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1-3  島根県（しまね子育て応援パスポート事業「こっころ」） 

1-3-1  実施体制と運用方法 
(1)  事業の目的と経緯 

 平成 18 年 7 月より開始。 
 「子育てしている親の精神的負担（孤立感）の軽減」「地域で子育てを支えるという気運の醸成」「企

業への子育て支援に関する啓蒙」といった効果を期待しているが、なかでも「地域で子育てを支える

という気運の醸成」が一番大きい。 
 「しまね子育て応援パスポート事業実施要綱」第1 条はその趣旨として「この事業は、行政、企業、子

育て家庭が、パスポートを媒介として子育てに主体的に関わることを通じて、島根の未来を担う子ど

も達の健やかな成長を地域が一体となって応援する「子育ての社会化」に向けた意識啓発および気

運醸成を進めることを目的とする」と定めている。 
 平成 17 年に石川県の事業がマスコミで取り上げられていたので、県職員が電話等で調査し、事業

提案したのがきっかけ。 
 事業の愛称「こっころ（Coccolo）」は、イタリア語で子どもをあやすときの言葉で、「可愛い子ども」と

いう意味もあることから、職員が提案したもの。知事も「心」に通じる語感が気に入ったということで採

用された。 

(2)  制度の枠組み 
 対象世帯：次の各号のいずれかに該当する者がいる「子育て家庭」 

①児童（満 18 歳未満）または満 18 歳となった最初の 3 月 31 日を迎えるまでの者（日本国籍を持た

ない者も含む） ②妊娠中の者（日本国籍を持たない者も含む） 
 カード配布方法：市町村が対象者の申請に基づいて交付。申請手続きには対象者自身も当事業に

「参加する」という意識付けの意味合いもある。平日に役所の窓口に来られない人のために、土日の

窓口での受付を開設したり、代理人でも申請・交付が受けられるようにしたり、郵送で返信用切手を

同封して申請すれば（申請書はホームページからダウンロードできる）交付が受けられるようにする

など便宜を図っている。市町村によっては保育所等で申請を受け付けるところもある。 
 カードの有効期限：事業期間が 3 年となっているので、その事業期間まで。島根県では、すべての事

業を 3 年間で見直すことになっている。（継続予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 

カードは 2 種類 妊娠中の方用に「プレママ」パスポート（右）も用意されている。 

 
 カードのデザイン：県内（江津市）在住の童画家佐々木恵未さんのイラストを採用。 
 カードの利用者：対象世帯であれば、誰でも使用可能。子ども同伴の必要はない。 
 カード配布枚数：各世帯 1 枚。 
 18 歳未満の子どものいる世帯数 68,273 世帯（平成 17 年国勢調査）、うち登録世帯数 34,295 世帯 
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 第 1 子妊娠中の対象者（推定）2,540 世帯、うち登録世帯数 1,026 世帯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の仕組み 

 
(3)  予算 

 19 年度は約 1 千万円。18 年度には約 1600 万円。さらにその前年度に約 200 万円の支出もあったの

で、スタート時には約 1800 万円の費用がかかっている。すべて県の支出金（一部国助成金）。 
 協賛店情報を掲載した「こっころハンドブック」の製作費が当初 600 万円と増刷 300 万円で 1 千万円近

くかかっている。 
 19 年度の事業費の内訳は、 

企業関係の募集チラシやステッカー、新聞広告などに 124 万円 
子育て家庭関係の新聞広告、チラシに 44 万円 
その他著作物の利用料や事業周知ポスター、発送料に 120 万円 
こっころキャンペーンに 119 万円 
こっころフェスタ（東部会場／西部会場）に 604 万円 
こっころ大賞関係に 21 万円 など 

(4)  運営主体（事務局） 
 所管課（事務局）：島根県青少年家庭課少子化対策推進室および市町村の所管課。少子化対策推進

室は室長を含めて 5 名体制。 
 市町村との共同事業なので、市町村に申請受付、交付や PR 等の作業負担が発生する。特に大きな

市町村では負担となることも多く、調整が難しい。臨時職員の派遣を求める声もある。 
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1-3-2  当事業の PR 方法および協賛店舗の募集方法 
(1)  事業の PR 方法 

 平成19年度は、本事業を広く県民に周知し理解を深め、また、対象者に対して「こっころ」パスポート

の取得を促進するため、アンケートに答えて応募すると、抽選で希望の賞品があたるキャンペーン

を 2 回実施した。応募資格はいずれもこっころパスポートの交付世帯（１人１通）。18 年度のキャンペ

ーンでは県内在住なら誰でも応募できたが、１９年度からパスポート交付世帯に限定。 
① こっころ 1 周年記念キャンペーン 6 月 20 日～7 月 17 日 
賞品:30 賞品 230 名分 協賛企業:26 社 応募方法:Web・携帯サイト・ハガキ 
応募数:4,128 通  抽選会実施:7 月 20 日(金) 松江市島根県職員会館 
② こっころクリスマスキャンペーン 11 月 18 日～12 月 12 日 
賞品:30 賞品 315 名分 協賛企業:25 社 応募方法:Web・携帯サイト・FAX ハガキ 
応募数:4,215 通  抽選会実施:12 月 24 日(金) 浜田市いわみぷらっと 

 3 月 16 日には「くにびきメッセ大展示場」で体験型子育て応援イベント「こっころフェスタ」を開催。協

賛店 19 社、支援団体 8 団体の計 27 団体が参加。 
 こっころ会議：子育て家庭・こっころ協賛店・関係団体・行政が一堂に会し意見交換を行い、子育て家

庭と企業、地域の相互理解を深め、「子育てをみんなで応援する島根」に向けた企業や地域の取組

を検討する。第１回目のこっころ会議を浜田市の紺屋町商店街で平成 19 年 1 月 12 日に開催。 
 新規こっころ協賛店の紹介、イベント情報、その他役立つ情報が満載の「こっころメルマガ」のほか、

県内の子育ち子育て関連の NPO、サークル、団体による「つながるネ！っと」（3 年ほど前からの県

事業）で、子育て家庭や支援団体・企業のコミュニケーション機会が提供されている。 
 「こっころ賞」という協賛店に対する表彰制度も認知度向上には一役買っている。 
 しかし、一番の認知・利用の向上策は協賛店がステッカーを貼ることとされている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協賛店のステッカーは A4、A5、A6 とサイズの異なるものが 3 種類用意されている 

ステッカーには鳥取県のパスポートも利用できることを示すシールを貼り付けている 
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 松江京店（きょうみせ）商店街では、子育て支援をテーマに「しまね版特区」の認定を受け、毎月第 2
日曜日に「松江京店・カラコロ Coccolo サンデー」を開催。京店カラコロ広場を中心にフリーマーケッ

トや子育て支援イベント、小中学生の体験事業などを展開。こっころ協賛サービスのほか、商店街と

してこっころキッズカードを作成し、独自のサービスを開始。来場のたびにスタンプがもらえ、スタン

プの 2 個目、または誕生月にガチャガチャのメダルを進呈。 

(2)  協賛店舗の認知度向上に対する取組 
 初年度に協賛店情報を掲載した「こっころハンドブック」を発行（A5 判カラー310 ページ 写真掲載)。

申請者にパスポートとともに配布。その後の新規協賛店情報については簡易な追補版として「協賛

店一覧」（A4 判 34 ページ 表紙のみカラー、本文スミ文字情報のみ）を作成して配布。 
 インターネット検索：インターネット上では、エリア別、カテゴリー別による検索に加えて、キーワード検

索も可能。検索結果は一覧で表示され、さらに各店舗の詳細ページを閲覧することが可能。 
 キャンペーン、フェスタ、こっころ賞などは、協賛店認知向上にとっても効果がある。 

(3)  協賛店舗開拓の手法 
 歩いて開拓するという方法。訪問して、理解してもらうのが一番ということで、エリアを決めて手分けし

て歩きまわり開拓している。 
 市町村や商工会議所、商工会などのルートを通じたものも、県担当職員が直接企業にお願いするこ

とも両方ある。 
 どんな企業でもというよりは、子どもが喜ぶような業種のお店、例えばケーキ屋さんの協賛をというよ

うに、対象者へのアンケート回答などを参考にターゲットを決めてまわるようにしている。 
 キャンペーン、フェスタ、こっころ賞などは、協賛店舗開拓にとっても効果がある。 

 

1-3-3  優待サービスの利用実態および効果 
(1)  協賛店舗等の傾向 

 協賛企業数 943 社  協賛店舗数 1,617 店舗（平成 20 年 2 月 21 日現在） 
 「こっころ 1 周年記念キャンペーン」のアンケートによると次の 4 つの協賛店のサービスがお気に入り

の上位にあがっていた。 
① ミスタードーナツのドーナツ 10 個まで 5%割引。今年 1 月までは 30%オフだったが、他府県での

サービスも広がったということで、割引率が低下した。 
② モスバーガーのジュース 1 杯サービス。 
③ ドラッグストア ウェルネスの特典満載割引クーポン券進呈。 
④ フーズマーケットホックのポイントカードに 5 ポイント付加。 

(2)  利用頻度/利用割合 
 18 年度のこっころキャンペーンアンケート（回答者 7,184 名）によると、交付を受けている家庭（5432

名）の 75%が月単位で数回以上利用している。 
・ かなり利用しいている（週の半数以上）  7% 
・ よく利用している（週単位で数回）  18% 
・ ときどき利用している（月単位で数回）  50% 
・ ほとんど利用していない   25% 

 一方、19年10月実施のこっころ協賛店アンケート（291社回答）によると、月に数件以上利用がある
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という協賛店が 6 割となっている。 
・ 1 日に 10 件以上  4% 
・ 1 日に数件  14% 
・ 週に数件   16% 
・ 月に数件   26% 
・ ほとんどない  23% 
・ 全くない   15% 
・ その他   2% 

 利用の多い店舗は、やはり普段からよく行く場所であり、メリットのあるサービス内容があるところ。

割引やポイント付与をする協賛店の利用が多い。 

(3)  事業の効果および評価方法 
 協賛店アンケート、キャンペーン応募者アンケートの結果や県民意識調査の子育て環境評価の項

目で効果を測定している。 
 こっころパスポートの経済的負担軽減効果についても試算した。こっころパスポートの交付を 3 万

5,000 枚（普及率約 50%）と想定。こっころキャンペーン応募者アンケート回答者の年間利用回数を

積算し、利用 1 回当たり 1,000 円の取引で 5%の負担軽減効果があったと仮定すると、約 1,500 万

円の負担軽減となる。アンケートに回答しなかった方の利用率を回答者の 2分の1と仮定して、その

負担軽減額を積算すると 4,100 万円。合わせて 5,600 万円の経済負担軽減効果があると試算。 
 

 


