
パパ・ママたちと一緒に開発したアプリで子育て支援！

京都府健康福祉部長 松村 淳子

NPO法人子育ては親育てみのりのもり劇場

理事長 伊豆田 千加
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資料１



（１）きょうと子育て応援パスポートの創設

○ 京都府では、平成１９年度に、企業・店舗等と協働により、
きょうと子育て応援パスポート制度を創設

○ 子育て家庭にパスポートを発行し、協賛店舗が様々なサービス
を提供することを通して、社会全体で子育てを応援する取組

○ 協賛店でパスポートを提示すると、各店独自に、特典サービス
などを提供

Ⅰ． の誕生まで
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（２）協賛店舗と子育て家庭をつなぐ取組

○ 平成２４～２５年度に、京都府と地域の子育て支援ＮＰＯとが
協働し、１０団体のＮＰＯが地域の各店舗を回り、情報を収集し
マップを作成

○ 京都府内各地域に配付し、子育て家庭と、地元の協賛店舗・
子育て支援ＮＰＯとをつないだ
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（３）取組の中で見えてきた課題

マップの情報の更新ができない。

子育て家庭への外出支援の必要性

行政からの情報発信だけでは不十分

・紙媒体は好評だったが、その後の情報の更新ができない。

・地域の子育て家庭の持つきめ細かな知識や地域情報も、地域
の子育て家庭へ発信する仕組みが必要

・子育て家庭を協賛店舗まで赴かせるためには、お得なパス
ポート特典の情報だけではなく、外出を応援する情報も必要
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○子育て家庭の外出を巡る現状把握

56, 62%

34, 38%

こどもと外出する時、必要な情報がなくて困った

ことはありませんか？

ある

ない

泣き叫ぶ赤ちゃんを抱
えて、授乳場所を探し
回ったが、見つけられ
ず、困った。。

子育て家庭の約６割が、こどもと外出する時、必要な情報が
なくて困った経験があると回答

トイレを見つけたと
思ったら、こどもに対
応してなかった。。

目当てのお店に行った
ら、子連れで行ける雰
囲気でなく、しんどい
思いをした。。

離乳食をレストランに
持ち込んだら、お店の
人に驚かれ、嫌な思い
をした。。

（子育て世帯に対する一斉アンケート。回答数３５０枚 平成２５年９月 京都府が実施）
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（４）当事者を含めた“地域主体”で、開発に着手

対面、電話、メール、スプレッドシートなど

様々な手法を活用しながら、

目的の共有から、設計、開発、デバッグまで、

常に３者で積み上げ、実践！

行 政

課題を解決したい！

子育て支援ＮＰＯ

子育て支援者・当事者として

ローカルＩＴ企業

思いを具体化する技術力

趣旨に賛同いただいた府内各地域のＮＰＯ１７団体が、
アプリに掲載する店舗や公園、公共施設など
自らの地域の各種情報について収集・制作
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（５）「まもっぷ」に込めた思い

おでかけの
「お守り」

「まもっぷ」名前の由来

＋

電子
「マップ」

子育て家庭に、
安心してお出かけしてもらいたい･･･
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（１）まもっぷ運営体制図

京都府各地の
子育て支援
まちづくり団体

全17団体
ユーザー

（京都府内の子育て世帯）

60,551人

開拓・啓発

情報配信登録

連携
情報提供

広報協力

（京都府）

京都のローカルIT企業 NPO法人みのりのもり劇場
協働

協働
協働

きょうと子育て応援事業
推進委員会

開拓・啓発

協賛・広告出稿

地域企業・店舗

3,855件

支援

利用

サービス提供

利用

Ⅱ． の特徴
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（２）まもっぷでできること

①いつでもどこでもパスポートを表示できる

アプリだからここが便利！

○お父さんとお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん
が、各自で登録できるので、カード型パスポートのよ
うに受け渡しが不要

○スマホは常に身に着けている人が多く、「パスポー
トを忘れた！」「どこに入れたっけ？なかなか出てこ
ない」等のトラブルがない。
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協賛店舗や施設のパスポートサービスを
受けられる



②協賛店舗・子育てひろば等

カテゴリー、ジャンル、
エリア、キーワードの他、

現在地からの
検索も可能

協賛店 3,855件
子育て支援スポット271件
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○登録情報の条件検索ができる



スクロール

どんなサービスがあるの？ 子連れに便利かな？ どこにあるの？
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○子育て家庭が必要な情報をきめ細かく掲載



地元のお母さんたちが
集めた公園情報！

215件

③府内の公園や、医療機関の情報も掲載

＜医療機関＞
京都府が持つ
医療機関情報等
と連携

3819件
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＜公 園＞



④ＩＴを活用した行政と子育て家庭の相互発信

○登録ユーザーや地域の子育て団体が発信者・情報提供者
になれるニュース投稿・スポット情報提供機能

申込み制によるライター登録制度 ライター登録数 39人（2018年4月末現在）

・子育て中のママパパが、ライターとしてローカルスポットやオススメ
イベント情報などを、当事者目線で発信！

・さらに、スポット情報などユーザーの声を随時募集する機能も登載

※子育て家庭目線で利用したい店舗等を開拓・発信するきっかけに！

みんなで育て、活用するアプリに！

○まもっぷ上でのアンケート実施

・まもっぷを利用し感じたこと等を、アプリのアンケートを通して事務局
へ発信することで、行政と子育て家庭が繋がるフレームを構築。

・まもっぷ上では、登録時・ログイン時など様々な機会にプレゼントキャ
ンペーン等で利用出来るポイントを付与しているが、アンケート回答時
にも付与することで回答を促進。
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【喜びの声】
このような制度があって助かっている。

楽しみ。使いたい。

～府民からの反響～

・カードの時は持ってなかったりで困った事が多々ありました。
が…スマホ内のアプリで割引がされるというのはすごく助かります。

・出かける場所について調べれたりと便利で利用させていただいてます。

・お子様ランチにデザートプレゼントがついていたり。
何より子どもが喜ぶのが1番だとおもいました。

・全国で使えるようなので旅に出た時にも利用したいと思います。

・まもっぷで行ったことのない場所が写真つきでみれるのがうれしいです。
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（１）ユーザーの声
（2017年度利用者アンケートより抜粋）※原文ママ



登録ユーザー数 60,551人

登録スポット数 7,846件

登録「使えるトイレ」数 2,896件

（２）アプリ登録ユーザー数及び登載情報数

登録スポット内訳
カテゴリー 件数（件）

協賛店舗 3,855

子育て支援スポット 271

公園 215
医療機関 3,859

2015年4月の運用開始から3年

登録ユーザー数

60,551人
（2018年3月時点）

（人）

22,309 
42,011 

60,551 

0
20,000
40,000
60,000
80,000

2015年度 2016年度 2017年度

登録ユーザー数の推移

15



（３）まもっぷアクセス状況（Webサイト・アプリ）

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2015年度 2016年度 2017年度

2,103,008 2,175,510 
2,773,378 

年間ページビュー数

※ページビュー数・・・ユーザが閲覧したページ数の合計

2017年度のページビュー数

年間総数

2,773,378 件

1日の平均数

7,703件
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登録ユーザーの地域属性 登録ユーザーの年齢層

年齢別登録ユーザー数

年代 人数 比率

10代以下 60 0.1%

20代 4,032 6.6%

30代 38,887 64.1%
40代 16,071 26.5%
50代 1,418 2.3%
60代以上 163 0.3%

地域別登録ユーザー数

地域 人数 比率

京都市内 30,981 51.2%
山城地域 21,849 36.1%

南丹地域 2,837 4.7%

中丹地域 1,968 3.3%

丹後地域 510 0.8%

未選択 2,406 4.0%

妊娠中 1,518 2.5%

1人 22,434 37.1%
2人 26,907 44.5%
3人 8,488 14.1%
4人 1,087 1.8%
5人以上 196 0.3%

登録ユーザーの子どもの数
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（４）登録ユーザーの属性



Ⅲ． の今後

～もっとたくさんの子育て家庭を、もっと応援できるアプリに！～

①現状・課題（利用者の声）

もっと「つかえるお店」を増やしてほしい。

協賛店舗かどうかがわかりにくい。
協賛店舗で特典を使えなかったことがある。

サービスを充実させてほしい。

18

（１）子育て応援店舗の増と、掲載情報の質の向上を



○未協賛店舗に対して、

投資がなくても、少しの工夫で、

特典や子育て対応が可能であることを発信

○協賛店舗に対して、

・特に積極的に取り組む店舗の

紹介記事を「まもっぷ」で発信
（子育てＮＰＯスタッフやパパ・ママが、イチ推し店舗をＰＲ）

・店舗内でのＰＲの仕方や他店舗の利用状況などを

メールマガジン等で周知

たくさんの店舗と“思いを共感”し、
“ノウハウを知ってもらう”
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②取組の方向

具体的には…



登録ユーザーやスポット等、情報は日々増加

→情報の蓄積に比例して、操作の快適性（表示速度）が落ちる

常に「軽量化」の研究を行い、実機搭載に取り組む。

○持続的なシステムとするため、継続的な財源が必要

○自主財源の確保に取り組んでいく必要（有料広告など）

地域の子育て支援ＮＰＯをはじめ、

多くの方々の参画があったからこそ、

開発・普及が実現

今後も協働していきたい･･･
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（２）アプリ環境の整備

（３）継続的な財源の確保

①現状・課題

①現状・課題

②取組の方向

②取組の方向



こどもを産み育て
やすい社会に！

民間の施設・店舗

お店の子育てにかける思いが子育て家庭
へ届く！子育て応援がお店の強みに！

子育て家庭

こどもがいても、気軽に、楽しく外出！

ひいては社会参加できるように！

子育て支援ＮＰＯ

継続して子育て支援に取り組むための
基盤として活用！

で叶える社会
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こどもつながり応援隊

ＮＰＯと企業のつ
ながりから自立的
な取組が創発

府認証団体

様々な人材
専門的スキル

さらなる主体と
の協働に進化
取組を強化

子育て支援
ＮＰＯ等

企業、商店街 学 校

医療機関

京都府

他の子育て
支援団体等

子育て家庭

スキルアップ
安定的な組織運営

質の高い子育て支
援の実施

○京都府子育て支援団体認証制度

中間的・広域的支援

○地域の子育て支援団体と地域企業の
協働によるファミリーマルシェ

ファミリーマルシェ

地域の子育て
支援サークル

地域の商店街 京都府

地域の企業

閉校した小学校
を活用

子育て家庭

みんなで参加
地域ぐるみの
子育て支援

が様々な取組へ波及
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