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2  協賛企業ヒアリング結果 

2-1 協賛にいたる背景・目的 
2-1-1  協賛にいたる背景 
 

協賛にいたる背景としては、府県や市、商工会議所、商工会などからの働きかけのほか、「府県や市の

事業に協力するため」「以前から事務局とつながりがあった」「行政と取引関係・協力関係にあった」「新聞

等で知って興味を持った」などがきっかけとされる。 

 府県や市の担当者から話があった。 
  きっかけは、市から提案があって、それを受けた。魚食普及活動の一環として、この子育て支援

にも取り組むことにした。（鮮魚市場） 
   事業スタート時に当時の県の担当者から商店街に話があった。（商店街） 
  弊社は昔からの馴染み客が中心で、客層は 50 代 60 代が多い。そこで、なんとか若いお客様も

呼び込みたいと考えていたところ、県庁から子育て優待制度の話があり、目的が一致したので

協賛することになった。（地域スーパーマーケットチェーン） 

 商工会議所、商工会から話があった。 
  商工会議所に参加していたので、そこからお話をいただいたのがきっかけ。（コンビニ店舗） 
  商工会に加入しているので、商工会から協賛してくれないかという話をいただき、趣旨にも賛同

できるので参加させていただいている。商工会には、ボウリング大会などでもお世話になってい

るので、正直いって、そう断れるものでもないという事情もあった。（ボウリング場） 

 府県や市の事業に協力するため。 
  市内に 18 か所のサービスステーションがあり、ほぼ市の全域をカバーしている。それだけに、

市の事業に対して協力的だという姿勢を見せていきたいし、また実際に市の取組を応援してい

きたいという気持ちがある。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 

 以前から事務局とつながりがあった。行政と取引関係・協力関係にあった。 
   事務局から協賛募集のチラシが来て、地域の他の様々な業種も協賛しており、常日頃そのよう

なことには協力したいと思っていたので、協賛することにした。事務局に入っている子ども財団と

はもともとつながりがあったので、抵抗がなかった。（書店・個人商店） 
  弊社はもともと市や警察署、消防署などの給油や軽油などの入札に参加させていただいており、

市からこういう制度があるというお声がけをいただいたのがきっかけ。（ガソリンスタンド 地域チ

ェーン） 
   取引先の企業が事務局をやっているので、そこからお声がかかり、弊社の取組の部分ともマッ

チするので、やらせていただきたいと考えた。（自動車販売） 
 もともとは市の施設なので、市の施設は、すべてこの事業に協賛するという市の姿勢があった。

（宿泊施設） 
  県の方でこの事業を企画している段階で、県の担当者から当行にお声掛けいただいた。最初は

当行の県庁支店へお話が来た。当行は県の指定金融機関でもあるため、いろいろ情報のやり

とりをさせていただいている。当行は、ほとんどの支店が県内にあり、地域密着という視点に立

った営業をしている。地域と共に成長するというのが銀行の本来の姿勢でもあるので、こういっ

た取組には積極的に対応している。（銀行） 
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 新聞やチラシ等で知って興味を持った。 
   新聞で、九州 5 県で「子育て応援の店」推進事業を開始するという記事を目にしたのが初めのき

っかけ。その後先行している他県の取組を調べ、今後大きな動きに発展するのではないかと思

い、上司に話をもちかけた。（総合小売 全国チェーン B） 
  新聞で他市の子育て支援に関する報道を見て、弊社でも何かできないかと思ったのがきっかけ。

そこで調べてみたところ、他県の事業に弊社の支店が協力しているので、問い合わせてみた。

が、その時はまったく成果がない、反響がないということだった。やはり情報発信が少なかった

ということがいえるのではないか。しかしこちらの事業のホームページをみると、ネットで簡単に

登録でき、企業の情報が携帯電話にメール配信されるとあったので、これらは他の都道府県で

はみられない取組であり、私たちが他県で感じている課題を克服できるかもしれないと思った。

（住宅メーカー） 
  パッケージツアー担当者の子どもが通う学校で優待カードとともに配付された協賛店舗の募集

チラシがきっかけ。子育て家庭がより旅行しやすい環境（ホテルや宿等）を提供したいという強

い思いもあり、協賛を提案した。（旅行会社） 
 
2-1-2  協賛する目的、協賛により期待する効果 
 

協賛の目的、期待する効果としては、売上増・顧客増、顧客の定着、企業のイメージアップ・認知度向上

があげられているほか、子育て世帯を重要な顧客として位置づけたり、行政や協賛企業同士のつながり

ができたりすることを期待しているところもある。 

 売上増、顧客増につなげるため。 
  保護者が子どもを連れて買い物に来れば、それだけ売上も上がるという目算も確かにある。（鮮

魚市場） 
  毎月第 2 日曜日に広場を中心にフリーマーケットや子育て支援イベントをスタートしてもうすぐ 1

年になるが、県と市両方からのまちづくりとしての支援もあり、幼稚園や学校との協力もあって

客も増加した。（商店街） 
  子どもが多ければ、買い物の量も増え、客単価が高いという点も狙い目。(地域スーパーマーケ

ットチェーン) 
  当初期待していた効果としては、「子育て応援の店」というアピールができ、イメージ向上、集客

にもつながるのではないかと考えていた。（総合小売 全国チェーン B） 
  業務としてはハネムーンや企業向けの団体旅行が 9 割、その他のファミリー向けの国内外旅行

が 1 割という構成であるため、新たな顧客の開拓を期待している。（旅行会社） 
  地域貢献という CSR の一環と同時に、当行の収益の拡大。新規顧客の獲得。（銀行） 

 
 定期的に来店してもらうため。リピーターを増やすため。 

  小さなまちの書店なので、だいたい利用するお客さんは周辺に住んでいる方。新しくお客さんを

増やすというよりは、一度利用してもらってサービスのことを知ってもらい、次もまた来たいと思

ってもらえたらよいと考えている。（書店・個人商店） 
   地域の中のお店というのを目指している。できればお店に来るお客全員の顔を知っているくらい

が理想。地域の人に喜ばれて、地域の人が普段顔を出していただける店にしていくための一つ

の手段。そのためであれば（優待サービスの）10%くらいはたいしたことではない。（コンビニ店

舗） 
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  売上アップに関しては、短期的には期待していない。「子育て支援をしています」というだけで数

百万もする商品が売れるとは思っていない。まずは、お客様に来店してもらって、整備や点検な

どのサービスメニューを受けていただいて、「決まったお店になる」ということ。そうすれば長期

的にみれば売上にもつながっていく。（自動車販売） 
  ボウリングというのは、一般の人は年に何回も利用しない。だいたい、年に数回程度。そういう

方々が、こういう割引があるのであれば来月も利用しようかなと思ってくれるとありがたい。利

用の頻度が上がればうれしい。まだカード自体があまり浸透していないので、このカードの優遇

があるからといって、新しい顧客を誘引できるとは思っていない。新規顧客開拓というよりも、既

存の顧客の利用頻度や、プレーするゲーム数の増加、期待できるとすればそういうところかと

思う。（ボウリング場） 
  子育て家庭の場合、毎年家族旅行に出かけることも考えられるため、優待サービスの提供によ

りリピーターが増えていくことも期待している。（旅行会社） 

 企業のイメージアップ、認知度の向上のため。 
  売上増も、顧客層の増加ももちろん期待しているが、やはり一番気にしているのは店舗のイメー

ジ。地域の人にどのように思われているのかということを常に意識している。店員にも、このお

店のスタッフであるということを 24 時間意識してもらうように教育している。イメージを良くしてい

けば、それに付随していろいろな効果も生まれるので、まずはお店のイメージを良くしていきた

い。（コンビニ店舗） 
  企業のイメージアップや CSR 活動の一環という意味合いもある。(地域スーパーマーケットチェ

ーン) 
   当店にこのような施設があり「マタニティ・育児相談室」のサービスを行っているということをご存

じない方もたくさんいらっしゃるだろうし、その認知度向上による企業イメージアップなどの効果

はあると思う。（総合小売 全国チェーン A） 
  企業イメージへの影響も大きい。子育て支援をしているということから、企業イメージが良くなる。

（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  売上増も当然期待はする。しかし、売上増というよりも、企業のイメージアップ、企業認知度の向

上、商品の認知度の向上が目的。（住宅メーカー） 
  PR 効果は大きい。県内の対象家庭の方すべてへカードが配られるので、自社の広告宣伝費を

使わずに、当行の子育て支援への取組を PR でき、イメージアップにもつながる。（銀行） 

 CSR 活動の一環として取り組んでいる。 
  企業のイメージアップや CSR 活動の一環という意味合いもある。(地域スーパーマーケットチェ

ーン) 
  弊社ではＩＳＯ14001 を取得し、カーボンオフセットの推進や地域貢献、福祉支援などＣＳＲ活動

に会社として取り組んでいるので、その一環としての意味合いがある。子育て支援をすることに

よって少しでも未来に貢献したいという想いでやっている。（自動車販売） 
  地域貢献という CSR の一環と同時に、当行の収益の拡大。新規顧客の獲得。（銀行） 

 子育て世帯や女性は重要なターゲットなので。 
  若いお母さんを取り込みたいというのが一番の狙い。(地域スーパーマーケットチェーン) 
  会社の方針としても子育て世帯は大事なターゲット。このターゲットにアピールできるという効果

に期待している。（住宅メーカー） 
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  女性のお客様は重要なターゲットなので、女性が居心地の良い店舗づくりや、女性に好感を持

っていただけるような活動を積極的に展開していきたい。（自動車販売） 
  営業的な面からいうと、女性客の利用が多いと、販売量が安定する。また、子どもというのは、

顧客を引き付ける上では非常に有効な武器。子どもが行きたいと思うところに、親としても行か

ざるを得なくなる。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 

 子育て商品を出していることを知ってもらうため。独自性をアピールするため。 
   弊社はもともと子育て住宅の開発に積極的であったので、弊社が子育て支援をしている、そし

て子育て住宅も販売している、さらに割引で提供している、というメッセージを伝え、「弊社＝子

育て住宅」というイメージをもっていただくことは弊社にとって非常にプラスになる。（住宅メーカ

ー） 
  旅行会社で当事業に協賛しているところも多くなく、社の独自性をアピールするきっかけになれ

ばとも考えている。（旅行会社） 

 行政や協賛企業同士のつながりを大事にしたいため。 
  この事業に協賛していくことによって、行政とも繋がりができ、さらに協賛企業同士の横の繋がり

ができることに非常に期待していた。（住宅メーカー） 
 
2-2  優待サービスの内容・利用実態・利用促進に向けた取組・課題 
2-2-1  優待サービスの内容 
  

協賛店舗等で行っている優待サービスとしては、割引、無料サービス、ポイント優遇、金利優遇などの

金銭面でのサービスのほか、プレゼントなどの物品提供、育児相談などが実施されている。 

＜金銭面でのサービス＞ 
 割引 

  文具の 10%引きと、文具を 3000 円以上購入された方に粗品のプレゼントを行っている。子ども

3 人以上の世帯に対しては、文具 20%引きとしている。（書店・個人商店） 
  全商品 10%引き（受託サービス・代行サービスは除く）。（コンビニ店舗） 
  ガソリン 1 リットルあたり 3 円引き（当初は 5 円引き）。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  いくつかの割引パターンがあるが、例えばある建売分譲住宅をご購入いただく場合に、毎月 20

万円合計 240 万円を割引したこともある（2 棟分）。（住宅メーカー） 
  同伴の家族のボウリングのプレー代金（大人・高校生以上料金）を 1 ゲームにつき 50 円引き。

（ボウリング場） 
  パッケージツアーおよび宿泊の手配の料金を（商品により）3～5%割引している。子どもの年齢

によっては、宿泊代等かからない場合もある。そのような場合の料金割引の対象は大人だけと

なる。（旅行会社） 
  宿泊施設では、利用者全員の宿泊に係るお部屋料金を 20%引き。（宿泊施設） 

 
 無料サービス 

  キッズカードの提示により、京店駐車場 1 時間無料サービス券進呈。（商店街） 
  電話やインターネットで商品を注文する宅配サービスでは、月会費 500 円が無料。（地域スーパ

ーマーケットチェーン） 
  車検時オイル交換無料（普通車の場合 5000 円相当）。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
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  一般耐震診断の無料実施（通常 52,500 円）。（住宅メーカー） 
  温泉入浴施設では、中学生以下の子どもは無料。（宿泊施設） 

 
 ポイント優遇 

  家族連れの利用の多い日曜日は全店ポイント 5 倍。駐車場が広い大型店は平日もポイント 5 倍。

小型店では、平日ポイント 2 倍。（地域スーパーマーケットチェーン） 
 

 金利優遇 
  住宅ローンの金利を優遇。（銀行） 

 
＜物品提供＞ 

 プレゼント  
  何かプレゼントをするという内容が多い。（鮮魚市場） 
  県の子育てカードは基本的に親が持っていて親が受けるサービスなので、商店街としてキッズ

カードを作成した。ご来場のたびにスタンプがもらえ、スタンプの 2 個目、またはお誕生月の方

にガチャガチャのメダルを進呈。（商店街） 
  弊社の賃貸物件にご入居いただいた場合には、1 万円の商品券の進呈。（住宅メーカー） 
  加湿器のプレゼント等（通常は抽選）。（住宅メーカー） 
  さらに、毎月 19 日の「育児の日」に申し込んだ客には粗品をプレゼントしている。（旅行会社） 

 
＜その他＞ 

 育児相談、子ども図書館の利用など 
  A 店の「マタニティ・育児相談室」のほか、B 店ではマクドナルドのチーズバーガーハッピーセット

の 350 円での提供、C 店では「子ども図書館」と「育児無料相談」の提供と、県内 3 店舗で合同

展開している。（総合小売 全国チェーン A） 
  ミルクのお湯の提供、赤ちゃん相談会・育児相談会の実施など。（総合小売 全国チェーン B） 

 洗車サービスなど手間を省くようなサービス 
  洗車サービスや特別の整備点検メニューのような、忙しい子育て期の方の手間を省けるような

メニューを検討している[※協賛開始前の検討段階でヒアリングを実施]。（自動車販売） 
 

2-2-2  優待サービスを決めた理由 
 

優待サービスの内容を決めた理由としては、「利用者にとってインパクトのある魅力的な優待でないとや

っていて意味がない」「企業らしさが出てわかりやすい」といった理由のほか、「従来からのサービスの延

長上で取り組んでいる」「他の割引サービスの内容を考慮した上で決定」などがあげられている。 
 

 利用者にとってインパクトのある魅力的な優待でないとやっていて意味がない、誘引力が弱い。 
  本は割り引くことができないので文具を対象とした。文具であればある程度利益率があるので、

10%程度であればそれほど影響ないだろうと思った。逆に、1%や 2%では、利用者にとってそ

れほど魅力だとは思われない。100 円のペンだと 1 円、これではやっても意味がない。また、文

具 3000 円というと相当の量の買い物になるので、こちらとしては、それだけ買ってもらえるの

はありがたい。粗品はその時々で変わるが、ノートなど。（書店・個人商店） 
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   どうせやるのなら、積極的にやりたい。というのが私の考え方。曜日限定とか、限定してやるく

らいならやらないほうが良い。やるのであれば、「どうぞ大勢来て下さい」、「いっぱい利用してく

ださい」というスタンスでやりたい。（コンビニ店舗） 
   競合他社が 5%引きだったので、それに対抗するためには、ポイント 5 倍にしないとインパクト

が弱くなってしまう（地域スーパーマーケットチェーン） 
  20%というのはけっこう大きい。家族全員でくれば 5 千円くらいの割引になることもある。しかし、

これくらいやらないと誘引効果はないのではないか。（宿泊施設） 
 

 企業らしさ（店舗らしさ）が出て、分かりやすいので。 
  それと、分かりやすいのがよい。「10%OFF」というは、非常に分かりやすい。（コンビニ店舗）  
  ガソリンが高騰している時期なので、インパクトがある。それに、ストレートで分かりやすい。「ガ

ソリン屋さんだから、ガソリンの値引き」。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  宿泊施設であるので、宿泊代金を割り引くのが一番、国民宿舎らしいやり方だと思ったから。分

かりやすくてよい。（宿泊施設） 
 

 それほど大きな負担はないから（対応が簡単だから。マージンは減るが許容範囲であるから。） 
  レジシステムの対応などに全く問題はない。個々の商品を値引きしているのではなく、購入いた

だいた総額から 10%バックしている。全部で 1000 円購入していただいたら 100 円バック。そし

てそれをノートに付けていく。簡単にしていかないと。（コンビニ店舗） 
  今までも、水曜とか木曜にレディースデーという形で、ティッシュボックスのサービスとかしてきた

が、燃料の高騰につれて生活必需品も上がり、コスト負担がきつくなったので止めてしまった経

緯がある。ガソリンそのものの値引きであれば、若干マージンが減りはするが、追加的なコスト

はかからない。また、仕入の手間等もない。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  一般価格を他社の近隣のサービスステーションの価格に合わせてやっていく中で、そこからさら

に 3 円引きというのは、確かに負担が大きいことは大きい。しかし、販売価格からしたらせいぜ

い 2%～3%の値引きに留まる。販売促進に数十万円かけたりするよりも、はるかに効果的。

（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
 

 従来から行っていたサービスの延長上で取り組んでいる。 
  従来から、子どもにお菓子などをあげるというようなサービスは普通に行っていた店舗が多いの

で、その延長上でできることだから。（鮮魚市場） 
  通常の場合、SD（セーフティドライバー）カードとか「着物プロジェクト」とかのつきあいがあり、う

ちの店の場合は 5%割引というサービスにしている。（商店街） 
  割引サービスを行うには、カードを金券扱いにするなど経理上もいろいろ難しい面があり、とりあ

えず既存の施設サービスのＰＲということで参加することとした。（全国総合小売チェーン A） 
  他県の協賛店舗の取組を見ると、もともと我々が実施している取組と同様の取組だったので、協

賛しようということになった。(総合小売 全国チェーン B) 
 

 他の割引サービスの内容を考慮して決定。 
  他の割引サービス、例えば JAF のカードの提示による割引なども、すべて 50 円引きなので、50

円引きが適当だと考えたため。（ボウリング場） 
  通常のパッケージツアーの割引の場合でも、3%～5%が一般的（限度）であるため。（旅行会
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社） 
  この事業以外にも様々な金利優遇商品がある。他の優遇商品の場合は様々な条件、ハードル

があるが、子育て支援の商品に関しては、子どもがいるというだけの非常に緩い条件。その中

で、比較的高めの優遇金利を設定した。（銀行） 
 

 子どもにとってよいものや、子育て支援の意味合いを考えて決定。 
  プレゼントする商品（加湿器）はお子様の健康にとってよいという観点から決めた。（住宅メーカ

ー） 
  昨年末から検討していて、「何が喜ばれるのか」というのとそれが「子育て支援」になるのかとい

う観点で、内部でいろいろと議論してきた。喜ばれるだけなら、来ていただいたお母さんに何か

プレゼントをあげるといだけでも喜ばれると思うが、それでは子育て支援という意味合いが薄い。

（自動車販売） 
 

 子どもだけでなく、子育て家庭全員を対象にしたサービスにした。 
   県の担当者から「できるだけ家族全体へのサービスを考えてくれ」ということだったので、対象

を家族全員にしている。（ボウリング場） 
   子どもの宿泊料金を無料にするということも検討していたが、ひとつには既に子ども料金の設

定があり、割り引いているということ。もうひとつには、この施設の一番の稼ぎ時である夏に、夏

休み中の子連れのお客様が集中し、ここで子ども料金を無料にしてしまうと、ダメージが大きい

ということから、子ども料金の無料はやめて、そのかわり大人の宿泊料金も含めて 20%引きに

することにした。（宿泊施設） 
 

2-2-3  利用実態（利用者数や利用額、効果など） 
 

優待サービスの効果としては、売上額や利用者数の増加、企業のイメージアップ、認知度向上などの効

果がみられる店舗もあれば、サービスが利用されていない、効果がみられないといった店舗もある。日

用品の販売店舗やステッカー等で PR している店舗は利用が多い傾向にある。 
 

 一人当たりの売上額は大きい。売上増に貢献している。利用者数が増加している。 
  特に把握はしていない。ただ、子ども連れのお客さんの方が一回当たりの利用額は少し多めか

もしれない。（鮮魚市場） 
  カード提示者の一回当たりの利用額は若干多いかもしれない。カード提示者で「定額」や「定量」

の給油というのは、ほとんど聞いたことがない。みなさん「満タン」で入れていく。他のお客様は

3000 円分とかお釣りの出ない買い方、「定額」が多い。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  最近の原油価格高騰の影響で、一般的には 12 月も 1 月も対前年比 97%とか 98%に売上が落

ちている。しかし、弊社は子育てカードの影響かどうかは分からないが、減ってはいない。100%
以上を確保している。他社が減っているので、相対的に 2%～3%売上が増えているといえる。

（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  利用者数は右肩あがりで、どんどん増えている。協賛店舗一覧に載ったのを誰かがみて、それ

が口コミで広がっていった。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  温泉入浴施設の方では、利用も多い。中学生以下の子どもが無料になるので、優待カードを持

っている近所の方の利用回数は増えているのではないか。（宿泊施設） 
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 企業のイメージアップにつながっている。 
   子育て支援をしている企業として、企業イメージもあがっている。（ガソリンスタンド 地域チェー

ン） 
   県のホームページに協賛内容が掲載されたので、反響が大きく、各支店へも多くのお問い合

わせをいただいた。当行が子育て支援をしているという、イメージアップにつながっている。（銀

行） 
 

 認知度が上がっている。 
   主に幼稚園児等の子育て中のお母さんの間での、認知度は上がった。口コミの効果というの

はとても大きい。（ガソリンスタンド 地域チェーン）  
  「優待カードを使えますか？」という問い合わせは最近増えてきているようなので、認知度は上

がっている。（宿泊施設） 
  これから住宅を買おうとした時に、「そういえばあの銀行ではこんな取組をしていたな」と思いだ

してもらえる。そういう効果はあると思っている。（銀行） 
 

 あまり利用されていない。 
  社内の反響は非常に大きいが、利用者の反響は非常に少ない。耐震診断の無料サービスはお

金のかかる話ではないので、ちらほらと需要はある。（住宅メーカー） 
  あまり利用者はいない。昨年 10 月ころからサービスを開始して、数名程度。（ボウリング場） 
  協賛は、当事業の開始した平成 19 年 7 月 28 日から行っているが、まだ（担当者の知り合い以

外の）優待サービスの利用者はいない。（旅行会社） 
  年間宿泊数が 1 万 6 千人くらいで、そのうちプレミアム利用者（優待サービス利用者）は 100 人

～200 人くらいしかない。利用者数は一週間に一組くらい。子連れの方は、普段は土曜日くらい

しか来られない。あとは、夏休みの時期に集中して利用がある。（宿泊施設） 
 

 大きな効果はみられない。 
  売上に関しては、あまり変わっていない。むしろポイントの分だけコストが増えたような印象。た

だ、やらなければ他社に顧客が流れ、売上が減っていたかもしれない。それはなんとも言えな

い。（地域スーパーマーケットチェーン） 
  もともと各店舗で行っていた取組でもあり、事業の認知度も高くないので、この事業に協賛したこ

とによる効果はほとんどない。（総合小売 全国チェーン B） 
  イメージアップに関しては、実感としてはあまり感じない。（宿泊施設） 

  
＜各店舗の利用状況に関する具体的な回答内容＞ 

   多いときで一日に 5～6 人。利用者は子どもが多く 8 割ぐらい。あとは、30 代のお母さんが目立

つ。一回あたりの利用額は子どもが利用するということもあり、ノート１冊、ボールペン１本なの

で、100 円～200 円と少額。（書店・個店） 
   キッズカードは 1000 枚発行しており、リピーターが 1 回当たり 200 人。（商店街） 
  飲食店での利用が多い。全品 1 割引を実施している甘味処では、相当の利用者があるようだ。

（商店街） 
  日曜日の優待カードの利用率は、来店客数の3.5～4%弱。中には、5.5～6%の店舗もある。特

に、大きな駐車場のあるような大型店舗での利用が多い。やはり子ども連れのお客様が来や

すいから。小さな店舗では、あまり利用はない。（地域スーパーマーケットチェーン） 
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  宅配事業の方では、月会員が2千件強。登録自体は7千件以上あるが、現在利用しているのが

2 千件強くらい。このうち、100 件強が優待カード会員。（地域スーパーマーケットチェーン） 
  利用者の全体に対する割合は現在3.0%。個人顧客に対する比率でいうと4.1%。弊社のスタン

ド 18 か所の月間来客数は全体で 13 万件近くあるので、そのうちの 3%つまり 4000 件弱の利

用者。日に換算すると、毎日 120 件程度の利用者がいることになる。特にセルフサービスのス

タンドでの利用率が高い。弊社のセルフサービスのスタンドは大きなショッピングモールの近く

にあるため、もともと子連れのお客様が多い。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  実際に契約に至っているケースは、これまで 23 件。金額にして総額 5 億円。（銀行） 

 
2-2-4  利用促進に向けた取組（協賛店舗での PR 方法） 
 

協賛店舗での PR 方法としては、ステッカー・ポスターなどの掲示による店頭での PR のほか、新聞・折

り込みチラシ、フリーペーパー、ホームページ、イベントでの PR を行っているところがある。そうした PR
活動のほか、従業員の積極的な声かけ、利用者の口コミなども効果的とされる。 
 

 レジなど目立つところへのステッカー・ポスターなどの設置。 
   レジの目立つところに、ステッカーとプレートと貯金箱を置いている。サービスを開始した直後

は、それを見たお客さんからどのような特典があるのですか、とよくたずねられた。（書店・個人

商店） 
  レジ周辺など店頭の目立つところにステッカーとポスターを貼っている。（鮮魚市場） 
  ドライバーから目につきやすい場所にステッカーを貼っている。セルフサービスのステーション

では、給油機にカードの絵とともに、「こちらのカードをお持ちですか」という案内をしているので、

自分で給油するだけにとても目につく。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  住宅展示場でもステッカーを貼ったり、独自にポスターを貼ったりしている。（住宅メーカー） 

 
 新聞・折り込みチラシ・フリーペーパー等での PR。 

  テレビコマーシャルとかは、もともとあまりやっていないが、折り込みチラシ等には、優待カード

でポイントが5倍になるというメッセージは毎回入れている。（地域スーパーマーケットチェーン） 
  新聞に折り込み広告を入れた時に優待カードが使えるという点にも触れた。その時は、すぐに

反響があり、一時的に数字がとても伸びた。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  新聞広告など、紙媒体ではこの取組をＰＲしていく予定。チラシやホームページに子育て支援の

取組を載せるとか、店頭 POP なども考えている。（自動車販売） 
  チラシ等に積極的にこのロゴマークを使っていくことによって、認知をあげている。チラシの上部

（ヘッダー）に弊社が子育て世帯応援事業に協賛しているというメッセージとともに、事務局の

URL を掲載している。（住宅メーカー） 
  独自にチラシを作成し配布している。また、フリーペーパーや新聞（地元紙）等に広告を掲載して

いる。（銀行） 
 

 ホームページでの PR。 
  ホームページ上でも、優待サービスのことを PR しており、携帯サイトにも載せている。（地域ス

ーパーマーケットチェーン） 
  弊社のホームページでも事業内容のことを紹介したり、当事業のホームページへのリンクをはっ

たりしている。（住宅メーカー） 
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  自社のホームページに「きょうと応援パスポート」事業のバナー広告を掲載している。（旅行会

社） 
 

 イベント時の PR。  
  イベントの際に、ここで子育て支援事業に協賛しています、というＰＲはする。（鮮魚市場） 
  毎月第 2 日曜日に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

などが展開される。（商店街） 
 

 積極的な声かけ。従業員に対する事業の周知徹底。 
  カードの提示がなくても、こちらから、カードを持っていますかとなるべく声をかけるようにしてい

る。お客さんと直接対話をすることは重要だと考えている。（書店・個人商店） 
  弊社の営業マンにも何回か勉強会を実施しており、この事業については説明できるようになって

いる。またお客様に「登録すればいいことがありますよ」とお薦めするようにもしている。（住宅メ

ーカー） 
 

 口コミ。 
  一番大きいのは「口コミ」効果。（地域スーパーマーケットチェーン） 

  
2-2-5  サービス実施にあたっての問題点 
 

サービス実施にあたっての問題点として、事業の認知度の低さが多くの店舗から指摘されている。認知

度の低さ故の利用の少なさは、従業員の事業に対する参画意識を下げることにもつながるとされてい

る。 
また、割引サービスを利用者の当然の「権利」として受け取られることを問題視する声も複数あげられて

いる。利用者も協賛店も事業の真の意味合いを理解する必要性が指摘されている。 
そのほか、運用方法などに関する意見・要望として、カード発行に時間がかかること、カードの不正利

用、学校・幼稚園・保育所などによる配布時期のタイムラグ、カード更新の必要性を指摘する声や、対象

世帯要件の見直しや事業期間の明確化を要望する声がある。 
 

 もっと事業の PR を強化すべき。 
  なんで、こんないい活動をもっと PR しないのか、ホームページの奥深いところに隠してしまうの

か、理解に苦しむ。子育て家庭を地域で支援していきたいという純粋な発想からきた活動だと

思う。はっきり言って、市のやっている事業でこれほどいい事業はほかにない。この活動は、一

番インパクトがあり、一番市民が振り向く活動であるのに、官公庁の役人の目線はどこか違うと

ころを向いている。（ガソリンスタンド 地域チェーン）   
  「まいど子でもカード」のロゴはもう少し普及してほしい。「こども 110 番」は誰でも知っている。ま

た「110 番」と書いてあるので、見れば内容が想像できる。こういう認知度の高いものにしていっ

てほしい。（自動車販売） 
   県には、もっとカードの発行数と認知度を増やして、利用者を増やしていただきたい。どこの店

に行っても使えるという状態でないと、なかなか認知度は上がらない。（ボウリング場） 
  事業開始後のフォローアップが不十分である。事業の認知度の向上にもう少し力を入れてほし

い。優待カードの配布時においても、協賛店舗についてはホームページでしか確認できない

（それではコンピューターのない人たちは、協賛店舗のチェックもできない）など、協賛店舗の周
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知が不十分である。認知度向上のためには、協賛店舗を広く知ってもらう工夫が必要。（旅行会

社） 
  県には、もっと事業の PR をしてもらい、協賛企業をもっと増やしてもらいたい。（銀行） 

 
 事業の認知度が低く、現状ではメリットがない。PR にも使いづらい。 

  いまだに、「このカードをどうしたらもらえるの」という問い合わせがあったりする。認知が広がれ

ば、新規の顧客も期待できると思うが、現状ではそういうメリットはない。（ガソリンスタンド 地域

チェーン） 
  事業名やカードの名称などは社内でも知らない人が多く、一般的にはもっと認知度が低い。説

明しないといけない。このためテレビやラジオ等でこれをＰＲに入れるのは非常に難しい。（自

動車販売） 
  PR は特に行っていない。入り口に 1 箇所ステッカーを貼るぐらいの協力はできる。あまり大きす

ぎないほうがいい。Ｂ5 サイズくらいがちょうどいい。ただし、お客様がこのステッカーの意味を

わかるようにしていただくのが前提。（総合小売 全国チェーン A） 
  今後は、社の旅行パンフレット等にロゴマークを使えればと考えている。しかし、その実現には、

まずロゴマークの認知度が上がらないといけない。（旅行会社） 
  「子育て応援の店」推進事業としての PR は積極的に行っていない。ステッカーも各店舗の運用

に任せている。事業の認知度が高ければ、ステッカーを貼る意味はあるが・・・。（総合小売 全

国チェーン B） 
 

 利用が少ない。 
  仕組みを作って満足していてはだめ。使われないと意味がない。子育て世帯総数に対する登録

者の比率がとても低い。これでは話にならない。（住宅メーカー） 
  もっと協賛店が増えれば、認知度も上がり相乗効果も上がると思うが、現状のようにポツポツと

ある状態では、たまたま協賛店の近所に住んでいる人しか利用しない。（コンビニ店舗） 
 

 利用が少ないと従業員もサービス内容や対応を忘れてしまう可能性もある。 
  反応がなかった場合、利用者がいなかった場合は再検討しないといけない。あまりに利用がな

いと、スタッフも忘れてしまって、突然お客様が来た時に対応できないかもしれない。せっかくの

取組が逆効果になってしまうので、そういう点が一番怖い。月に一人でも利用があればサービ

スを維持できるが、あまりに少ないとやっている意味がない。（自動車販売） 
  あまりに利用が少ないと、スタッフもサービス内容を忘れてしまう。利用が多い分については、そ

れほど大きな問題にならない。一家族二百円～三百円程度の値引きでしかない。むしろ、利用

が少なすぎると、スタッフの教育をする手間がかかるので、お断りしようと思っている。（ボウリ

ング場） 
 

 店舗の入口にステッカーを貼っているが、気付かれていない。 
  ステッカーを入口に貼っているけど、あまり気付く人はいない。特に常連客は、入口に貼ってあ

るステッカーなどは見ない。店内にポスターを貼らないと目立たない。（コンビニ店舗） 
  協賛店舗等を示すステッカーは、社の入口と裏口の 2 か所に貼っている。旅行パッケージポスタ

ー等に比べ小さく、目立たない印象を受ける。（旅行会社） 
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 従業員の事業に対する理解が低く、サービスが徹底されていないところもある。 
   カードを出しても協賛店の理解度が低くサービスしてもらえないという苦情や、キッズカードを出

してもメダルがもらえなかったという苦情もまだある。店舗によって対応はまちまちである。(商
店街) 

 
 割引サービスを「権利」として受け取る利用者もいる。割引率を比較されるのも苦しい。利用者も店

側も事業の真の意味合いを理解する必要がある。 
  もらう側とあげる側という立場の違いはある。もらう側としては少しでも高価なものをほしがるし、

あげる側としてはそれほどサービスしてしまうと商売が成り立たない。ここの商品は元々が安い

ので、サービスするにも限界がある。あげる側としては、ほんの「気持ち」のつもりだが、もらう

側としては「権利」みたいな意識もあるのかも知れない。（鮮魚市場） 
  始めた当初は、カードを提示しないお客さんから、店がサービス品を渡してくれないといった苦

情などが寄せられた。（鮮魚市場） 
  企業側としてちょっと苦しいのは、利用者同士のネットワークができていて、どこに行けばどれだ

け得かとか、こっちの店舗よりあっちの店舗の方が割引が高いとか、そういう情報の交換がさ

れている。特典サービスを提供する上での競争も出てきてしまっているのは、正直苦しい。（地

域スーパーマーケットチェーン） 
  対象世帯の利用者も協賛店も、このパスポートによって何が提供されるのか、この事業の本来

の意味が何なのか見えていないのではないか。パスポートの意味がはっきりしないのが問題。

割引なのか、施設やサービスの紹介なのか。その趣旨が漠然としており、着地点がわからない。

（総合小売 全国チェーン A） 
  他の協賛企業で、携帯画面を提示すると割引になるというところがあり、弊社でも携帯画面を提

示すれば割り引いてくれると勘違いしているお客さんがいたりして、現場では困っているようだ。

まだまだ事業に対する理解が低いので、利用者に対し、分かりやすく説明してほしい。（総合小

売 全国チェーン B） 
  事業自体の認知度が高く、協賛店舗も増えているが、あまり割引率ばかりが注目されるようにな

るとしたら、どうなのか。割引率が高いものが増えれば増えるほど、利用者にとっては「権利」と

いう意識が強くなってくるのではないか。企業としては少子化対策になんらかの貢献をしたいと

いう想いで協賛しているので、「権利」として行使されるようになると、ちょっと企業側の意図と違

ってくる。無理して他社より割引率を高く設定するなどしていくと、自分の首を絞めることになる。

企業としてできるわずかなものでもやっていく、そういう企業の姿勢に対する利用者の理解も得

られないと、この事業は続かない。「ここはこれしか割引してくれない」と利用者が思うようにな

ると、企業としては協賛し続けることはできなくなる。（宿泊施設） 
 

 チェーン店の場合、登録を本部で一括して行うが、現場の店舗では事業に参画しているという実感を

持てない。 
  地区ブロックの本部で各店舗の登録を全て行っているので、現場の店舗が事業に参画している

という実感を持てていないところもある。個人的には、各店舗の意思でそれぞれ登録したほうが

店舗の意欲も上がると思うが、利用者の立場に立つとどこの店舗でも同じようなサービスを提

供する必要があり、本社がまとめて登録事務を行うことになった。（総合小売 全国チェーン B） 
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 社内での様々な部署との調整が必要。 
  一つの部署だけで協賛を決めることのできる問題ではないので、社内の部署間の調整が必要。

ただし、事前にしっかり連絡を取っていれば、問題なく進めることができる。（銀行） 
 
＜運用方法などに関する意見・要望＞ 

 カードの発行に時間がかかりすぎる。 
  民間がせっかくイベントを仕掛けて事業を PR しているのだから、カードの即日発行ができない

かと市などに申し入れている。市としては住基台帳と照合して発行ということなので難しいよう

だ。商店街で独自に発行しているキッズカードは即日発行している。（商店街） 
 

 カードの貸し借りが行われ、非対象世帯までもカードを利用していることがある。 
   カードの貸し借りがあるということが大きな問題。特にカードが 2枚以上あると、1枚は自分で持

っていても、もう 1 枚は隣の人に貸してしまうということが、実際には行われている。店舗として

は、カードを提示されれば、それを信じるしかない。（地域スーパーマーケットチェーン） 
 

 学校や幼稚園を通しての配布のため、配布時期にタイムラグがある。 
  幼稚園に配られるタイミングにタイムラグがある。自分の子どもがもらってきた時期と、近所の別

の幼稚園に通う子がもらってきた時期にかなりの差があった。同じ市内でも幼稚園のスタンス

によって、全く違う。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
 

 子どもの年齢に応じて、カードの更新が必要。 
  カード自体の問題点として更新作業は必要だと思う。子どもが対象となる年齢から外れてしまっ

た場合に、チェックのしようがない。カードの裏面をみて、子どもの生年月日から年齢を計算し

て、などということは現場ではやれない。色を変えるなど、カードを更新していく必要がある。今

年 18 歳であったら来年 19 歳になり、対象外になるが、その差はわからない。また、企業として

はお得意様を拒めないので、線引きは市や県でやってもらわないと、「子育て支援」という目的

からだんだんずれていってしまう可能性もある。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
 

 対象世帯要件となる子どもの年齢設定をもう少し低くしてもらった方がよい。 
  正直いって、現在考えている支援サービス、子育てに手間のかかる時期に手間を省くサービス

という点からすると、18 歳未満という設定は、弊社の考える支援メニューとは少しずれているか

もしれない。もう少し対象を低くしていただいた方がよいという思いはある。（自動車販売） 
 

 事業期間を明確にしてほしい。 
  あるようでない期限を明確にすることが、この事業を継続する上で重要。期限のないものは必ず

崩壊する。期限がないと打ち切りもできない。期限という仕切りがないと、モラルを維持するの

も大変。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
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2-3  事業の効果的な推進に向けての意見・提案 
 
2-3-1  認知度向上・利用促進に向けての意見・提案 
 

行政や事務局には、認知度向上のための PR 活動の強化が求められている。テレビ、新聞、ラジオとい

ったメディアを活用した PR のほか、メールマガジン、イベント・キャンペーンでの PR などが提案されてい

る。そのほか、学校、市町村との連携の必要性も指摘されている。 
協賛企業としては、魅力的なサービス提供や魅力的な店舗づくりをはじめ、協賛企業同士の横の連携

が重要とされる。 

 
＜行政・事務局への意見・要望＞ 

 定期的・継続的な PR が必要。 
   事務局で、対象世帯に対し定期的に PR をしたらよいと思う。（書店・個人商店） 
  年に一回、情報誌（協賛店舗を掲載したガイドブック）を出して終わりではなく、フリーペーパー等

で継続的に、情報発信してもらえるとよい。年 4 回の季刊でもいい。（地域スーパーマーケットチ

ェーン） 
  市は保育所や学校でカードを配布した。配布した当初には、それなりの反響はあったが、もう反

応は冷めていると思う。1 回やっただけでは伝わらず情報共有できない。年に何回かはＰＲキャ

ンペーンを行ってリマインドしていくべき。本来の事業の目的についても繰り返しアピールして

いくべき。（総合小売 全国チェーン店 A） 
  3ヵ月も経てば県民はもうこの事業のことを忘れる。県からの第2ステップの提案、働きかけをお

待ちしている。（総合小売 全国チェーン店 A） 
 

 県や事務局の PR が足りない。効果的な方法で PR すべき。 
  幼稚園や保育所に広報誌などを置いているというが、親は幼稚園に子どもを預けるだけであり、

その広報誌を読んでこの事業について認知・理解している人がどれだけいるのか疑問である。

（総合小売 全国チェーン B） 
  市の訴求力が弱い。せっかくよい取組であるのに、このカードの認知度がまだまだ低い。とても

よい活動なのに、なぜもっとこのカードを全面に出して PR しないのか。県のホームページの奥

の方にこのカードに関するページがあるが、そこまでたどり着くのは非常に大変。県や市のホ

ームページのトップにこのカードをボンと表示させるくらいのことはしてもよいと思う。少なくとも

地図リンクくらいは作ってほしい。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
 

（PR に関する具体的な提案） 
 テレビや新聞・ラジオでの PR。 

  テレビとか新聞で PR していくことが必要。当初はテレビなどでも PR していたが、最近はほとん

どやられていない。そうすると消費者の意識も、また下がってしまうので、継続してやっていって

ほしい。（地域スーパーマーケットチェーン） 
  テレビやラジオで協賛企業を紹介してくれるような番組を作ってくれるとありがたい。一般のテレ

ビが無理なら、ケーブルテレビでの放送やインターネットで動画を配信するなどでも、視聴者は

いると思う。（地域スーパーマーケットチェーン） 
   対象家庭の方に、いかにこの事業を認知にしてもらうかが、まず必要になってくると思うが、一

企業では限界がある。税金を使うことになるので難しいとは思うが、一般の家庭がよくみる全国
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紙での広告があれば効果的だと思う。（銀行） 
 

 メールマガジンでの PR。 
  メールマガジンを発行するのもよいのではないか。（地域スーパーマーケットチェーン） 

 
 イベント・キャンペーンでの PR。 

  どこの企業でも、イベントやお祭りみたいなことは行っているので、そのようなところで子育て支

援事業に協賛していることを、それぞれが宣伝していくのがよいのではないか。（鮮魚市場） 
  人を集めるコツは、やはりお子様。子どもが集まれば、その親も来るし、友達も来るかもしれな

いので、イベントは盛況になる。イベントで子ども向けの取組を行い、また子育て支援の取組を

知らせていくのは効果的。子どもは将来のお客様になるので、子どもの心をつかむ事はどの企

業にとっても大事なはず。（鮮魚市場） 
  語呂あわせで特定日を作ってはどうか。（商店街） 
  協賛店まかせでなく、クリスマスキャンペーンなど PR の場を積極的に作ってほしい。（商店街） 

 
 金券の配布。 

  例えば、県警では職員にチケットを配っている。500 円券が綴りになっていて、それが使える店

舗でお金と同じように使える。店舗側はチケットの発行元となっている警察職員の互助会へ請

求できる仕組み。このカードも、1000円分とか2000円分程度でもよいので、補助券をつけて協

賛店舗で金券として使えるようにすれば、店舗も協賛しやすくなるし、利用者も増えるのではな

いか。（ボウリング場） 
 

 学校との連携。 
  情報を流すためには、学校等との連携が必要だと思う。体験学習と企業ＰＲの連動など。（総合

小売 全国チェーン A） 
 

 市町村との連携。 
   県と各市町の連携が良く、各市町も熱心に事業に取り組んでいる。協賛企業を増やす上では、

市町村の協力をうまく取り付けることが必要だと思う。県というのは、あまり身近な存在ではな

い。普段接しているのは市町村なので、市町村のやることは理解しやすいし、目に入りやすい。

（宿泊施設） 
 

 国や知事による PR。 
   都道府県だけでなく、国も、もっともっとこういった事業が行われているということの PR をしてい

ただきたい。（住宅メーカー） 
  知事にも、記者会見で PR してほしい。（住宅メーカー） 

 
＜協賛企業の役割＞ 

 協賛企業による効果的な PR。 
  物流会社や、毎日商品の配送を行っているコンビニなどが協賛して、トラックにロゴマークを貼っ

てくれれば、大きな効果がある。（住宅メーカー） 
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 協賛企業による魅力的なサービスの提供、魅力的な店舗づくり。 
  特典に魅力がないとカードを利用しようとは思わないし、認知度も上がらない。（コンビニ店舗） 
   いくら優待カードでの特典を充実させても、店舗自体を、若い子連れのお客様が来たくなるよう

なデザインに変えていかないと意味がない。優待カードだけで新しい客層を呼び込もうと思って

も限界がある。（地域スーパーマーケットチェーン） 
  認知度の向上のためには、口コミが一番。そのためには、それだけメリットがあると利用者に感

じてもらわないといけない。弊社を含めた協賛企業がどれだけ魅力あるサービスを提供できる

かにかかっている。（自動車販売） 
 

 協賛企業同士の連携。グループ全体での取組。 
   窓口である県がレールを敷いてくれれば、企業はそのレールに乗って走ることができる。一企

業での子育て支援は難しい。何店舗かの共同でのサービス提供といったことも考えてほしい。

（総合小売 全国チェーン A） 
  近隣店舗との相乗効果を高めていくためには、各店舗でばらばらのサービスを行うのではなく、

お互い連携したサービスを提供していく必要がある。例えば、商店街で米屋が米を配達する際

に、隣の八百屋、酒屋の商品をいっしょに配達するなど。利用者はそうしたサービスを望んでい

ると思う。（総合小売 全国チェーン B） 
  ショッピングモールへの買い物への行き帰りや、行楽への行き帰りにガソリンを入れる人が多い

ので、そういった施設でカードが使えれば、相乗効果は大きいと思う。（ガソリンスタンド 地域チ

ェーン） 
   ＪＯＭＯさんも協賛されると聞いている。事務局に任せるのではなく、もっともっと協賛企業全体

でアピールしていって、協賛企業同士でもタイアップしてやっていければ、さらに盛り上がると思

う。（自動車販売） 
  弊社がやっているということで、グループ全体の刺激になると良い。今後も、他のグループ企業

に声をかけていって、グループとして大きな活動にしていければと思っている。（自動車販売） 
  金融機関との提携などは、ぜひお願いしたい。割引対象となっている物件だけでも、優遇金利

を組んでいただけないだろうかというお願いは、前々から行っている。（住宅メーカー） 
  住宅を購入するときは、住宅に付随するさまざまな設備や物も購入するわけだが、協賛企業が

集まって、まるまるサービスすることもできるかもしれない。（住宅メーカー） 
 

2-3-2  協賛店舗拡大に向けたアイデアや協賛店舗への支援策に関する意見・要望 
 

協賛企業拡大に向けたアイデアとしては、他社事例の紹介のほか、子育て世帯のニーズを把握した上

で開拓をすべきといった意見があげられている。 
協賛企業への支援策としては、財政的な支援、協賛企業の表彰、協賛企業の PR、協賛企業同士のネ

ットワーク構築の支援、従業員に対する事業に関する教育などが求められている。 

 
＜協賛店舗拡大に向けたアイデア＞ 

 他社事例を紹介する。 
   既に協賛している店舗で、こんなことをしているというのを具体的に見せていくと、他の店舗も

動くのではないかと思う。（書店・個人商店） 
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 子育て世帯のニーズを把握し、協賛店舗の開拓やサービス内容の提案を行うべき。 
  せっかく子育てをテーマにした商店街振興をしているので、子育て家庭をターゲットにしたお店

や商品・サービス導入などもあっていいかも知れない。どこの店でも、どんなサービスでも、と

いうより、ピンポイントで対象者が欲している店にアプローチしていくとか、対象者が欲している

サービスを店に提案することが必要ではないか。(商店街) 
  1 月はこんなサービス、2 月はこんな割引といった具合に情報を更新し、利用度の高く、お客様

の納得したサービスはどれだったというような、情報をフィードバックしてもらいたい。そうした定

期的なチェックによってサービス内容やＰＲ方法等を修正していくことが必要だと思う。（総合小

売 全国チェーン A） 
  子育て家庭のニーズを把握し、どのような店舗に働きかけるべきか、戦略的でなければいけな

い。子育て家庭がよく利用すると思われるファミリーレストラン、ファーストフード、トイザラスなど、

そうしたところに積極的にアプローチすべきである。（総合小売 全国チェーン B） 
 

＜協賛店舗への支援策に関する意見・要望＞ 
 財政的な支援をしてほしい。 

   サービスをすべて店舗に任せるというのではなく、一部県が負担するとか、行政が何かおまけ

の金券を多少なりとも付けるとか、財政的な支援があれば、協賛店舗ももっと増えるのではな

いだろうか。（コンビニ店舗） 
  コストに対する助成や協賛店舗への財政的な支援が、やはりほしい。（地域スーパーマーケット

チェーン） 
  サービスの内容は割引等が多くなると思われるため、やはり何らかの補助がないと、店舗として

は協賛しづらいのではないか。（ボウリング場） 
 

 協賛店舗に対し表彰などがあるとよい。 
  賞状とか認定証とかでもとてもうれしい。市長や知事の名前の入った賞状をもらえるだけで店舗

にとってはありがたい。たかが紙一枚なので、市や県のコストはたいしたことはないと思う。何

年かやっていくうちに、そういう賞状が何枚か並ぶだけでもやった甲斐があるし、従業員の意識

も変わってくる。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
 

 積極的な PR を行ってほしい。 
   商店街で行うイベントの情報もホームページやメーリングリストでたくさん流してほしい。（商店

街） 
  協賛店舗に対するメリットや支援があればうれしい。助成金とかではなく、「株式会社○○は子

育て支援に協力的ですよ」ということを県や市がアナウンスしてくれると、とてもうれしい。（ガソ

リンスタンド 地域チェーン） 
 

 協賛企業同士のネットワークを作ってほしい。 
  協賛企業同士のネットワークを作ってほしい。たとえば、弊社でも店頭に当事業のロゴマークの

入ったチラシを置いているが、その横に同じく協賛しているファミリーレストランや物販店のチラ

シを置いたり、共同でチラシ広告を出したりといったことが、できるようにしてほしい。一度、協賛

している企業の担当者を一同に集めてもらえないだろうかと提案している。民間企業同士が集

まれば、そこで様々な知恵も出てくるだろうし、相乗効果も得やすい。（住宅メーカー）  
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 店舗の従業員に対し事業の理解促進のための教育を行ってほしい。 

  各県で実施方法が異なるが、我々は、事業部の単位が県単位になっていないので、個別の店

舗に対する指示、従業員への教育が非常にやりにくい。事務局には店舗に対する教育などを

行ってもらえるとありがたい。（総合小売 全国チェーン B） 
 
＜その他＞ 

 登録の手間がかかる。もっと簡素化してほしい（チェーン店）。 
  何店舗もあるが、それらの店舗をひとつひとつ登録していかなければならず、登録時の負担が

非常に大きい。しかも、県によって登録方法がインターネット上であったり、紙であったりとまち

まちであり、非常に登録の手間がかかった。チェーン展開している企業にとっては、登録手続き

が非常に煩雑なので、手続き方法をもう少し工夫してほしい。（総合小売 全国チェーン B） 
 

 事務局のフォローが不十分。 
  市があまりこの事業に力を入れていないのではないかと感じることもある。昨年の 5 月からスタ

ートしているが、その後一回連絡があったかないかという程度。（鮮魚市場） 
  県はホームページに協賛店舗を掲載するというだけで、その後の店舗に対するフォローアップ

が何もない。（総合小売 全国チェーン B） 
 

 ステッカー・ポスターなどのツールに関する要望。 
  できれば、ステッカーやポスターに記載する特典内容も、印刷した状態で配ってくれると、とても

うれしい。今の状態だと、後から店舗で記入するので、そこだけ手書きになったり、印字の質が

違ったりするので、どこか野暮ったい印象になってしまう。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  A0 判大のポスターや、看板、のぼりなどがあるといい。ポスターの数も 1 枚では足りない。また、

外に貼れるような、雨や風に強いポスターもほしい。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
  私どもの名刺に、この事業のロゴマークのシールを貼ることはできないかと提案している。シー

ルを配ってくれれば、弊社の営業はみんなこのシールを名刺に貼る。そうすればお客様からも

「これは何ですか？」と聞かれるだろうし、この事業内容を説明するきっかけにもなる。（住宅メ

ーカー） 
 

 協賛店舗の検索方法に関する要望。 
   ホームページの検索の方法が、「エリア検索」と「カテゴリー検索」しかなく、さらに「カテゴリー検

索」から入っても最終的には「エリア検索」になってしまう。「エリア」というのは登録している店の

所在地になってしまう。私どもの場合は事務所の所在地と、営業テリトリーは必ずしも一致しな

いことが多い。営業テリトリーはもっと幅広い。エリアで検索しても弊社がヒットしないことがおき

てしまう。弊社の賃貸物件にしても、物件自体は S 市にあっても販売事務所が O 市だと、S 市

ではヒットしない。そこで、例えば会社名で検索できるという仕組みにできないかと相談している。

（住宅メーカー） 
  協賛店舗の一覧を掲載した情報誌を配っているが、非常に分厚く、基本的には地域別の検索が

中心になっている。うちのような宿泊施設を検索するには向いていない。たしかに「泊まる」とい

う項目が、各地域別分類の中にあるが、「買う」とかの項目と違って、「泊まる」という項目を調べ

ることがあったとしても年に数回程度でしかないと思う。（宿泊施設） 
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2-3-3  その他の意見・要望 
 

その他の意見・要望としては、成功事例の共有やガイドラインなど、他都道府県での取組状況の情報の

共有に対する要望などがあげられている。 
また、利用者と協賛店舗の事業への参画意識を高める上では、カードの存在が有効であるとする意

見や、下の年代への支援事業があれば、高齢者を対象とした事業も必要とする意見などがよせられてい

る。 

 
 成功事例が共有できるとよい。 

  他の都道府県で行われている成功事例を共有できれば、ありがたい。（地域スーパーマーケット

チェーン） 
 

 各都道府県・事務局に向けた子育て支援に関するガイドラインがあるとよい。 
  国に求めることは、各都道府県に向けたガイドライン・手引書づくり。どのような店舗にアプロー

チすべきか、子育て家庭はどのようなサービスを求めているのかなど、子育て家庭の実態・ニ

ーズを把握し、各都道府県に共有させることが必要。（総合小売 全国チェーン B） 
 

 カードは事業への参画意識を高める上で効果的。 
  こういう事業は尻つぼみになってしまいがち。また、日常の活動の中に吸い込まれがち。カード

がなくてもサービスするようになってしまうかもしれない。カードがあるのとないのとでは、やは

り意識が違う。カードの存在があれば、「プレゼントをあげます」という「約束」をしているわけだ

から、プレゼントの在庫を切らすわけにはいかない。それなりの準備をしないといけない。カー

ドの持つ存在感がいつの間にか消えてしまうと、「サービスしなければ」という意識も薄れてしま

うかもしれない。（鮮魚市場） 
 

 人とのつながり、ふれあいが大事。 
   売る方もただ儲けるという発想だけではやっていけない。同じ儲けるにしても人とのつながりを

大事にしていくことが、こういう個人商店であるし、特に食べ物を扱う商売はお客様との信頼関

係が大事。お客様との心のふれあいというのはこの商売の「根っこ」の部分。（鮮魚市場） 
 

 高齢者に対する支援も必要。 
  子育て支援プラス高齢化社会への対応。下の年代への支援があれば、上の年代への支援も。

（ガソリンスタンド 地域チェーン） 

2-4  隣接都道府県や全国レベルでの提携に対する意見 
 

広域連携・全国展開に対して「事業の PR、認知度向上には効果的」「集客につながる」「利用者にとって

は便利」「チェーン店では協賛しやすくなる」といった肯定的意見があげられる一方で、「地域によって、カ

ードが違うと店は混乱する」「各都道府県の取組みを統一化するのは現実的ではない」といった懸念の声

も聞かれる。 
 
＜肯定的意見＞ 

 事業の PR、認知度向上には効果的。 
   全国レベルでの連携はよいことだと思う。全国でまとめてメディアなどを通して PR でき、認知度
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もあがると思う。（書店・個人商店） 
  行政の方で全国レベルでの運用を検討していただけるのであれば、ぜひ期待したい。複数の

都道府県で共同してやっていても、実際は、マークひとつ統一できていない。全国どこでも使え

る統一したマークがあれば、もっともっと認知度が上がる。（住宅メーカー） 
  より広い地域が対象の方が、売上増や顧客増という側面だけでなく、認知度アップやイメージア

ップという側面での効果も大きい。（宿泊施設） 
 

 集客につながるのでよい。 
  全国で使えるようになることへの抵抗はもちろんない。歓迎する。今でも県外の人が半分くらい

来ている。いろいろなメディアの取材が来ることもあって、けっこう観光客にも来ていただいてい

る。子育て優待制度が全国で行われるようになれば、全国メディアにも取り上げていただけるだ

ろうし、もちろん集客につながる。（鮮魚市場） 
   観光客も訪れるので、全国の類似カードへの対応も考えられる。(商店街) 
  隣接都道府県や全国での連携が広がっていくことは、われわれのような宿泊施設や観光業に

とっては大きな魅力。県内で旅行に行く人はあまりいないので、より広域な地域で提携してもら

えると、ありがたい。この施設では、隣県の利用者が比較的多い。隣県との連携があれば、利

用者ももっと増えるのかなと思う。県内だけでやるよりは、より広い地域を対象にしてもらった方

が、もちろん効果が大きい。（宿泊施設） 
 

 利用者にとっては便利。 
  いまは異動などで引越しする人も多いので、どこの地域に行っても同じようなサービスが受けら

れるとよい。（書店・個人商店） 
 

 チェーン店では協賛しやすくなる。国が本部（本社）に働きかけてくれるとよい。 
  内閣府あたりが本部に働きかけてくれればいいと思う。一企業、一店舗あたりの支援サービス

を考えても、本当にキャパが狭い。（総合小売 全国チェーン店 A） 
  当行の場合は、ほとんどの店舗が県内にあり、行政区と当行の営業区が一致しているために、

こういった事業への協賛はやりやすい。しかし、都銀の場合は、営業区分が都道府県単位では

なく、全国をいくつかのブロックに区切っていることもある。銀行の営業区分と行政区分が一致し

ていないため、行政との提携はやりにくいのではないか。また、一地域のみでの協賛となると、

お客様が地域にまたがっているだけに、混乱を招く恐れもある。（銀行） 
 

 全国レベルで統一されても、事業に参加したい。 
  もし統一制度のもと、国レベルで同様の事業が実施されるのであれば、その事業にも参加した

い。（旅行会社） 
 

＜中立的意見＞ 
 広域連携・全国展開をしても、メリットもデメリットもない。 

  弊社は石川県内のみにしか店舗がなく、また、他県からの利用客というのもほとんど考えられな

い。流通業にはあまり関係ない。（地域スーパーマーケットチェーン） 
  連携すべきだと思う。ただ弊社にとってはあまり影響がない。自分の知らないところでは、あまり

給油をしたり自動車の整備をしたりはしない。（ガソリンスタンド 地域チェーン） 
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   全国レベルでの展開となると、グループとしての対応になる。しかし、個々のディーラーにとって

は、全国レベルでの展開になることに特にメリットはない。（自動車販売） 
 

＜懸念事項＞ 
 地域によって、カードが違うと店は混乱する。 

  ただし、カードが各都道府県でばらばらであると、店側は混乱すると思う。理想をいえば、カード

は共通のほうがよい。（書店・個人商店）  
  発行する都道府県によってカードのデザインが違うと、正直困る。いろいろカードの種類が増え

るとスタッフを教育するのも大変。（ボウリング場） 
 

 現在取り組まれている各都道府県の制度をいまから統一化することは現実的ではない。 
  いま各都道府県で取り組んでいる事業を国が統一化するというのは現実的ではない。国には、

もっと根本的なところで、子育てや家事の重要性を社会全体に啓発していってほしい。（総合小

売 全国チェーン B） 
 


