は、今のテーマにありますように、少子高齢化への対応。また、ショッピング

センターで、その施設の整備・運営において、最大の課題になっているのも事実でございま

す。 
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 最近、本当に急激に増加しております訪日韓国人のお客さまへの対応や、先の災害時にお

けるライフラインへの役割等も考えますと、ショッピングセンターというよりは、コミュニ

ティーセンターというふうな様相が強くなってきました。 
 われわれが今、課題であります子育ての支援で進めております大きな考え方だけ述べさ

せていただきますと、内閣府さまで進めております企業主導型の保育事業を、広く会員に利

用してもらうために、協会内にワーキング会議を設置しまして、制度の研究や、セミナー等

の説明会の開催、事例紹介等の広報活動を行いまして、普及を促進してまいりました。その

効果もありまして、ショッピングセンター内での保育所の設置が増加しております。 
 また、2 つ目としましては、全ての女性が輝く社会の実現の方策の一つとして、国土交通

省さまが所管されております「女性が輝く社会づくり」につながるトイレ等の環境整備、そ

して、利用の在り方に関する協議会にも参画しまして、ショッピングセンターでの授乳、お

むつ替えの施設等について、ますます研究を進めていきたいと思っております。 
 3 番目は、経済産業省さまで所管されております商業施設内の遊戯施設の安全に関するガ

イドライン等も作成し、協力しまして、ショッピングセンターにおける、多く設置されてい

るお子様向けの遊具の安全の確保に努めてもおります。 
 このようなことを協会の月刊誌を通じまして、ショッピングセンターを「ママ・パパが喜

ぶ快適施設」としまして、2017 年の 5 月号では、集中して広報活動を行っていたところで

ございます。 
 こういうふうにいろんな活動を行っておりますが、今後、後の時間で具体的な事例がある

と思います。 
 われわれも愚直に、この子育て支援に取り組んでいきたいと思っておりますので、今後と

も継続的なご指導をよろしくお願いします。 
 どうもありがとうございました。 
阿南：ありがとうございました。 
 続きまして、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長、中山勇さま、お願いい

たします。 
中山：フランチャイズチェーン協会の中山でございます。 
 フランチャイズチェーン協会は、フランチャイズビジネスを展開する本部の協会でござ

いまして、大きく分けて 3 つの業界がございます。１つがコンビニエンスストア、２つ目が

ファストフードやコーヒーショップなどの外食業、そして３つ目が、学習塾や体操教室など

のサービス業です。これらの業界でフランチャイズビジネスを展開している方々が集まっ

た協会でございます。 
 従いまして、日常的にご利用いただいている子育て世代の皆さんは、私どもにとって大変

重要なお客さまであると同時に、この方々へのサポートはお店のクオリティーを問われて

いることにもなっております。 
 まず、地方自治体が展開しております「子育て支援パスポート」ですが、これには各社と
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も積極的に取り組んでおり、特別割引や授乳スペースの提供等を各店で行っております。 
 また、コンビニエンスストアは各自治体と包括連携協定を締結しております。コンビニは

24 時間 365 日開いておりますので、包括連携協定という形で自治体と協力し、地域の安全・

安心、災害対策、観光支援や、青少年の育成、さらには、環境対策など、一緒に取り組みを

させていただいております。その中に「子育て支援」というものもございまして、各自治体

といろいろな約束事をして、授乳がしやすいように配慮する等の取り組みを進めておりま

す。 
 具体例は、ご提示いたしました資料にございますので、お読み取り下さい。 
現在、全国に 1,335 のフランチャイズビジネスを展開している本部があり、26 万店の店

舗があります。 
 協会を組織しているのは、その半分の 13 万店ほどですが、私どもの業界は消費者に一番

近いところで日々接しており、本取り組みについても、ご期待に十分に応えたいと思ってお

りますので、何卒よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 
阿南：ありがとうございました。 
 続きまして、全国商店街振興組合連合会副理事、阿部眞一さま、お願いいたします。 
阿部：はい。阿部でございます。 
 本日は、肌感覚で商店街の代表としての意見を申したいということで、はせ参じました。

よろしくお願いいたします。 
 商店街は、非常に絶命品種という形で危機感を持っています。特に地方自治体の人口が 10
万人以下の商店街は、なかなか持続可能は厳しい状況であります。地方の商店街は本当に逼

迫（ひっぱく）しておりまして、次の手がなかなか考えられない、どうやっていいか分から

ないという状況にある中、商業というものの切り口で活性化することも大事ですが、やはり

商店街の絶対的な強みである、人と人とのコミュニケーション、この担い手となって商店街

が再生するということの基準に変化、共存させたほうが良いのではではないかと考えてい

ます。 
 私ども商店街は、古くから中山道岩村田宿の商店街という歴史資源を持っています。 
だからこそ人と人とのつながり、安心・安全、環境、福祉、高齢者の相談相手、子育て、ま

た、文化の創造、歴史の伝承を趣におき、歩いて楽しい街の中に、お買い物ゾーンがあり、

さらに、そこには人と人とのコミュニケーションがあれば、持続可能な街のエリアとして最

高だろうという基準がこれからは大切だと考えます。そんな商店街エリアとして活性化し

ていく上には、子育ての応援というものは、なくてはならない必須事業だと思います。 
 では、どういった子育て事業を実践してきたかということは資料の中に具体的にも書い

てありますが、例えば、子育て支援として商店街が運営する寺子屋塾ですとか、中学校の時

代に不登校だった子供、高校に行けない子供を集めて、商店街の施設に通うことによって高

校を卒業できるということとか、乳飲み子を抱えたノイローゼの若いお母さんが、お助け村
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という場所に集まってきてダベリングしてガス抜きをするカフェを運営、あとは、イオンさ

んと連携いたしまして、電子マネーをそれぞれのお子さんに持っていただいて、見守り隊シ

ステムを活用しています。お子さんが端末機にかざすと、今私はここにいますよ、このお店

にいますよ、ということもお母さんに知らせることもできる。また、信州の「こどもカフェ」

というものをしながら、子供たちで一緒に食事をする。商店街は、そういった本当に子育て

資源の宝庫なのです。 
 商店街は、確かにお買い物も大切ですが、そういう地域貢献が出来るといいう切り口は、

私は商店街しかできない本物のコミュニティーと考えております。歴史あるお祭り事もそ

うですし、イベントもそうですし、そんな中で商いをさせていただくというようなお買い物

ゾーンを形成する。 
 そのために、商店街はドラえもんのポケットのような強みを形成しておりますので、いろ

んな意見を申し述べながら、全国の地域の商店街に対して、この活性化の仕組みというもの

をご理解いただけたらと感じております。 
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

阿南：ありがとうございました。 
 続きまして、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会会長、山本正已様、お願いいたし

ます。 
山本：皆さん、こんにちは。キッズデザイン協議会の山本でございます。 
 キッズデザイン協議会といっても、まだなじみが少ないと思いますけれども、当協議会は、

「子供は社会の宝であり、未来である」を基にいたしまして、「キッズデザインを通じて、

次世代を担う子供たちの健やかな成長・発達につながる社会環境の実現」という理念の下に、

幅広い業種の企業を中心とした 113 の団体・個人が集う NPO 法人でございます。 
 主な活動内容でございますが、後ほどちょっと事例も紹介させていただきますけれども、

子供や、子供の生み育てに配慮された優れた製品、空間、サービスなどを表彰するキッズデ

ザイン賞を主催し、今年で 12 回目を迎えております。ベストプラクティスといいます受賞

作品は、累計で約 2,500 点を超えております。 
 このように、子育て応援コンソーシアムと同期しまして、当協議会の活動や、キッズデザ

イン受賞作品の認知が促進されることで、新たな子育て応援の作品、サービスが生み出され、

社会全体での機運醸成に向けた好循環になっていくことを、期待してやまないわけでござ

います。 
 こういう関係でございまして、当コンソーシアムに参加させていただいて、われわれとし

ても、子育てに真摯に向き合ってまいりたいと思います。これからも、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 
阿南：ありがとうございました。 
 では、最後に、一般社団法人日本広告業協会専務理事、村井知哉様、お願いいたします。 
村井：はい。日本広告業協会の専務理事を務めさせていただいております、村井でございま
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す。 
 当協会でございますけれども、加盟広告会社、約 149 社で構成されております一般社団

法人でございます。2020 年には、設立 70 周年を迎える団体でございます。 
 委員会の数でございますが、当協会の体制としまして、約 30 の委員会で構成されており

まして、先ほど申し上げました 149 社の広告会社の方々、委員として述べ 400 名の方々に

よって、日頃、活動を推進していただいております。 
 全国にも同様の広告業協会というのがございまして、24 団体の広告業協会が、北は北海

道、南は鹿児島までございます。また、広告関係団体と称しまして、30 団体ほどございま

して、ただ今申し上げました全国の広告業協会、そして、今申し上げました広告関係団体 30
団体と、日頃、定例会議、情報共有会議をしておりまして、活動の連携、そして、情報、課

題のテーマの共有化等々を行っております。 
 今、皆さんのお話を伺っていて思ったのですけれども、各業界での子育て支援の取り組み

でございますが、どの程度世の中に認知されているんだろうかということを、今考えており

ました。もっと、もっと、日本国内、世の中に対して話題化させるべきことが、われわれ広

告業界に課せられた使命なのかなと、今伺って、思っております。 
 やはり PR 活動の強化、これを中心に、全国の他の業界の方々にも意識改革をしていただ

いて、そして、具体的なアクションプランにつなげていくこと、これが、われわれ広告業界

のこれからの使命ではないかなというふうに、今、認識しております。 
 今後とも、よろしくお願いいたします。 
阿南：ありがとうございました。 
 子育て応援のご発言を、皆様方、どうもありがとうございます。 
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■松山大臣の挨拶 
ただ今の、公共交通、小売業の分野の団体・企業を代表される皆様のメッセージを受けて、

将来に向けて、松山大臣から皆様に呼び掛けがございます。それでは、大臣、どうぞよろし

くお願いいたします。 
 
松山：本日ご出席の各団体の皆さん、また、企業の皆さんには、子育て世帯応援のための取

り組み、さまざまにご報告を賜りました。また、さまざまにメッセージも頂きました。本当

にありがとうございました。 
 皆様の温かいお気持ちを子育て世帯に伝えていくために、今日お集まりの皆様と一緒に

呼び掛けを行って、子育て世帯応援の輪というものを広げていきたい、この思いを皆さんと

共有して広げて行きたいと思っております。 
 安倍総理にも今日のことを、官房長官も含めて、今日のこのコンソーシアムのスタートを

ご相談申し上げてきました。従来の発想にとらわれることなく、本当に子育て世帯に優しい

取り組みというものをしっかり進めていこう、効果的な施策というものを実現していこう

ということで、われわれも本気になってしっかり頑張ってまいりますので、その思いで今日

は参りました。 
 今回、そんな思いを込めて、提案させていただきたいというふうに思います。改めて、私

から読み上げさせていただきたいと思います。 
 子育て世帯応援宣言。少子化、静かなる有事への挑戦。 
 世界に先駆けて、少子高齢社会を迎えたわが国は、社会、経済の根幹を揺るがしかねない、

国難とも言える危機に直面しております。必ずやこの壁を乗り越え、少子高齢化を克服する

ため、この官民の知恵と活力を最大限に発揮するとともに、業種、業界を超えて協働・連携

し、子育て世代を応援する輪を広げてまいります。 
 一つ、私たちは、子供や子育て世帯を優しいまなざしで包み込む社会的な機運醸成に貢献

します。 
 一つ、私たちは、子育て世帯の希望をかなえ、支えていくため、生活のあらゆる場面で、

子育てを応援するための知恵を出し、行動します。 
 一つ、私たちは、東京オリンピック・パラリンピックを機会に、社会全体で次世代を育む

ための取り組みのモデルを、世界に発信することを目指します。 
 平成 30 年 7 月 31 日、子育て応援コンソーシアム。 
 ぜひ、この宣言にご賛同を賜りまして、一層取り組みを進めていただきますよう、私から

皆様にお願い申し上げたいと存じます。よろしくお願いいたします。 
阿南：松山大臣、ありがとうございます。（拍手） 
 では、この大臣からの呼び掛けにご賛同いただける皆様は、ぜひとも大きな拍手をお願い

いたします。（拍手） 
 皆様、賛同の拍手を誠にありがとうございました。松山大臣、ありがとうございます。 
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 この「子育て応援コンソーシアム、子育て世帯応援宣言、少子化、静かなる有事への挑戦」

につきましては、皆様からの応援メッセージの内容と共に、本日ご参加の皆様の共通の思い

として、今後の取り組みの指針となるものです。 
 それでは、これから子育て応援の輪を広げていくに当たり、大臣を囲んでのお写真撮影を

行いたいと思います。ただ今、舞台上の準備を進めております。準備が整いましたら、各団

体・企業代表の皆様には、ご登壇のご案内を申し上げます。 
 なお、記念撮影の後、続き、次の議題に進めてまいりますので、その他の皆様はご着席の

まま、いましばらくお待ちください。また、プレスの皆様にも順次ご案内を申し上げますの

で、いましばらくお待ちくださいませ。 
 それでは、これより、赤い胸章を着けられています出席者の皆様と、大沼政務官は、どう

ぞステージにお進みくださいませ。これより、大臣を囲みましての記念撮影を行います。赤

い胸章を着けておられます出席者の皆様と大沼政務官は、どうぞステージにお進みくださ

い。 
 それでは、スチールカメラの方は、どうぞ中央までお進みください。スチールカメラの皆

様は、どうぞ中央にお進みくださいませ。 
 それでは、皆様方にはぜひ、はつらつとした表情でお写真をお撮りいただきたいと思いま

す。ツーパターンお願いいたしますので、最初は自然なポーズでお願いいたします。では、

自然なポーズで、カメラマンの方、お願いいたします。 
 よろしいですか。では、今度は、右手でガッツポーズをぜひ。お撮りになりますか。失礼

いたしました。では、最初のパターンで。 
 よろしいですか。では、ここからは、ガッツポーズでお願いしたいと思います。皆様、ぜ

ひ右手でガッツポーズをおとりいただけますか。引き続き、スチールカメラの皆様、お願い

します。 
 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
 では、この後、ムービーの撮影がございます。もうしばらくお待ちいただけますでしょう

か。では、この後は、ムービーカメラの方、どうぞお願いいたします。 
 では、自然な表情で、まずはお願いいたします。 
 よろしいですか。それでは、フォトセッションはこれにて終了させていただきます。ご登

壇の皆様、ありがとうございました。どうぞ、お席にご着席くださいませ。 
 それでは、舞台の準備ができ次第、各業界からの事例紹介へと進めてまいります。ステー

ジ準備に、もう少々お時間を頂戴いたします。 
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■取組事例紹介（プレゼン） 
 お待たせいたしました。それでは、ここからは、各団体・企業の事例のご紹介、および、

意見交換をいただきたいと存じます。 
 ここからの進行は、ダイバーシティーコンサルタントの渥美由喜さまにお願いいたしま

す。では、渥美さま、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 
渥美：渥美と申します。私は、25 年前から、民間シンクタンクで少子化対策の研究をして

まいりました。 
 少子化と言われて久しいですけれども、実は、子供を巡る消費市場というものは、過去 30
年間で倍増しています。これは、俗に、8 ポケットと言われるように、1 人の子供の周りに

は、両親の他に、双方の祖父母 4 人、加えて、最近ですと、未婚のおじ・おばが、めい・お

いをかわいがるという形で、かなり購買力があるというのが子供産業で、直近の数字だと、

13 兆円に及ぶと試算されます。 
 そうした中で、子供にとって身近な公共交通機関、あるいは、小売業界のキーパーソンの

皆様が、こうして一堂に会して、日本で初めて、こうやって第 1 回のコンソーシアムが開か

れるということは非常に意義深いことだと、私は感じております。 
 では、早速でございますが、先進的な事例を、これからお話を伺ってまいりたいと思いま

す。 
 まず最初に、東京地下鉄株式会社、大野部長、お願いいたします。 
 お手元にも投影される資料がございますので、前かお手元の資料をご覧いただければと

思います。 
 
■東京メトロ 事例発表 
大野：ただ今ご紹介いただきました、東京メトロ鉄道本部営業部長の大野でございます。 
 先ほどの皆様の力強いガッツポーズの後に、最初に発表させていただくのはいささか緊

張するところではございますが、発表させていただければと思います。 
 日頃から東京メトロをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。また、本日、

当社の子育て応援施策の概要について発表させていただける機会を頂きまして、誠にあり

がとうございます。 
 まず、当社の概要について、お話をさせていただければというふうに思います。当社は、

9 路線、195.1 キロの鉄道ネットワークを有しまして、1 日当たり 742 万人のお客さまにご

利用いただいております。東京都 23 区の人口の約 8 割のお客さまに、日々ご利用いただい

ている鉄道会社でございます。それ故に、私どもは、首都東京の都市機能を支えていく重要

な担い手として自負いたしておりまして、その役割を果たしているものだと確信いたして

おります。 
 また、2020 年に開催されます東京オリンピック・パラリンピック大会のオフィシャルパ

ートナーとして、ハード面、ソフト面のさまざまな施策に取り組んでいる最中でございます。 
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 当社では、全てのお客さまに安心してご利用いただくため、さまざまな施策に取り組んで

おりますが、子育て世代を応援するため、ハード面、ソフト面、両面での施策を進めており

ます。また、沿線のお客さまをはじめとします次世代育成支援の一環として、CSR の取り

組みもいたしております。 
 ここからは、ハード面、ソフト面、CSR 面からお話をさせていただければというふうに

思います。 
 まず、ハード面でございます。先ほど、当社の会長からも話がありましたとおり、当社は

地下鉄でございます。大半の駅が地下に位置いたしておりまして、地下から改札階、また、

ホーム階への移動といった、上下方向の移動をお客さまにしていただく必要がございます。 
 このようなスライドで、これは駅の構内図と言うんですけれども、その上下の移動を手助

けするためのエレベーター、また、トイレ、そして、電車内のフリースペース等を設けてお

ります。それぞれについて、ご説明させていただければというふうに思います。 
 まずは、エレベーターの設置でございます。現在、当社の 9 割近くの駅で、地上から開

札、また、ホームへ、エレベーターによって結ぶ経路を 1 つ以上確保しておりまして、引き

続き整備を進めてまいります。 
 続きまして、トイレでございます。トイレの整備の中で、お子様連れのお客さまに快適に

ご利用いただくため、ベビーチェア、ベビーベッドを設置いたしております。高齢者や、お

体の不自由なお客さまをはじめ、お子様連れのお客さまにも快適にご利用いただける多機

能トイレの設置を進めている他、スペースの工夫により、一般のトイレの一部にも同様に設

置いたしております。 
 続きまして、こうした情報を分かりやすくご覧いただくためのツールも作成いたしてお

ります。ご覧いただきますこのバリアフリー便利帳でございますが、駅などで配布いたして

おりますし、東京メトロの公式サイトでもご利用いただけますが、東京メトロ、および、都

営地下鉄、それぞれの駅のバリアフリー設備について、全ての駅の情報を一覧に掲載してい

るものを、お客さまに配布、もしくは、ホームページでご覧いただけるようにしております。 
 また、電車内のお話でございます。車内にフリースペースを設けております。ベビーカー

をご利用のお客さまが便利にご利用いただける、フリースペースの導入を進めております。

写真の画像は、日比谷線の新型車両、「13000 系」でございますが、この車両には、1 両に

1 カ所、フリースペースを設けており、ホームからも分かりやすいように、左側の写真でご

ざいますが、設置部分の車体外側に、大きなピクトグラムを掲出いたしております。 
 現在、当社の車両では、1 編成に 2 カ所以上設置しておりますが、今後、新しく造る車両

や、既存車両の大規模改造時には、1 両に 1 カ所設置してまいります。 
 また、こちらのハード面の記載にはございませんが、また、今は夏休みなのでなかなか見

ることはございませんが、ランドセルを背負って通学される、小さな、小さな、大切なお客

さまもたくさん、当社をご利用いただいております。そういったお客さまをはじめ、全ての

お客さまに安心してご利用いただけるよう、ホームドアの設置も、積極的に今、進めている
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ところでございます。 
 続きまして、ソフト面の対策でございます。どうしても、やはり設備だけではカバーし切

れないこともございます。そういったところのサポート、フォローといたしまして、おもて

なしの精神、ソフト面での対応が、非常に重要だと考えております。 
 各駅でお客さまと接する駅社員は、サービス介助士の資格を取得するなど、おもてなしの

心を持った接客に努めております。 
 
 また、ICT 技術を活用した新たな試みにもチャレンジしております。続いては、その幾つ

かの内容について、紹介させていただければというふうに思います。 
 まずは、既に皆様も十分ご存じであろう「マタニティマーク」でございます。マタニティ

マークは、当社でも広く取り入れております。かばんなどに取り付けていただけるよう、各

駅でチェーンタイプのマタニティマークを配布している他、優先席付近のステッカーにも、

このマタニティマークのシールの掲載をさせていただいております。 
 手前みそになりますが、当社がその当時、旗振り役となって、鉄道各社での導入に向けて

取り組んだ経緯がございます。 
 続きまして、これはポスターでございます。既にご覧いただいた方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。当社の姿勢を表したもので、この 5 月より各駅に掲出いたしております。 
 当社では、ベビーカーをご利用のお客さまが階段を利用される場合等、駅構内でお困りの

場合は、お手伝いをさせていただいております。今回、ご利用が増えているインバウンドの

お客さまも含め、私たちのおもてなしの気持ちを広く知っていただくとともに、お気軽にお

声を掛けていただくため、4 言語にてポスターを作成し、各駅に掲出いたしております。 
 続きまして、ICT 技術を活用し、快適なご利用をサポートする取り組みをご紹介させてい

ただければと思います。「ベビーメトロ」という名称を付けておりまして、このサービスは、

ベビーカーをご利用のお客さまが抱える不安、「あの駅は、ベビーカーで行っても大丈夫か

な」、そういった気持ちを解消したいとの思いから実施した、子育てをしている社員のアイ

デアから生まれたサービスでございます。 
 このサービスは、3 月からスタートいたしまして、当初は本日までの実証実験の予定でご

ざいましたが、取り組み姿勢に対して、お客さまから大変評価を頂きまして、また、いろい

ろなご意見も頂いたことから、バージョンアップして、さらなる使い勝手の向上をしようと

いうことで、公開期間を 1 年延長することにした次第でございます。 
 次のページに、ベビーメトロの機能をご紹介させていただいております。主な機能といた

しましては、駅構内でベビーカーを快適にご利用いただけるルートの表示、ホーム上のベン

チの有無、エレベーターの利用や乗り換えに最適な乗車位置のご案内、駅全体の構造が分か

る、そういったことをご案内させていただいております。スマートフォンからも簡単にアク

セスできる形でございますので、ベビーカーで当社の路線をご利用の際には、ぜひご活用い

ただければというふうに思っております。 
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 続きまして、「＆HAND」という名称で行っております実証実験のお話をさせていただけ

ればというふうに思います。こちらは、コミュニケーションアプリとして浸透いたしており

ます LINE を活用した、実証実験的な試みでございました。こちらも、社員のアイデアが発

端でございます。 
 大日本印刷さま、LINE さま、一般社団法人 PLAYERS さまと、当社が共同で、席に座り

たい妊婦のお客さまと、席を譲りたい周囲のお客さまとをLINEでつなげるといった実験、

＆HAND の実証実験を行いました。実験は、実際に営業運転をしている、実際にお客さま

をお乗せしている銀座線の車内で行った次第でございます。 
 こちらは少し見づらいかもしれませんが、サポーターという譲りたい気持ちを持っても

らう人と、妊娠されているお客さまが、LINE を通してつながることで、席に座っていただ

くという体験をしていただくものでございます。 
 妊婦さんが「座りたい」と、意思表示を LINE を通してしていただきます。「席を譲って

もいいよ」という気持ちのあるサポーターも同様に、LINE に登録をしていただきます。

LINE を介して、それぞれ、座りたいお客さま、妊娠されているお客さまにその位置をご案

内して、そちらに導くといったような形で座っていただくという実験でございました。 
 国内外の多くのメディアに取り扱っていただきました。今回の取り組みは実験的な試み

ではございましたが、ICT 技術を活用することで、人と人との思いやりの気持ちをつなぐ可

能性を社会に対して発信することができたというふうに考えております。 
 続きまして、CSR 面からのお話をさせていただければというふうに思います。沿線地域

の子育ての応援をするため、行政や保育事業者と連携いたしまして、待機児童数の多いエリ

アに保育所を開設いたしております。現在は、私どもの東西線や千代田線の高架下などに、

7 つの施設を展開いたしております。 
 また、ららぽーと豊洲にございます子供向け職業体験型テーマパーク「キッザニア東京」

におきまして、地下鉄パビリオンを出展いたしております。普段見ることができない車両や

軌道のメンテナンス、また、電車の運転士の仕事を子供たちが体験することにより、地下鉄

への興味を持っていただくとともに、仕事の意義や、やりがいに関する理解を深めていただ

ける内容となっております。 
 また、東西線葛西駅にございます地下鉄博物館は、1986 年 7 月に開館した、日本で唯一

の地下鉄の博物館でございます。地下鉄の歴史や仕組みなどを中心に、見て、触れて、動か

して学習するというコンセプトの下、小・中学生などの若い世代に理解していただけるよう、

さまざまな展示を行っております。 
 以上、私たち、東京メトログループの子育て応援の取り組みについて、説明させていただ

きました。 
 東京メトログループのグループ理念は、「東京を走らせる力」でございます。子育て応援

の取り組みを継続的に実施することで、東京の生き生きとした未来に貢献し、東京の未来を

走らせる力になりたいと、私は考えております。 
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 ご清聴いただき、ありがとうございました。（拍手） 
渥美：大野部長、ありがとうございました。 
 私は、保育園や小学校でパパ友・ママ友たちと話していて、ここ十数年で一番大きな、東

京・首都圏の変化というのは、ベビーカーで外出する範囲が非常に広がったということだと

思っています。これは、メトロさんをはじめ、民営鉄道各社、JR さんが、そもそも、業界

を挙げて、ベビーカーキャンペーンをなさった成果だと思います。 
 その上で、ちょっと伺いたいことがございます。ベビーメトロは、非常に興味深い。先ほ

ども、「こういうサービスです」というご紹介があったんですけれども、これは例えば、移

動したい駅と駅を入力したら、その各駅からどうやってエレベーターで移動して、そのエレ

ベーターに位置が近いのはここの車両でとかというのが、例えば通路で、導線で表示される

ような仕組みなんでしょうか。 
大野：そうですね。乗車位置が分かるようになっています。便利にご利用いただけるエレベ

ーターの最寄りの乗車位置等が分かるようになっておりますので、それぞれ、乗る駅、目的

地の駅で調べていただくことによって、快適にご利用いただけるようなシステムにはなっ

ております。 
渥美：素晴らしいですね。こういうのを、例えば、英語とか各外国語にしたら、多分、東京

オリンピックでも、メトロに乗るときに外国人の方が円滑に動いて、駅員さんたちは困らな

いんじゃないかなと思って、すごく感銘を受けました。 
大野：ありがとうございます。 
渥美：＆HAND なんですけれども、こういうコンソーシアムの 1 つの意義は、業界の枠を

超えて、子育て支援という大義で連携できるという、そういう異業種交流のメリットかなと

思うんですけれども、大日本印刷さんや LINE さんとかと組んでおられるということなん

ですけれども、これは御社が言いだしっぺなんですか。 
大野：これは、私どももその当時は、交通弱者のお客さまを対象にした、何かしらのサポー

トする支援企画を、席の譲り合いの支援企画を考えておりました。それと同時期に、＆

HAND プロジェクトチームというものが立ち上がっておりまして、LINE のコンテストで

そのアイデアが優勝された。そこで、その間を取り持ってくれたのが大日本印刷株式会社さ

まで、同じようなベクトル、方向性が一緒でしたので、一緒に手を取り合ってやったという

形でございます。 
渥美：この両方とも、ベビーメトロ、＆HAND さんとかも実証実験ということなんですが、

今後は正式な展開ということも考えられるんでしょうか。 
大野：そうですね。ICT 技術というのは、日々進化しているものでございますので、いろい

ろな技術を使いながら、快適な、また、いろいろなお客さまに快適にご利用いただけるよう

に、もちろん、子育て中のお客さまにもご利用いただけるようなシステムづくりはしていき

たいというふうに考えております。 
渥美：善意の見える化ということで、ぜひ、他の公共交通機関の各社の皆様もご検討いただ
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ければと思います。 
 大野部長、本当にありがとうございました。 
大野：ありがとうございました。 
渥美：拍手していただければと思います。（拍手） 
 
■全国ハイヤー・タクシー連合会 事例発表  
では、続きまして、日本交通株式会社、川鍋会長、お願いいたします。 

川鍋：改めまして、川鍋でございます。 
 今日は、全国ハイヤー・タクシー連合会という協会の立場で来ておりますが、正確な数字

が全国でありませんでしたので、一番進んでおる東京の事例ということで、当社の正確な数

字を持ってまいりました。 
 基本的には全国で、先ほど申し上げた 2 軸で広がっておりまして、1 軸は、既に生まれた

お子様を移動するという、これは、「キッズタクシー」とわれわれは呼んでおります。そし

て、もう一つ、今日、特にハイライトとしてお伝えしたいのは、こちらの「陣痛タクシー」

と、それに付随する「マタニティギフト」ということでございます。 
 はっきり言えば、何のことはない、単に、登録を事前にしていただく無線配車タクシーと

いうことです。お迎え場所、かかりつけの病院、それから、出産予定日などを、非常に正確

に、オペレーターが一人一人、最近はアプリとかもたくさんあるんですが、これはオペレー

ターで、直接その方とお話をして緊急の電話番号も含めて、正確に頂きます。 
 そして、ポイントは最優先で、雨が降ろうが、台風が来ようが、どんなに政治家の先生が

お願いしてこようが、こちらの方を優先するということで、全力で真っ先に配車するという

のが、最大のポイントになっております。 
 乗務員も、助産師さんに各営業所に、当社の 5,000 台だけで都内に 40 カ所ぐらいござい

ますが、こちらに定期的に来ていただいて、新しい運転手もおりますので、基本的に 1 万人

の運転手全員が、これに対応するということになります。なぜかというと、一番近い者が行

かなければいけない、ということです。 
 はっきり申し上げて、これは、2012 年の 5 月から都内発で始まった。実は、2011 年、こ

れより 1 年ぐらい前には、私はこのニーズに気付いていたのです。無線センターに入って

座っていたら、女性のベテランオペレーターが、いつになく緊張した感じで手配をしている。 
 「今、どうしたんですか」と聞いたら、「今、陣痛なんです」「え？ 陣痛というのは、子

供が生まれるという、そんなのがあるの？」と言ったら、「いや、1 日に何十件もあります」

と言うんです。「えー、そんなんだ」「だけど、やっぱりどうしても、大雨の日とか、忙しい

と、車が見つからなくて、自分たちも本当にどきどきして、見つからないときは申し訳ない

気持ちでいっぱいなんです」と。それは、そうなんです。 
 それで、じゃあ、これを登録制にして、最優先で配車すればいいじゃないかと思った。と

ころが、やっぱり運転者が嫌がるんじゃないかと思ったんです。労働組合と日々がちがちや
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っておりましたので、「何だよ、社長、俺たちにこんなのをやらせるんだ」みたいに来るか

と思った。 
 ところが、1 年後、どうしてもやっぱりこれは、社会的にやるべきだと思って、やったら、

何のことはない。「いやいや、社長、これはあるので。要するに、日々、行ったら突然陣痛

だったというのがよくあるので、むしろ、最初から『陣痛です』と言われたほうが、心の準

備ができる。いきなり、妊婦さんが『うー』と来て、焦ると、普段だったらヒューヒューと

行ける道も、急に、慌てて、思い出せなくなったりする。だから、むしろ、陣痛を積極的で

いいから、知らせてほしいよ」と、こういうことだったんです。これは、私の経営者として

のちょっと失敗だった。 
 いずれにせよ、2012 年 5 月にどきどきしながらスタートしたんですが、あれよ、あれよ

という間に、非常に、結果、うまくいったというのが事例になっています。 
 これは、右肩上がりでうわーっと、この 6 年間の数字を出しておりますが、直近では、月

間登録が 4,000 件。登録が 4,000 件ということは、年間で約 4 万 8,000 です。これは、都

内で 1 年間に 10 万人ぐらいの出生数がありますので、妊婦さんの実は半分ぐらいは、当社

のコールセンターに登録していただいている、こういうことになります。 
 当社が始めて以来、東京無線さんとか、km さんとかもやっていますので、都内の妊婦さ

んの 7 割ぐらいは、どこかのタクシー会社の陣痛タクシーに登録しているというのが、現

在の状況です。 
 登録したことによって、やっぱり非常に安心するわけです。旦那さまが帰ってこなかった、

お酒を飲んじゃって車を運転できないというときでも、間違いなく、呼んで行ける。 
 さらに、この中で、実際に、出動件数が月間 1,200 件。つまり、1 日 40 件平均で配車さ

れておりまして、多い日、少ない日、満月の日が多いとか、本当かどうかは知らない。いろ

いろあるんですけれども、昨日でも 59 件、配車をしております。 
 非常に妊婦さまには喜ばれていて、なおかつ、タクシー乗務員も、道も全部ナビで案内し

ますので、焦らずに行ける。 
 そして、6 年間で実は 3 件、車内でやっぱり出産がありました。生まれちゃうんです。特

に経産婦さんですと、結構ぎりぎりまで我慢して行くと、ぽんと生まれちゃって。でも、も

ちろん、3 人とも無事に育っています。 
 一応、もし、お子さんが生まれても、乗務員はもちろん手は触れませんので、「ちゃんと

オギャーと泣いているかどうか、確認してください」とお母さんに言って、励ます、こんな

感じの役割で。 
 だだ、もう動いている車内ですから、そのまま病院に行って、その間、オペレーターが、

病院の先生に出口まで出てきてもらう。こういうことで、非常に事故の少ない、安全な、そ

して、迅速な輸送ということになっております。 
 実際、消防庁からその後、表彰されまして、「え？ 何で」とびっくりしたんですが、や

っぱり年々、消防車の到着時間というのがプラスになっちゃっている。なぜならば、半分ぐ
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らい、５０何％は、軽傷の人が呼ぶんです。やっぱりその中に、陣痛というのも結構多かっ

た。これによって、実は、陣痛で呼ばれる件数が減ったということで、表彰されましたし、

これはちょっと読めないかなと思うんですが、いろいろ、こういうお手紙です。 
 「本当にあのとき、『あと 10 分、20 分遅れたら、どうなっていたか分からない。よく病

院にたどり着けましたね』と先生から言われた」とか、こういったものは、枚挙にいとまが

ないほど頂いております。 
 やっぱり本当に、非常に不安なときに、われわれが、別に特別なことでもないんですけれ

ども、一応、その方向けにサービスを寄せて、うまく提供させていただくということだけで、

非常に喜んでいただけますし、その後の継続的な、1 カ月健診以降の利用もしていただける。 
 タクシー業界も長らく右肩下がりの状況でございますので、こうやって少しでもタクシ

ーに親しんでいただく、もしくは、無線センターに登録いただくきっかけとして、業界全体

として前向きに、今、これに非常に取り組んでおります。 
 例えば、やっぱり地方に展開するときに、「東京の日交さんだったら大きいからいいけれ

ども、俺たちは小さい 30 台の会社だから、弁護士先生にどうやって、もし何かあったら、

どういう責任を取らなきゃいけないの」と言われますので、「分かった。じゃあ、うちが弁

護士先生と作った、ホームページに書いてあるディスクレーマーをコピペして、そのまま使

っていいですよ。これで、法的には大丈夫なはずだから」、こんなことで、この業界でスタ

ンダードを築いている。今では、全国子育て協会みたいな、そんなのも出来上がっているぐ

らい成長しております。 
 ということで、非常にこれは、少なくともまず都内、そして、近県でも全国的に広がって

おりますので、タクシー業界が一つの社会貢献になっているんじゃないかと思いまして、ま

た、いろいろな賞も、ありがたいことに頂いております。 
 そして、さらに、もう一歩、実はこれは、自動的に、相当正確な妊婦さんの情報リストが

出来上がるんです。都内の妊婦さんの半分の、正確な出産予定日のリストが生まれる。「も

しかしたら、こういうのがいけるんちゃうん？」と言って始めましたのが、「マタニティギ

フト」と称して、協賛で、例えば、ユニ・チャームさんからおむつとか、高級哺乳瓶のベッ

タさんとか、要するに、タイムリーに妊婦さんにアプローチしたい会社さまから、それを無

償提供いただいて、ばんと送るんです。 
 UCC コーヒーさんのカフェインレスコーヒーというのがあるんです。妊婦さんはカフェ

インが駄目ですから。それから、サラヤさんのベビー用の「アラウ」洗剤とか、そういった

のを 10 種類ぐらい、実は 1 万円ぐらいの価値のものをどさっといただけました。 
 そうすると、企業にとっては、そういう非常にいいタイミングでお客さまにアプローチで

きる一つのマーケティング手段。もちろん、これは、妊婦さんにとっては大喜びということ

で、また、一歩進んだやり方としてご好評をいただいておりますので、一応、これは付加的

な問題ではありますけれども、非常に喜んでいただいている。 
 タクシー業界は、もちろん生まれた後も、全国で「子育てタクシー」として展開させてい



 23 

ただいておりますし、ドア・ツー・ドアで行ける唯一の公共交通機関ということで、その使

命を引き続き果たしてまいりたいと思います。 
 ご清聴、ありがとうございました。（拍手） 
渥美：川鍋会長、ありがとうございました。大変有意義な事例なので、いろいろコメントさ

せていただきたい気持ちはやまやまなんですが、若干、時間が押しているようですので、私

のコメントは最後にまとめさせていただきます。 
 
■イオン株式会社 事例発表 
 続けさせていただきます。イオン株式会社、髙橋執行役、事例発表をお願いいたします。 
髙橋：ただ今ご紹介にあずかりました、イオン株式会社の髙橋でございます。 
 本日は、このように貴重な機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。限られ

た時間でございますが、これから、イオンの取り組み事例をご紹介させていただきたいと思

います。 
 この取り組み事例は、先ほど、チェーンストア協会、小濵会長からお話がありましたが、

チェーンストア協会等々で取り組んでいる内容でございますし、後ほど、グループのデベロ

ッパーの企業であるイオンモールからも、それに類推した取り組みをご紹介させていただ

きたいと思っております。 
 簡単にではございますが、イオングループでございます。こちらに記載のとおり、さまざ

まな業種、小売りを中心に、金融サービス、デベロッパー事業を中心に、アジア 13 カ国で

展開している企業集団でございます。おかげさまで、年間 12 億人を超えるお客さまに、こ

れは国内でございます、ご利用いただきまして、昨年度は 8 兆円を超える収益となってお

ります。 
 イオングループの従業員のことを、私どもはイオンピープルと呼んでいるのですが、現在、

55 万人のイオンピープルに、アジア各国で「お客さま第一」を実践していただいておりま

す。 
 また、こちらに 1,144 という数字がございますが、この 1,144 万本の植樹をグループと

して行っております。イオンモールが開店するときに、家族一同、みんなで、この植樹活動

を一緒にしていただきます。そして、「この木の成長そのものが、子供の成長」が実感でき

るような CSR 活動を、イオンは実践しております。 
 また、こちらがイオンの基本理念でございます。イオンは、お客さまを原点に平和を追求

し、人間を尊重し、地域社会に貢献する。イオンの取り組み全てに通じている基本的な考え

方になります。 
 弊社名誉会長の岡田卓也は、自身の戦争の経験から、「小売業は、平和だからこそ発展で

きる。小売業の繁栄は、平和の象徴である」との信念を持つに至りました。そして、まさに、

子供の笑顔こそ、平和の象徴が見られることだと思っております。 
 昨今多発している自然災害におきましても、ライフラインの一つとして、一刻も早く営業
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を再開し、被災された方々の普段の生活を取り戻すお手伝いをすることが、私ども小売業の

使命である、この思いを一層強くいたしております。 
 少し、話は変わります。日々、小濵会長の薫陶の下、われわれはさまざまな取り組みを行

っております。日本チェーンストア協会では毎年、「お買い物川柳」のコンテストを開催し

ております。こちらは毎回、8 万句ほどが集まります。 
 こちらを見て、耳が痛いなと思う方はいらっしゃいませんでしょうか。「レシートをチェ

ックしないパパ」と言われて、いかがでしょうか。「僕は、大丈夫だよ」と。こうした、日

常のさまざまな悩み事、困り事に対応するのが、われわれ小売業の使命でございます。その

中の取り組みを少し、説明させていただきたいと思います。 
 キッズリパブリックの取り組みでございます。こちらは、取ってつけたわけではなく、ホ

ームページをご参照いただきますと、イオンのキッズリパブリックには、「イオンの子育て

応援」という言葉が書いてあります。これは、イオンリテール株式会社の新業態としまして

2014 年 11 月にスタートし、現在、全国に 18 店舗を展開しております。 
 なぜ、このような子育て応援をしようとしたか。これは、簡単でございます。本当に、少

子高齢化でどんどん環境が変わっております。以前であれば、子供を育てる仲間がたくさん

いた。そして、アドバイスを頂ける方がたくさんいた。非常に、今のお父さん、お母さんは

大変です。そして、時間がない。そして、子育てに不安ばかりである。 
 以前であると、あちこちの場所を、お店の中を回っていただいて、お買い物をすることが

できました。ところが、今では、子供の商品はなるべく分かりやすく、その場で済ませたい

と、ニーズそのものが変わってきております。 
 さて、このニーズに応えるために、われわれはこのキッズリパブリックを、ゼロからコン

セプトを見直しました。その中の取り組みの一つでございます。 
 これは、キッズリパブリック東戸塚店の様子でございます。右上の、売り場併設の赤ちゃ

ん休憩室には、個室の授乳室はもちろん、順番待ちを避けられる共同授乳室や、パパも一緒

に入ることができるファミリー授乳室も完備しています。子育てをしているお母さんは、

「授乳をどこでしようかしら。大変だな」。ところが、「イオンに行けば、いつでもできるね」

となれば、安心してイオンに来られます。 
 そして、これは、イオンだけではなく、このような授乳室を完備しているお店であれば、

どこにでも寄ることができます。 
 また、授乳している最中に、上のお子様や下のお子様、さまざまな方に目を向けていなけ

ればいけない。休憩室内にも、遊び場をご用意しております。 
 そして、先ほど、「心配事ばかりだよ」という話がございましたが、右下、各分野の専門

家による定期相談会を開催しております。助産師、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、登録

販売者、イオンベビーアドバイザーの 6 つの分野の専門家に、子育ての上で気掛かりなこ

とをお気軽にご相談いただけます。 
 しかし、やはりそれ以上に大切なのは、お買い物をすることは楽しいことです。そして、
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子育ても大変ですけれども、子供の笑顔を見ることは、親にとって一番うれしいことでもあ

ります。その笑顔をつくり出すために、このキッズリパブリックでは、アートやデジタルを

テーマにした、お子様の創造性を育むイベントなど、お子様とそのご家族に向けた行事を

365 日、毎日開催しております。 
 2017 年 4 月より、キッズリパブリックでは、スマホアプリのサービスも開始しておりま

す。こちらは、なるべくお得にお買い物をしていただきたいというサポートでございます。 
 また、専門の小児科医や産婦人科医による定期コラムの他、アプリを通じて、小児科の先

生に無料相談できるサービスも実施しております。こちらは、遠隔医療相談サービス、「小

児科オンライン」と連携した取り組みでございます。この小児科オンライン、こちらのデザ

インに関しましては、2017 年にキッズデザイン賞を受賞しております。 
 また、楽しくお買い物をしていただきたいということで、今年の 4 月から、新しくスタン

プラリーの機能も加わりまして、おかげさまで、アプリ会員は 100 万人を突破、今年度中

に会員数 200 万人の達成を目指しております。 
 引き続き、「イオントップバリュ」、こちらは商品の取り組みでございます。先ほど、松山

大臣のお言葉にございました、「子供や子育て世帯を優しいまなざしで包み込みたい。子育

て世帯の希望をかなえ、支えていく」、こうしたメッセージを、私どもなりに体現している

と考える商品をご紹介させていただきたいと存じます。 
 それが、この「トップバリュ やさしごはん」でございます。近年、アレルギーに関する

問い合わせが急増しております。「やさしごはん」は、家族の中に食物アレルギーをお持ち

のお客さまへ、家族みんなで食べられる手軽で安全な食事を提供したいという思いから企

画・開発した、イオンのプライベートブランド商品でございます。2016 年 10 月より販売開

始、現在、17 種類の商品を全国 1,100 店舗で展開しております。 
 ご利用いただいたお客さまからは、このようなお言葉を頂戴しております。「家族みんな

が笑顔になりました」、また、「自分の子供はアレルギーはないけれども、お誕生日会のとき

に、アレルギーを持ったお友達もおうちに招くことができました」といったような言葉でご

ざいます。 
 イオンのこのトップバリュは 1994 年から、「お客さまの声を形に」、この合い言葉で生ま

れました。お客さまが安心してご利用いただけるよう、生産者の方の情報を開示、自主検査

をはじめとする商品の品質管理を徹底しております。この安全・安心を分かりやすく、イオ

ントップバリュは提案させていただいております。 
 そして、地域コミュニティーの拠点としての対応でございます。イオンでは、2010 年 6
月より、地域行政との包括連携協定の締結に取り組んでおります。現在、44 の都道府県と、

59 の市や町と協定を締結しております。地域の活性化を目指して、双方が持つ資源を有効

に活用し、さまざまな取り組みを推進しております。協定書の連携事項に、子育て支援に関

することを掲げ、官民連携して取り組んでおります。 
 今回、被災に遭われた地域の皆様に関しましては、ランドセルの提供等々も含めて、イオ
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ンはこの連携協定の中、包括協定の中では、防災に対する取り組みも推進しております。 
 ここでは、「ご当地 WAON」の取り組みを紹介します。このご当地 WAON とは、イオン

が発行する電子マネーの一種で、日々のお買い物でご利用いただいた金額の 0.1％をイオン

が自治体に寄付し、社会貢献に役立てる取り組みです。発行されたご当地 WAON は既に

100 種類を超え、累計寄付金額は 12 億 7,000 万円を超えております。 
 こちらは、「広島県・子育てイクちゃん WAON」の寄付金の活用事例でございます。親子

一緒に参加できる体験イベントや、防災意識を育てるセミナー、親子ジャズコンサートの開

催などに役立てられております。 
 簡単にではございますが、イオンのダイバーシティーについて、少しご説明させていただ

きます。イオンは、「2016 年女性管理職比率 30％、2020 年 50％」を目標に取り組んでお

ります。もちろん、これだけではなく、さまざまなダイバーシティーに取り組んでおります。

ただ、この「女性管理職を増やす」と言うだけでは、なかなか掛け声だけでは増えません。 
 その 1 つの取り組みとしまして、内閣府所管企業主導型保育事業「イオンゆめみらい保

育園」、こちらに取り組んでおります。2014 年から取り組み、24 園、704 名が既に活用し

ていただいているような状況でございます。2020 年までに、事業を展開する各都道府県に

1 施設以上の設置を目指しており、引き続き、ご支援、ご指導賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 
 以上で、私からの発表を終えさせていただきます。引き続き、イオンモール株式会社の取

り組み事例があると思います。よろしくお願いいたします。 
渥美：髙橋執行役、ありがとうございました。（拍手） 
 
■イオンモール株式会社 事例発表 
 では、イオンモール株式会社、東様、お願いいたします。 
東：ご紹介にあずかりました、イオンモールの東です。もうすぐ 5 歳になる男の子を子育て

中です。よろしくお願いいたします。 
 イオンモールは、イオングループでデベロッパー事業を担っておりまして、全国に約 150
のモールを展開しております。 
 最初に、当社の経営理念について、簡単にご紹介させていただきます。「イオンモールは、

地域と共に、暮らしの未来をつくる Life Design Developer です」と掲げています。ライフ

デザインとは、商業施設の枠組みを超えて、一人一人のライフステージを見据えたさまざま

な機能拡充を行い、ショッピングだけでなく、人との出会いや、文化育成なども含めた、暮

らしの未来をデザインすることを指しています。 
 早速、当社の取り組みについてですが、大きく 4 つに分けました。1 つ目は、地域行政の

方々と共に、地域イベントの共済です。2 つ目が、日常の交流機会の創出。3 つ目に、内閣

府さまの「子育て支援パスポート」事業の展開事例。また、4 つ目に、安心して過ごしやす

い環境の整備、設備の拡充について、ご報告させていただきます。 
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 1 と 2 は、気軽に立ち寄っていただけて、取り組みを知る機会や、交流の生まれる場所と

しての役割、3 と 4 は、日常の中でうれしいサービスだったり、安心して過ごせる環境の提

供と分類できるかと思います。 
 また、子育てと申しましても、何歳ぐらいのお子様を対象にしているかで内容が違ってき

ますので、今回は特に、乳児から幼児を対象とした取り組みをご紹介させていただきます。 
 1 つ目の、地域イベントの共催についてです。写真のように、各モールには、イベントス

クエアやホールを備えておりますので、それらを活用した事例となります。具体的には、宮

城県の名取市主催の「名取市市民活動フォーラム」の開催です。イオンモール名取のイベン

トスペースにおいて、開催いただきました。市民活動の紹介パネル展示や、活動をなさって

いる方々を交えたパネルディスカッションを開催し、支援活動に対する思いや、活動自体に

ついて、市民の方々を前にお話しいただきました。 
 そのときの様子になります。イオンモール名取では、市民活動のために定期的にホールを

ご提供しています。フォーラムでは、市長にもごあいさついただき、また、われわれも、場

所貸しだけではなく、社員もパネラーとして参加するなど、子育て中の方々にとっては、市

を挙げて応援してもらっていることが実感できるイベントとなったと思います。私もその

場におりましたが、本当に温かくていい町だなと思える内容でした。 
 同様の事例といたしまして、「子育て応援とうきょう会議」さまの「子育て応援 Tokyo プ

ロジェクト」を、昨年 12 月にイオンモール多摩平の森で開催いただき、また、記載はあり

ませんが、東京の日の出町のほうにあります、イオンモール日の出でも開催いただきました。 
 また、岡山県や岡山市、倉敷市から成る「はぐくみ岡山実行委員会」さま主催の、「おぎ

ゃっと 21」というイベントの会場として、今年 10 月には、イオンモール倉敷のほうでもご

利用いただくことになっております。手遊びや健康相談、消防車の展示などがある内容とな

っております。 
 このように、地域と共にイベントを盛り上げ、取り組みをより多くの方に知っていただく

ことへ、今後も積極的に関わっていきたいと考えております。 
 続きまして、2 つ目は、日常的な交流機会の提供についてです。京都市南区での子育て支

援拠点設置の事例となります。昨年 12 月 27 日に、南区さまと共同でニュースリリースを

出しましたが、同一行政区域内にある複数の大型商業施設において、一斉に子育て支援の拠

点を設置し、住民の方々も主体となって運営する取り組みとなっておりますが、こちらは全

国でも初の取り組みとなっております。 
 具体的には、イオンモール KYOTO で、「児童館がやってくる」というイベントを行いま

した。上段の写真になります。南区のご担当者さまは、「児童館の存在を知らずに子育てを

頑張っている方もいる。まずは、児童館の存在を知っていただきたい」という思いから、こ

のようなイベントを開催されました。年間を通じて、定期的に実施しております。このよう

な場でママ同士が仲良くなって、情報交換などができる交流の機会になればと考えており

ます。 



 28 

 その他にも、それぞれの地域のモールにおいて、「赤ちゃんの駅」認定を受けたり、移動

図書館の受け入れや育児相談会などは、ここに書き切れないほど、全国で定期的に開催して

おります。日常的な交流機会の場になれるようにしていきたいと思っております。 
 3 つ目は、内閣府さまの「子育て支援パスポート事業の全国共通展開」への参画です。当

モールに出店される多くのテナントさまに、さまざまなサービスを提供していただいてお

りますので、イオンモールでは、それを分かりやすくまとめてご案内しております。 
 こちらは、モールのウェブサイトになりますが、近畿エリアでは特に、「Cheers！ for 
MAMA」として情報をまとめています。具体的なサービス内容としましては、5％オフだっ

たり、キッズドリンクのサービスですとか、アイスのプレゼントなど、パスポートを提示す

ることで受けられるサービスの一覧をサイトに掲載するなど、また、授乳室の場所だったり、

トイレの場所、給湯器のご案内などをまとめております。 
 失礼しました。東海エリアでは、特に、毎週土曜日を「キッズサタデー」として、子育て

支援パスポートの取り組みを推進しております。 
 最後に、子育てに便利な優しいモールデザインの機能の拡充について、ご紹介いたします。

つい先日、7 月 20 日に増床リニューアルを行いましたイオンモール熊本では、共に学び成

長していける環境を、「共育」というテーマで、熊本県の小国町の小国杉をふんだんに使用

したレストスペースや遊び場、フードコートなどを、小国町森林組合さまと連携し、設置い

たしました。また、内閣府さま所管の企業主導型保育事業の助成を受け、保育園を開園して

おります。1 つずつご紹介させていただきます。 
 こちらは、「トモイクの森」です。おむつ替えやキッズトイレに、休憩スペース機能を追

加したものになっております。奥には大人用のトイレもありまして、ここで全てが完結する

ようになっております。身長計や体重計なども取りそろえておりまして、子供も楽しめる空

間となっております。また、モニターが笑顔を認識すると、アロマがシュッと広がるような、

癒やしの仕掛けも備えております。 
 こちらが、小国杉をふんだんに使用した、木のぬくもりが感じられる遊び場となっており

ます。はだしで遊んで気持ちよく、滑り台もあり、内側には、保護者さまもゆっくり座って

待って見守れるベンチをご用意しております。 
 こちらは、フードコート内の「トモイクテーブル」です。小上がりになっていて、靴を脱

いでくつろげるスペースとなっております。小さなお子様がいても気にせずに、多少子供が

歩き回っても気にせず、くつろいでいただける空間をつくっております。 
 それから、モールの一角に設置しました「イオンゆめみらい保育園熊本」になります。保

護者の方が、従業員の方が一緒に来て、一緒に帰れる、そして、近くにいて、安心して働け

る環境となるように、テナント従業員の方も、地域の方にもご利用いただける保育園を開設

いたしました。働き方に合わせて、365 日、朝 7 時から 10 時まで開園しております。 
 私は、この保育園設置推進の担当をしておりますが、自身の経験から、おむつ持参を不要

にしたりとか、洗濯物を園でもできるようにするなどのサービスを設けさせていただきま
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した。このような保育園が、イオングループで全国に 24 園目となっております。 
 子供の遊び場については、他のモールの事例ですが、イオンモール宮崎のほうでは、やは

り地元産の飫肥杉を活用した「オビスギパーク」ですとか、広島祇園のほうでは、カープを

思わせる赤い、野球場を模したデザインのキッズスペース、また、イオンモール今治新都市

では、ご当地ゆるキャラ「バリィさん」を取り入れたお子様用の席を、フードコートに設け

ました。 
 イオンモール広島府中のほうなんですけれども、写真のような、乳児の使用を満たしやす

い造りを、特に右側の写真のほうでは、ベビーカーが通路の邪魔にならないか心配せずに置

いていただけるようなボックス席に設計いたしました。 
 事例は、以上になります。引き続き、地域の子供・子育てを応援して、安心して過ごせる

環境づくりに取り組んでまいりたいと思います。 
 ご清聴、ありがとうございました。（拍手） 
渥美：東さま、ありがとうございました。 
 
■キッズデザイン協議会 事例発表 
 では、続きまして、キッズデザイン協議会の福田専務理事、お願いいたします。 
福田：では、キッズデザイン協議会の福田と申します。 
 本日は、このような機会を通じて、キッズデザインについてご紹介できる時間を頂き、会

員を代表して御礼を申し上げます。 
 まず最初に、キッズデザイン協議会についてご説明を差し上げたいと思います。まず、私

どもが申していますキッズデザインですけれども、このデザインというのは、いわゆる狭義

の意味での衣装ではなくて、子供を取り巻く社会課題を解決するための製品であり、サービ

スであり、取り組みであり、そういったあらゆるものをキッズデザインとして称しておりま

す。 
 このキッズデザインの中には、私どもは「3 つのキッズデザイン」と申しまして、子供さ

んにとって安全・安心であること、子供さんの創造性を育むデザイン、そして、子供さんを

生み育てやすいデザイン。これらを私どもは、「3 つのデザインミッション」と呼んでおり

ます。 
 その中で、キッズデザイン協議会というのは、この 3 つのミッションの下、子供、およ

び、子育て環境を取り巻く社会課題を解決するために、70 の企業、あと、自治体、いろん

な団体が集まって、113 の会員で構成されております。 
 設立以来 10 年を過ぎまして、昨年、キッズデザイン宣言と申しまして、私どもキッズデ

ザイン協議会会員の一つの行動指針として、「全ての子供は社会の宝であり、未来そのもの

です」と始まるキッズデザイン宣言を制定いたしました。 
 私どもは、先ほど申し上げましたように、70 の企業の会員で構成されています。その会

員の内容は、一定の業種であったり、1 つの業種の中で、いわゆる普段競合されている会社
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さんは集まらないというものではございませんで、あらゆる業界、団体、業種、そういった

中から、この考え方に賛同していただいた企業さんの集まりでございます。 
 主な事業といたしましては、右上に書いてありますけれども、顕彰事業という、いわゆる

キッズデザイン賞を主催しております。 
 次に、研究開発事業ということで、会員企業の皆さんが集まって、社会課題を解決するた

めの勉強会、研究会なども進めております。 
 それから、認証事業というのがございまして、これは、キッズデザイン協議会が今まで研

究してまいりましたノウハウを基に、子供さんの安全・安心についての、いわゆる第三者認

証、こういった事業もスタートしております。 
 まず、先ほどイオンさんの事例でもお話がありました、キッズデザイン賞についてご説明

いたします。これは、いわゆる、3 つのデザインミッションを解決するための製品であった

り、サービスであったり、取り組みであったり、そういった方々からご応募いただき、審査

委員の方が審査をして、いわゆる優れたものに対して、キッズデザイン賞というもので表彰

する制度でございます。 
 この顕彰制度の目的は、単に、表彰するということではなくて、私どもでキッズデザイン

賞という表彰ということを通して、次の新たな製品、サービス、取り組みなど、そういった

開発をしていただけるように、世の中に広げていくということが目的でございます。 
 これは今年度で第 12 回、12 年間続けておるわけですけれども、12 回を迎えまして、今

ちょうど審査中でございます。昨年の第 11 回のキッズデザイン賞、これは、最優秀賞は内

閣総理大臣賞を頂いておるんですけれども、昨年に関しては、応募されたのが、西武鉄道さ

んと川崎重工業さんで、西武鉄道さんの「40000 系」という車両が、内閣総理大臣賞を受賞

されました。 
 この車両については、ご存じの方も多いかと思いますけれども、編成の中の 1 車両、これ

が全て、子供さんと、子育てをするパパ・ママのための、しかも、通勤車両になっておりま

す。通勤時間帯に、ベビーカーでそのまま車両に入っていける、かつ、子供さんの目線に合

わせて窓を広くして、沿線のいろんな風景も、子供さんにとって楽しめる、こういった通勤

車両に対して、キッズデザイン賞最優秀賞ということを授賞しております。 
 ここで、キッズデザイン協議会の他の活動について、ご紹介させていただきたいと思いま

す。先ほどちょっとお話をしました研究開発事業、さまざまな研究会プロジェクト、いろん

な講演会とか、あと、一般の方々に対して、キッズデザインカフェと称して、いろんな、子

供さんと子育てに関する情報を発信しているんですけれども、まず、この研究会というのは、

キッズデザイン協議会の会員の方々、1 業界に偏っているわけでもなく、全く異業種の方々

が集まって、いろんな勉強会、プロジェクトを開催しております。 
 その中から、例えば、今 2 つ事例がありますけれども、下のほうの事例は、「こども OS
研究会」というものでございますけれども、子供さんというのは、大人とは違った行動をし

てしまいます。それによって事故が起きたり、子供さんにとって危険なこともあります。そ
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ういったものを業界横断型で、いろんな方が集まって、1 つの研究成果にまとめ、カード型

のツールを開発しました。 
 メーカーの方々、いろんなサービスを提供する企業の方々が、これを参考にして、少しで

も子供さんにとって安全なもの、安全な製品であり、サービス、そういったものを開発する

手助けとなるようなツールを開発して、事例もございます。 
 次に、右側ですけれども、先ほどちょっとお話ししました顕彰事業でございますけれども、

キッズデザイン協議会が今まで進めてまいりました、子供さんの安全・安心のガイドライン

というものがございます。このキッズデザインガイドラインというのは、さまざまな世の中

の事故事例を基に、これをデータベース化して、その原因を探究して、どうすれば少しでも

事故が減るのだろう。 
 もちろん、いろんな法令であったり、いろんな業界基準であったり、いろんな安全基準が

ありますけれども、キッズデザインが考える安全というのは、さらに、それをもう少し枠を

広げて、より子供さんにとって安全・安心な製品・サービス、そういったものが提供できな

いかということで、これまで研究・開発を重ねてまいりました。 
 これを基に、昨年 12 月、「子供の安全性 設計・開発のための一般原則」という形で、

JIS Z 8150 が制定されております。これを基に、今後、いろんな製品、サービスの個別の

JIS が制定されることを、私どもとしても願っております。 
 これは、たくさんあるキッズデザイン賞の受賞作品の中から、今日ご出席されるとお聞き

していた方々に関係しそうな受賞作品の一例を掲げております。 
 JR 東日本さんの、先ほどお話にありました駅型保育園。これも、第 4 回のときに受賞さ

れ、今後、世の中にたくさん増えてきたというお話を頂きましたので、キッズデザイン賞と

してこういった制度を作って、より多くの方々に知っていただいて、それに、JR 東日本さ

んが企業の努力として進められてきたということで、本当に私どもしてもうれしく感じて

おります。 
 最後に 1 つ、キッズデザイン協議会を代表してお話をしたいと思います。キッズデザイ

ン協議会というのは、いろんな企業、団体さんの集まりでございます。しかも、1 つの社会

課題に向かって、いろんな企業、業種が、先ほど申しましたように、集まっている団体で、

その中で、皆さん一緒に研究会、プロジェクトを進めております。 
 ここにお集まりの中にも、会員企業の方々が、イオンさんをはじめいらっしゃいますけれ

ども、ぜひキッズデザイン協議会にご参加いただいて、このような、子供、および、子育て

を取り巻く社会課題解決に努めてまいりたいと思いますので、ぜひご一報を頂けたらと思

います。どうぞ、よろしくお願いいたします。（拍手） 
渥美：福田専務理事、ありがとうございました。 
ここまでのご発表に、私から、簡単にコメントさせていただきます。子育てには、リスクが

伴います。例えば、出産というリスクに対して、日本交通さんの「陣痛タクシー」のように、

妊婦に寄り添うサービス提供、あるいは、日本交通さんが他業界の会社さんに呼び掛けて、
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「マタニティギフト」、これはとても喜ばれているんじゃないかと思います。 
 あるいは、イオンさんで、「やさしごはん」。アレルゲンとなりかねない原材料は使わない、

アレルギーを持ったお子さんにも安心して提供できる食品を通して、アレルギーを持った

お子さんも、お誕生日会で他のお子さんと一緒に楽しめるという、これもとても、恐らくこ

ういうリスクに寄り添う企業というのは、生涯を通じて、子供・子育て家庭が、とてもいい

会社だとファンになるんじゃないかなと思いました。 
 あと、もう一つ、子育て支援というのは、私は知恵が必要だと思っています。思いはあっ

てもなかなか、じゃあどういうところから始めたらいいのかと、もしそういう迷っておられ

る企業さんがおられたら、キッズデザイン協議会さんには非常に多くの知恵が集積してい

ます。子育て応援という 1 つの軸で、いろんな業界の方々が集まって知恵を出し合ってい

る、そういう素晴らしい協議会ですので、ぜひ参加されて、そこで知恵を頂いたらいいんで

はないかと思いました。 
 では、続いて、内閣府子供・子育て本部からのご説明を頂きたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
Ａ：内閣府子供・子育て本部でございます。既に、日本フランチャイズチェーン協会さん、

イオンモールさんをはじめ、大勢の方々からの、子育て支援パスポートを活用いただいてい

るお話を、心強い思いで聞いておりました。 
 子育て支援パスポートは、地域ぐるみで子育てを応援しようとする機運を高めるために、

地方自治体さんが主体となって、企業の協賛を得ながら、お子さんがいらっしゃるご家族に、

各種割引や優待サービス、それから、授乳スペースやミルク・お湯の提供であるとか、ある

いは、ポイントサービスなど、多岐にわたるサービスを提供いただいているものでございま

す。 
 平成 28 年の 4 月からは、全国共通展開ということで、都道府県を超えた利用の取り組み

がスタートし、昨年の 4 月からは、全国 47 都道府県で相互利用が可能になりました。 
 この場でお願いを申し上げたいのは、都道府県さんを中心に進められてきたところです

けれども、今回のコンソーシアムの発足を機会に、ぜひ業界団体の皆様のお力で、全国展開

を促進していただけないだろうかというお願いでございます。 
 これは、夏休みの例でございますけれども、夏になると、ご家族が一緒にお出掛けになる

機会も増えるかと思います。東京都さんでは、8 月の 1 カ月間に限り、さまざまなサービス

を連携してやっていらっしゃるという事例がございます。1 年を通じていろいろなサービス

を続けることは、なかなか、企業さんによってはハードルが高いかなということもあろうか

と思います。夏休み、秋の行楽シーズンといった事例が、たくさんございます。 
 例えば事例の 3 など、工作教室のお手伝いをする、お買い上げの木材のカットをサービ

スするといった、大変ユニークな事例もございます。各種、飲食や宿泊などを支援している

事例も、たくさんございます。 
 私どもからお願い申し上げたいのは、大変熱心な都道府県さんのお力で、ここまで子育て
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支援パスポートは充実してきておりますが、今般、コンソーシアムのお力を借りて、ぜひ全

国組織の視点から、幅広い普及と協賛についてご検討いただけないかと考えております。 
 一番下にございますように、今まで協賛されていない企業さんに関しては、ぜひご検討い

ただきたい。真ん中になりますが、既に協賛いただいている、ただし、自治体限定でやって

いらっしゃる皆様には、ぜひ全国共通パスポートということを検討して、全国共通展開をご

検討いただきたい。最後に、既に全国共通展開もされている企業さんは、今日のこういった

会議も機会に、ぜひ夏休みやシルバーウイークに向けまして、すぐにも何か新しいこと、す

ぐに取り掛かれることをご検討いただけないでしょうかというお願いでございます。 
 どうもありがとうございました。 
渥美：ありがとうございました。 
 私も、パスポート事業というのは非常に有意義だと思っています。フランスの「大家族カ

ード」が、海外ですと世界初ですが、日本はフランスに次いで規模も大きくて、かなり、全

国 47 都道府県に広がっている意義深いカードですので、ぜひ協賛をお願いしたいと思いま

す。 
 
■質疑応答 
 では、会場の皆様から、積極的にご意見、あるいは、登壇された企業へのご質問を賜りた

いと思います。どなたか。お願いします。 
松田：中京大学の松田と申します。少子化克服戦略会議の構成員であり、非力ながら座長を

務めさせていただいた者です。 
 われわれの提案がこのような形でコンソーシアムとして実現しましたことを、非常にう

れしく思っております。そして、松山大臣のリーダーシップ、そして、関係団体や企業の皆

様のご理解と、関係者の皆様のご尽力に感謝します。 
 その上で、今日のさまざまな報告、事例も聞かせていただきまして、やはり少子化克服の

ためには、子育てをサポートすることがどんどん広がっていくことが大事であるとともに、

子育てが楽しいものであるというメッセージが伝わっていくことが大事なのではないか、

また、それに、既に業界の皆様は取り組まれているということが、私も非常に分かった次第

でございます。 
 その上で、私から、今日はいろいろ提案してもいいですよね。2 つご提案なのですけれど

も、1 つは、ここまでさまざまな団体の皆様が、それぞれ独自に子育て支援や応援の取り組

みをされておりますが、それを一堂に会して、共同でのイベントですとか、キャンペーンの

ようなものをしてもいいのではないかという提案です。 
 ちょうど 11 月の第 3 日曜日が「家族の日」でして、その前後の週間がありますが、こう

したまとまったコンソーシアムとしての提案がなされれば、これはインパクトがかなりあ

るものになるのではないかというのが、1 点です。 
 2 点目の提案は、先ほどコーディネーターの渥美さまもおっしゃいましたが、フランスの
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大家族カードというものがあります。子供を多く育てる方のほうが、経済的等にハードルが

やはりありますので、それを、先ほど内閣府さまからも提案がありました子育て応援パスポ

ートと絡めて、多くの子供をもうける世帯に対する手厚い支援というもの、これがかなり、

業界を広げて、垣根を越えて広がっていきますと、わが国の少子化克服に一歩近づくのでは

ないかと思いました。 
 私から、提案は 2 です。以上です。 
渥美：松田先生、ありがとうございました。 
 では、他にどなたかご意見を頂けませんでしょうか。お願いします。 
大沼：厚生労働大臣政務官の大沼でございます。 
 本日は、皆様方からの貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございます。 
 質問が 2 点ございます。発表がございました東京地下鉄株式会社のお取り組みでござい

ますが、この「マタニティマーク」なんですけれども、だんだん普及していって非常にいい

ことだと思うんですが、一方で、誰でも駅でもらえちゃうということで、本当に妊娠してい

るかどうかが確認できないまま、私も幾つかなくして、「ください」と言って、頂いた経緯

があるんですが、その後、心ない人が、妊娠していないのにもらって、すごくハイヒールの

高い人が、優先席にマタニティマークを付けて座っているとか、『ひよこクラブ』さんとか

でくっついているのもあるので、このマタニティマークは、母子手帳と一緒に配布をしてい

ますけれども、今後、このマタニティマークをどういうふうにしていくのが適正なのかとい

うことを、もしお知恵があればお聞かせいただきたいと思います。 
 あと、陣痛タクシーのお取り組みは、大変ありがたいというふうに思います。今、企業主

導型の保育所も進んでおりまして、そういたしますと、電車に乗って、赤ちゃんを連れて企

業まで出勤されるお母さん方も、これから増えてくると思います。その際に、例えば……ご

めんなさい。これは地下鉄の話ですね。ちょっと戻ります。 
 子連れの方の専用車両であるとか、あとは、女性専用車両に、子連れの例えばお父さんは

オーケーですよとか、柔軟な対応が今後必要になってくるかなと思いますが、その 2 つの

点について、東京地下鉄株式会社さんにお聞かせいただきたいと思います。 
 日本交通さんのほうは、病児タクシーといいますか、急な発熱のときに、保育園からお母

さんが、「迎えに来てください」と言われて、私も度々呼び出されましたけれども、そうい

うときは、やっぱり高熱が出ていると、タクシーでいつも行っているかかりつけの病院とか

に行けると、大変ありがたいなというときもございます。そういったときの登録制度を、子

育て支援という意味で、今後広げていくご検討はあるのか、もしこういった取り組みをされ

ているのだとするならば、教えていただきたいと思いました。 
 イオンさんは、本当に各地でいろんな取り組みをされていて、特に先ほどの東さんの、児

童館を、われわれの所管でもありますが、知らない方々にとっても、児童館と結び付ける接

点となっていることは、大変ありがたいというふうに思いました。 
 ただ、一方で、地元で、イオンさんのところに行って社員さんと話をすると、「月に 1 回
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でもいいので、日曜日か土曜日にお休みが欲しい」と。女性ならず、男性もそうだと思うん

ですが、要は、子供のいろんな行事に、いろんなスポーツ大会とかがあるんですけれども、

「出られないのよね」というふうにおっしゃる方がいらっしゃいました。 
 働き方改革は今回法案が通りましたけれども、今後、土日の運用のところは、大変人手も

少なくて大変だと思うんですけれども、社員の皆さんのそういったお声もあるという、社員

の皆さんの子育て支援というところで、そこの、土日にオープンされているというところは

大変、地域の方にとってもありがたいことなんですが、どのような工夫をされているのか、

また、今後の見通しについて、お話をお聞かせいただければと思います。 
 最後に、厚生労働省といたしましても、今日ご参加いただいた多くの企業で、「くるみん」

「プラチナくるみん」等の制度をご利用いただいて、子育て、女性活躍推進などに取り組ん

でいただいていることに感謝を申し上げますとともに、今国会で成立させていただきまし

た、この働き方改革が大変重要になってくると思います。 
 多くの長時間労働を自制することによって、家庭に男性を戻して、育児や家事、また、子

供との時間を取っていただくことが、何よりの子育て支援になるかというふうに思ってお

ります。そうした意味で、今後、働き方改革についても、積極的にわれわれもお願いしてま

いりたいと思いますし、企業さんたち、皆様からも、しっかり推進していただきたいと思い

ます。 
 そして、最後に、コンビニのフランチャイズ協会の皆様にお願いなんですが、今国会で、

健康増進法の一部を改正する法律案も通りまして、国全体として、望まない受動喫煙を進め

ていくということで、法案も通させていただきました。 
 他の国に比べて、やはりコンビニの入り口にスモーキングエリアが多いところが、ここは

今回国のほうでは規制はしておりませんけれども、やはりスモーキングエリアは、お子様も

よく通るところでございますし、これは全国的な話にはなるかと思いますけれども、前向き

に、望まない受動喫煙への対応のほうもお願いしたいと思います。 
 最後に、大変残念な話なんですが、先日、山形新幹線に乗っているときに、子連れに対し

て、「うるせえんだよ」と声を掛けるおじさんがいて、私は、「子供はうるさいんです」と反

論したんですけれども、そこでけんかにならなくてよかったなと思ったんですが、私自身、

舌打ちをされたり、嫌な顔をされるということを大変多く経験いたしました。 
 松田先生からもありましたように、例えば、11 月の家族ウイーク、8 月の夏休みなどは特

に、企業を挙げて、「子連れのお子様がいるので、騒がしいこともあるかと思いますが、皆

さん温かく見守りましょう」みたいなアナウンスを各地で、乗り物のみならず、ショッピン

グモールをはじめ、コンビニをはじめ、やはりそういった社会全体の雰囲気を盛り上げてい

くことが、非常に大事であると思います。さまざまな取り組みの中で、ぜひ業界全体として、

この機運の醸成に協力いただければと思います。 
 私からは、以上です。 
渥美：大沼政務官、ありがとうございました。 
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 では、まず、メトロの大野部長、お願いします。すみません、時間の関係で、できるだけ

手短にご回答いただければありがたいです。 
大野：ご質問ありがとうございます。マタニティマークでございますが、お客さまの善意に

よっているところでございまして、実際、駅でお配りしておりますけれども、ご主人さまが

取りにいらっしゃることもございまして、ここは、今のところは善意に頼っている状況でご

ざいます。 
 今後、このような、今日のような運動だとか啓蒙（けいもう）活動によって、本来必要な

方がしっかりマタニティマークを持っていただけるような形で、広がっていければいいの

かなというふうに思っております。 
 女性専用車のほうでございますが、女性専用車は、お子様もご利用いただけますし、その

保護者の方もご利用いただけております。そういった意味合いでは、啓蒙活動としては不十

分だと考えておりますので、ちょうど今、そういった方もご利用いただけるポスターを作成

いたしておりまして、それを近々に張る予定でございます。 
 東京メトロからは、以上でございます。 
渥美：大野部長、ありがとうございました。 
 では、続いて、日本交通株式会社、川鍋会長、お願いいたします。 
川鍋：ありがとうございました。先ほどキッズデザイン協議会さまからもありました、エキ

スパート・ドライバー・サービスという、よりすぐりの運転手が立候補制で、まるでグリー

ンベレー部隊のように、子育てと、観光案内と、あと、介護をやるという、それぞれの特殊

部隊を形成しております。 
 その部隊に限っては、お子様だけで輸送させていただくということに取り組んでおりま

す。いい面は、非常にリピーターが多くて、正直、意外と高いのです。予約していただくと、

やっぱりその前後、なかなか普通の流し営業とかができなくなってしまうもので、予約前に、

1 時間ぐらい前にメーターを切って、そちらのほうに行きますので、ある程度の予約時間、

1 時間当たり幾らというのを頂いてやっていますので、ちょっと高いということと、あと、

実は、それを頂いていても、やっぱり運転手に課されるハードルが結構高くて、やっぱりい

ろんなお子様がいらっしゃいますし、例えば、幼稚園にピックアップなら、ちゃんと顔写真

を出して、ごあいさつに伺って、「私なら大丈夫です」と事前に言って、登録してやるんで

す。そうしないと、引き渡しができませんので。 
 そういったことを通常業務以外でやりますと、当然、最近、別の意味で、働き方改革で、

そういった時間も労働時間になりますので、なかなか、実際、運転手のなり手が少ない。現

在、約 1 万人の運転手の中で、40 名から 50 名の者でずっと回していて、これはもう 5～6
年やっているのですけれども、それから増えないのです。 
 ということなので、一生懸命トライしておりますが、タクシーを普通流しでやっていると

いうところから、小学生以下の方だけを乗っけてお連れするというのはなかなか難しくて、

一生懸命、試行錯誤している段階ですので、もうちょっと頑張ります。 
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渥美：では、続きまして、イオン株式会社のどなたか、コメントを頂けますでしょうか。 
髙橋：はい。イオンの髙橋でございます。 
 今お話しいただきました児童館の告知に関しては、やはり今まで以上に、よりさまざまな

媒体を使って知らしめていきたいと思っております。 
 また、お話しいただきました、われわれショッピングモール等々に関しては、本当に心の

広いお客さまが多いので、子供が楽しんでいる姿を見て、何かお小言を頂くというのはない

ですけれども、ただ、今日の、まさにコンソーシアムのテーマである、子育て機運を醸成さ

せるというところでは、もっともっと、われわれはできることがあると思っておりますので、

知恵を絞って対応していきたいと思っております。 
 私は人事も担当しておりますので、今、先生からお話しいただいた従業員の働き方という

のは、グループを挙げて、今取り組んでいるテーマでございます。ここで、今お話しいただ

いたようなことが起こるのは、個人に仕事が偏ってしまう場合、その方が休めなくなってし

まいます。これは、誰もが働きやすい、代わりにできるような体制を組むことが必要になり

ます。これは、人の教育の部分だけではなく、これからは、ロボティクス、IT 等々を活用

しながら、働き方を変えていきたいと思っております。 
 ご指摘、ご指導いただき、ありがとうございました。 
渥美：では、他の、会場からのご意見を承りたいんですけれども、いかがでしょうか。 
 私から 1 点、イオンさんの自治体との包括協定が、非常に興味深いです。ここ十数年の新

たな動きとして、それまでは、行政が個別企業と何か協定というのは、公平性の観点でとい

うことで、ちょっとちゅうちょされる自治体が多かったのが、最近は、例えば子育て支援と

いう、正しい、公的な意義があることであれば、ぜひそういう志のある企業と手を結びたい

という、そういう自治体が増えているなと。 
 そういう中で、イオンさんが全国でも非常に多くの自治体と締結されているというのは、

非常に先進的な取り組みだと思います。この点について、全国で、他にも大手企業がござい

ますから、個々の自治体と組むというのは、なかなか事務的には煩雑なところもあろうかと

思うんですけれども、どういうふうにそこをマネジメントされているかということを、どな

たか教えていただけると助かります。 
髙橋：髙橋のほうから、お答えさせていただきたいと存じます。 
 まず、地域行政との連携でございますが、先ほどイオンの基本理念をお話しさせていただ

きましたが、地域にどのように貢献するかということで、われわれは日々検討しております。

そのチームというのは、イオングループとしてもございますし、〓子社〓の中にもございま

す。 
 その中で、われわれが近年取り組んでいる内容としましては、やはり地域エコシステムと

いうことで、イオングループだけではなく、イオンだけではなく、さまざまな、産官学一体

となった取り組みを進めていきましょうと。それは、今お話しいただきました子育て支援も

そうですし、防災の取り組みもそうですし、さまざまな包括的な問題をその地域を挙げて取
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り組みましょうと。 
 イオンでは、まず、そのモデルの形としまして、千葉で地域エコシステムというものを実

施しております。こういったものを、成功事例を重ねてまいりたいと思います。 
上山：WAON の責任者をしております、上山と申します。自治体の包括提携も、担当させ

ていただいております。 
 全国の自治体とは、イオン包括提携ということで、各都道府県、それから、市単位で地域

連携協定を結ばせていただいて、現在、110 カ所の自治体と包括連携協定をさせていただい

ております。 
 ご当地 WAON の発行枚数は、約、種類としては 150 種類です。枚数としては、現状、600
万枚を発行させていただいて、売り上げの 0.1％、それぞれ全国の加盟店 40 万店で使われ

た分の 0.1％を、各行政の子育て支援、観光振興、産業振興、そういったものにご寄付をさ

せていただいております。 
 2011 年からご当地 WAON の発行を開始しまして、既に累計の寄付額が 12 億を超えたと

いう形になっておりまして、継続した取扱高の拡大、それから、会員拡大という面で、今後

も継続して寄付を募ることができる、増やすことができるというふうな仕組みになってお

ります。 
 今後とも、よろしくお願い申し上げます。 
渥美：イオンさんの地域包括提携は、地域の課題解決に対して子育て支援というのは、その

1 つの重要な柱として取り組んでおられるということを理解しました。産官学の連携と伺い

ましたが、子供は、よく「かすがい」と言われますけれども、地域を結ぶ 1 つの重要な要素

だと私も思いますので、子育て支援を核に、地域をより活性化していく取り組みに、ぜひ企

業の皆様がご尽力いただけると思いました。ありがとうございました。 
 
 では、今後に向けて、内閣特命担当大臣、松山大臣からお言葉を賜りたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
松山：改めまして、本日は、本当に長時間にわたりまして、子育て応援に関わる多数の素晴

らしいご意見、今後に向けての課題等々をお聞かせいただきまして、かつ、幅広くご議論い

ただきましたことに、心から感謝と御礼を申し上げたいと存じます。 
 特に、子育て世帯を支援するための先進的な取り組みを、既に数多く行っていただいてい

るということに、大変感銘も受けました。こうした取り組みを、企業の枠を超えて、全国に

広げていくことによって、あまねく、日本中で同様の支援を享受できる。子育て世帯に優し

い社会を実現していく上で、大変重要だというふうに認識いたしております。 
 先般、海外出張をした折に、フランス国鉄の、子供の多い世帯の家族全員を割引対象とす

る大家族カード、これについてもご説明を受けてきましたけれども、子育て世帯に特に配慮

し、あるいは、優先する施設やルール、あとは、マナーなどが大変印象的でした。 
 こうしたことの積み重ねによって、社会全体が子育て世帯を温かく見守っているという
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ことを国民が実感し、ひいては、少子化の克服につながっていくというふうに確信した次第

であります。 
 そこで、内閣府といたしましても、公共交通、小売業に関わる皆さんに、子育て世帯を応

援する視点、そして、子育て世帯を見守る視点から、例えば、乳幼児連れの乗客用に優先レ

ーンを設置していただく。これは、既にやっていただいているところも、先ほどお話を聞き

ました。あるいは、乳幼児連れの専用車両の設置、こういったことも提案させていただきた

いと思いますし、ぜひご検討いただきたいと思います。詳細は後ほど事務局から、ご提案と

いう形で説明させていただきます。 
 本日の先進的な取り組み、また、内閣府の提案について、皆さん方の団体・企業にお持ち

帰りいただいて、幅広く共有いただいて、議論も賜りたいと思います。 
 そして、ぜひ、今日ご参加いただいたトップの皆様のリーダーシップで、子育て世帯に優

しい取り組みを、できるところから早めに始めていただくということも、切に願っていると

ころでございます。 
 次回以降のコンソーシアムにつきましても、どういった取り組みを行うことができるか、

ぜひご提案いただきたいと思っておりまして、そのことが真の意味で、成果というものにつ

ながっていくと思いますので、これからもぜひ、意見交換、または、連携を取らせていただ

きたいとお願い申し上げる次第であります。 
 本日の会合を機会に、企業の知恵と活力を最大限に生かしていただきまして、従来の発想

にとらわれることなく、新しい工夫を取り入れていただいて、できることからどんどん着手

していったらいいと思っておりますし、行政としても、皆様の取り組みをしっかりと応援す

べく、官民一緒になって取り組ませていただきたいとお願い申し上げる次第であります。 
 今後は、さらに、金融、観光、旅行業界をはじめとして、さまざまな分野の方々にもこの

コンソーシアムにご参加いただいて、この取り組みを充実していきたいと思っております。

企業や業界を超えて協働・連携し、そのことを通じて、子育て世代を応援する輪が広がるよ

うにしていきたいと思っております。 
 子育てに優しい社会の実現に向けたこの取り組みが、本日お集まりの皆さんのお力で、さ

らに大きく前進し、また、国難と言われるわが国の少子化問題をしっかりと克服していく、

このことにつながっていくことを祈念したいと思います。 
 本当に、改めまして、貴重なお時間、また、ご意見を賜りましたことを、重ねて、心から

御礼を申し上げ、私のごあいさつとさせていただきます。本当に、今日はありがとうござい

ました。（拍手） 
渥美：では、続きまして、内閣府から、今後の伝達事項をお願いいたします。 
阿南：ありがとうございました。それでは、貴重な事例紹介、まず、コーディネーターをお

務めいただきました渥美さま、どうもありがとうございました。そして、素晴らしい取り組

みなどを発表していただきました企業の代表の皆様にも、お礼を申し上げます。ありがとう

ございます。 
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 それでは、ただ今の大臣からの意見を踏まえまして、これより内閣府からのお願いがござ

いますが、そのための資料をただ今お配りしております。これからお話し申し上げます内容

につきましての資料を、まずは皆様方のお手元にお届けしておりますので、そちらが間もな

く行き届きます。 
 それでは、お手元に資料が届いてまいりました。それでは、ここで、内閣府大臣官房審議

官、三浦よりご説明を申し上げます。 
三浦：内閣府の事務局より、ご説明、ご提案のほうを申し上げさせていただきます。お手元

に、ただ今お配りいたしました、各団体を通じた参加企業の皆様へのお取り組みの提案をお

配りさせていただいております。 
 この表紙をおめくりいただきますと、本日ご出席の団体・企業の皆様から、実に、多彩な、

多様なお取り組みをご紹介いただきまして、主なものを事務局のほうで早速、「1、本日発表

された取り組み事例」の横展開として、整理させていただいております。誠に多くの事例を

ありがとうございました。 
 具体的に、ここから、内閣府から、一歩踏み込んだ新たなご提案を申し上げさせていただ

きたいと存じます。各分野におきまして、子育て世帯に期待されると考えられる取り組みの

イメージを示させていただいております。 
 まず、公共交通関連の例といたしましては、お父さん、お母さんは、小さなお子さんが泣

いたり、騒がしくしたりしたとき、周囲の目がとても気になり、肩身が狭い思いをされると

伺っております。 
 「乳幼児の泣き声や、子供が騒ぐと周囲の目が気になる」というニーズに対しましては、

例えば、乳幼児連れの乗客への配慮を促すアナウンス、予約に当たって、子連れの席の近く

になることの連絡などをしていただくことが、考えられるのではないでしょうか。 
 さらに、「乳幼児の泣き声や、子供が騒ぐと周囲の目が気になる」や、「ベビーカーを押し

たまま電車に乗るのが気が引ける」というようなことに対しましては、乳幼児連れの乗客専

用車両、先ほど大臣からも言及がございましたが、パパを含む男性も利用可能な乗客専用車

両を導入していただくようなことも、考えられるのではないでしょうか。 
 お子様をお持ちの家族が温かく周囲から見守っていただいているという優しい空気、雰

囲気が、社会全体に広がっていくのではないかと考えられます。 
 続きまして、2 枚目でございますが、「階段等で、ベビーカーをいちいち畳んで、乳幼児

を抱いて移動するのは大変」というようなお声をよくお聞きしますが、このようなニーズに

対しましては、ベビーカーに優しい経路案内の掲示や、乳幼児連れの乗客も、要配慮者とし

て、バリアフリーエレベーター等を優先利用できる案内のご掲示をしていただくことが、考

えられるのではないでしょうか。 
 さらに、「乳幼児のケアをする場所が欲しい」ということに対しましては、授乳室、パパ

を含む男性も入室可能なおむつ替えスペースの設置などをしていただくことが、考えられ

るのではないでしょうか。 
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 乳幼児を連れて、面倒を見ながら列に並んで長時間待つのは、ご負担になろうかと、よく

そういう声もお聞きいたしますが、乳幼児連れ乗客用優先待ちレーンの設定をしていただ

くことも、考えられるのではないでしょうか。 
 「外出中におむつが足りなくなって困った」「着替え用の荷物をたくさん持って移動する

のは大変」というお声などもよく聞かれますが、このようなお声に対しましては、駅や空港

等に交換用おむつを 1 つから買える販売機の設置なども、考えられるのではないでしょう

か。 
 続きまして、小売業関連の例といたしましては、小さなお子さんを連れて、ショッピング

カートを押すのはとても大変でございます。「買い物の際に、必要なものを探すのが大変」

というお声もございまして、このようなニーズに対しましては、乳幼児用日用品が集められ

ている販売コーナーを設置していただいたり、さらに、「乳幼児のケアをする場所が欲しい」

というお声に対しましては、授乳室、おむつ替えスペースの設置をご検討いただいたり、乳

幼児を連れて、店舗から遠い場所に駐車して移動するのも大変でございましょうから、店舗

の入り口付近に、乳幼児連れの自家用車の優先駐車エリアを設定していただく、このような

ことも考えていただけるのではないでしょうか。 
 スーパーのレジなどで長い行列をしている間に、お子さんがぐずったりして、気をもまれ

ることもあろうかと思います。「乳幼児を連れて、レジの長い行列に並ぶのは負担」という

お声に対しましては、乳幼児連れの買い物客専用、あるいは、優先のレジの設定をしていた

だいたり、さらに、「外出中におむつが足りなくなって困った」「着替え用の荷物をたくさん

持って移動するのが大変」というお声には、交換用おむつを 1 つから買える販売機等の設

置も、ご検討いただけるのではないでしょうか。 
 さらに、業界を超えたコラボレーションについても期待が高まっておりまして、例えば、

スーパーや商店街と、バス、鉄道事業者の方が連携されて、駅やバスターミナルと、付近の

商店等と連携し、ベビーカーの貸し出しやシェアリングをするなどということは、できませ

んでしょうか。 
 また、「店舗隣接のタクシー乗り場まで荷物を運んでもらいたい」、あるいは、「優先的に

タクシーに乗りたい」というお声もございますので、スーパーや商店街とタクシー事業者の

方の連携による、店舗隣接のタクシーまでの優先乗車や、荷物運び等のサービスもご検討い

ただければ、有意義な、有益なものではないかと考えられます。 
 これらは私どものほうで考えました例でございますが、まだまだ工夫できるのではない

かと考えられます。本日の資料を各団体・企業にお持ち帰りいただき、早速、ご周知いただ

くとともに、次回以降のコンソーシアムにおいて、どういった取り組みを行うことができる

のか、大臣からもお話がございましたが、ご提案いただければと存じます。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 
 最後に、内閣府のほうで先ほどご説明させていただきましたパスポートのほうの、絵だけ

出させていただきまして、できる工夫をしていただければと存じます。 
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 以上でございます。 
阿南：ただ今のような内閣府の提案につきましては、本日の先進的な取り組みについて、各

企業にお持ち帰りいただき、幅広く共有いただきますようにお願いいたします。 
 それでは、皆様方には、長時間にわたりご参加いただき、本当にありがとうございました。

これをもちまして、子育て応援コンソーシアム第 1 回の会合を終了とさせていただきます。 
 なお、この後、会場を出ましたホワイエにて、交流会を行います。お名刺の交換など、親

睦を深め、今後の活動にぜひお役立ていただければ思います。 
 なお、今、名札としてご利用いただいております名刺フォルダーでございますが、中の名

刺はお持ち帰りいただきまして、名刺フォルダーのみ机に置いて、ご退出いただきますよう

にお願いいたします。 
 本日は、長時間にわたりましてのご参加、ありがとうございました。では、どうぞ、ホワ

イエでの懇親会にもお付き合いくださいませ。ありがとうございました。 
 

（以上） 


