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・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 i・ファミリー・サービス事業
（岩手県）開始時期：平成19年11月

所管課：岩手県保健福祉部児童家庭課
事務局：上記所管課

特徴：
より多くの子育て中の家庭が地域社会から支えられていることを
実感できるよう、事業の対象者を「妊婦」から「１８歳未満の子供
連れの家庭」までと幅広く設定している。協賛店も割引・特典型
の「にこにこ店」と、子育て家庭が出かけやすい環境などに配慮
したサービスを提供する「ほのぼの店」の２種類とし、より多くの
企業の協賛が得られる仕組みとしている。また、サービスは協賛
店が「目視」により提供することとし、利用者がカードの交付申請
を行う必要もないなど、使いやすい制度としている。なお、事業
開始時より青森県と連携した取組としている。

ドコモショップ：マイショップ会員登録者に粗品進呈、機種変更の際、特別割引 【①】
イオンスーパーセンター：毎月１日に文具・玩具・子供衣料・粉ミルクなど５％割引 【①】
ローソン：子育てワクワククーポンによるおにぎり等の商品割引 【①】
ローソン：子育てワクワククーポンによるおにぎり等の商品割引 【②】

・８６４ 店舗
・２７０ 社

・特に配布していない（店舗
が視認あるいは確認）

・子ども同伴時にのみ可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・中学生以下１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 みやぎっこ子育て家庭応援事業
（宮城県）開始時期：平成20年6月

所管課：宮城県保健福祉部子育て支援室
事務局：上記所管課

特徴：
宮城県内の１５歳未満の子どもか妊娠している方がいる世
帯（推計２１万世帯）に対して、「みやぎっこ応援カード」を
市町村から配布し、そのカードを協賛店の店頭で提示する
と、そのお店で設定した何らかのサービスを受けられると
いうもの。

（株）すかいらーく：毎月第３日曜日ドリンクバー無料 【①】
ファミリーマート：トイレ、ミルクのお湯の提供 【①】
セブンイレブン：トイレ、ミルクのお湯の提供 【①】
ロッテリア：ドリンクを１００円で提供 【①】
ミスタードーナツ：ドーナツ６個まで２５％引き 【①】

・２７１７ 店舗

・市区町村等窓口にて交付

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【  3 】 

【  4 】 
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・中学生以下１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 子育て家庭優待事業（あきた子育てふれあいカード）
（秋田県）開始時期：平成21年7月

所管課：秋田県健康福祉部子育て支援課
事務局：上記所管課／市町村／秋田県商工会議所連合会・秋田県商工会連合会

特徴：
県・市町村・商工会議所連合会・商工会連合会が共同で
実施している。市町村が子育て家庭に対するカード、及
び、ガイドブックの配布等、商工会議所連合会・商工会
連合会が協賛店舗の確保、県がＰＲ・ＨＰ管理や全体の
進行管理等を行っている。

日本マクドナルド（株）：ハッピーセットの割引（特別価格） 【①】
（株）すかいらーく：毎月第３日曜日に、食事を注文のお客様にドリンクバー無料（５名まで） 【①】
（株）モスフードサービス：子育て家庭に配慮した設備・環境の提供 【①】
（株）サークルＫサンクス：一部店舗で妊婦専用駐車場の設置、特別支援学校生のスクールバス発着場 【①】
（株）ツルハ：５００円以上お買物されたお客様にキャラクターポケットティッシュプレゼント 【①】

・１０７２ 店舗
・４８０ 社

・市区町村等窓口にて交付
・小中学校/幼稚園で配布

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・未就学児１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 やまがた子育て応援パスポート事業
（山形県）開始時期：平成19年10月

所管課：山形県子ども政策室子育て支援課
事務局：上記所管課／市町村

特徴：
平成２１年９月末現在で約２６００の企業・店舗から協賛を得ており、
協賛企業・店舗の中には商工会・商店街単位で一体的な取組を実
施しているところも見られる。協賛店情報は県のホームページの他、
県内のおでかけスポット（レジャー・ショッピング施設等）の情報をまと
めた「やまがた子育て応援マップ」（冊子・ホームページ）にも掲載し
ている。カードの配付対象は未就学児のいる世帯（妊娠中の方を含
む）としており、子供連れでなくとも祖父母などの世帯全員が利用可
能である。なお、本事業は平成２１年度までの３か年事業として実施
してきたが、来年度以降も継続し、対象年齢の拡大を予定している。

ロイヤルネットワーク（株）うさちゃんクリーニング：クリーニング代を３０％ＯＦＦ 【①】
日本公文研究会：よみきかせガイドをプレゼント 【①】
（株）セブン－イレブン・ジャパン：ミルクのお湯の提供、トイレの提供 【①】
（株）ツルハ：キャラクターポケットティッシュを１個プレゼント（お買い上げ５００円以上） 【①】
マックスバリュ東北（株）：風船の詰め合わせセットを１個プレゼント（ＷＡＯＮでのお買い物）等 【①】

・２５９０ 店舗
・８６４ 社

・市区町村等窓口にて交付
・対象世帯に直接郵送
・小中学校/幼稚園で配布

・大人のみで可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【  5 】 

【  6 】 
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・18歳未満１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 福島県子育て応援パスポート事業
（福島県）開始時期：平成19年12月

所管課：福島県保健福祉部子育て支援課
事務局：上記所管課

特徴：
県と市町村の共同事業として実施。市町村を通じて１８歳までの
子供がいる世帯にパスポートカード（愛称「ファミたんカード」）を交
付し、県が協賛店を募集。協賛店でカードを提示すると、様々な
サービスを受けることができる。なお、平成２１年１１月１日より栃
木県・茨城県・群馬県と事業連携し、県の優待サービス事業を相
互に利用できるようになる。連携の内容は、それぞれの県で発行
しているカードが要件を満たす他県の希望する世帯に発行し、協
賛店舗等のサービスが受けられるようになる。

ケンタッキーフライドチキン：１０００円以上購入すると、もれなくフライドポテト（Ｓ）をプレゼント！ 【①】、【②】
マクドナルド：10時半まではチキンマックナゲット、それ以降はチーズバーガーのハッピーセットを割引【①、②】
ミスタードーナツ：好きなドーナツを５個まで２０％ＯＦＦ（セール・フェア期間中は除く） 【①】、【②】
ガスト：毎月第三日曜日に食事を注文の方に、ドリンクバーを無料サービス（家族５名様まで） 【①】、【②】
ミルキーウェイ：食事を注文の方に、ドリンクサービス（カード１枚につき１名様） 【①】、【②】

・４３６３ 店舗
・２３２０ 社

・市区町村等窓口にて交付
・対象世帯に直接郵送

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 いばらき子育て家庭優待制度
（茨城県）開始時期：平成19年10月

所管課：茨城県保健福祉部子ども家庭課
事務局：上記所管課

特徴：
制度の普及を図るため、制度開始時の「いばらきＫｉｄｓ Ｃｌｕｂ」カー
ドの交付を保育所・幼稚園・学校等を通じて行った（現在は市町村
窓口で交付）。専用ホームページは携帯電話からの協賛店舗等の
検索・登録が可能であり、カード裏面等にＱＲコードを掲載し、携帯
電話からの利用をしやすくしている。また、メールマガジンで協賛店
舗追加情報や子育て支援、イベント情報等の配信をしている。協賛
店舗等に対しては、ステッカーやポスターの提供の他、カードデザ
インや知事コメントを提供し、独自のＰＲに活用してもらっている。平
成２１年１１月１日からは、福島・栃木・群馬県と連携し、優待サービ
ス事業を相互に利用できるようになった。

カスミ：毎月第３日曜日は５％引き 【①】
ジャスコ：毎月第３日曜日は５％引き 【①】
山田うどん：お子様金券１００円割引券を子供の人数分プレゼント 【①】
公文式：乳幼児対象の３回シリーズの教室に無料参加 【①】
マクドナルド：チーズバーガーハッピーセットを割引価格で提供 【①】

・４２６８ 店舗

・市区町村等窓口にて交付
・小中学校/幼稚園で配布

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【  7 】 

【  8 】 
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・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 とちぎ子育て家族応援事業
（栃木県）開始時期：平成20年1月

所管課：栃木県保健福祉部こども政策課
事務局：（財）とちぎ青少年こども財団

特徴：
○県民総ぐるみで結婚や子育てを支援するため、県内各界の団体等
の参加の下に平成１９年８月に設立された「とちぎ未来クラブ」の一事
業として実施している。○１８歳未満の子供がいる世帯、及び、妊娠
中の方がいる世帯（約２２万世帯）に「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を配
布し、当カードを提示することにより企業や商店等の協賛店舗・施設
において、割引・特典等の優待サービスが受けられる。○子供３人以
上の多子家庭に対しては、よりグレードの高い割引・特典を提供する
ことができる「ゴールドサービス」制度を設けている。※「ゴールドサー
ビス」設定の有無は、各店舗の判断に任せている。

日本マクドナルド：チーズバーガーハッピーセットの割引 【①】
セブンイレブン：ｎａｎａｋｏカード発行手数料の割引 【①】
栃木銀行：住宅ローンの金利優遇 【①】
フライングガーデン：飲食代１０％割引 【②】
吉野家：丼・定食を注文の方に、味噌汁か玉子のサービス 【②】
ホームセンターカンセキ：スタンプカードサービス：２０００円毎に１個押印、スタンプ２０個で買物券進呈 【②】

・２７５９ 店舗
・７４０ 社

・市区町村等窓口にて交付
・小中学校/幼稚園で配布

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・１８歳に達し 初の３月末を
迎えるまで、１人以上

・妊婦でも可
対象世帯 ぐんまちょい得キッズパスポート事業

（群馬県）開始時期：平成19年11月

所管課：群馬県生活文化部少子化対策・青少年課
事務局：上記所管課

特徴：
○市町村との共同事業とし、開始時から全市町村で実

施
○「ぐーちょきパスポート」の愛称で親しまれている。
○協賛店舗の特典等をまとめた冊子「ぐーちょき通信」

を年に１～２回発行。
○ｗｅｂサイト（パソコン・携帯）で店舗検索できるほか、

新着店舗を日々紹介している。

（株）日本公文教育研究会：読書ガイドをプレゼント 【①】
日本マクドナルド（株）：チーズバーガーハッピーセット割引価格で提供 【①】
ニッポンレンタカーアーバンネット（株）：基本料１０％引き、チャイルドシートオプション無料 【①】
フライングガーデン：飲食代１０％割引 【②】
吉野家：丼・定食を注文の方に、味噌汁か玉子のサービス 【②】
カワチ薬品：子育てに関連する商品を中心に、クーポン券による割引販売 【②】

・２５３９ 店舗
・８４４ 社

・市区町村等窓口にて交付
・小中学校/幼稚園で配布

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

 

【  9 】 

【 10 】 
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・中学生以下１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 パパ・ママ応援ショップ
（埼玉県）開始時期：平成19年5月

所管課：埼玉県福祉部少子化対策局少子政策課
事務局：上記所管課／市区町村

特徴：
協賛店舗数が８８００店舗を超え（平成２１年１０月末現在）、
全国でも協賛店舗数が多い。県庁職員がチェーン店を訪
問・協賛を依頼し、市町村が地域の店舗へ協賛をお願い
するという役割分担を行っている。協賛店舗を拡大し事業
や協賛店舗の認知度を高めるために、「パパ・ママ応援
ショップ拡大促進事業」を実施している。商工団体やＮＰＯ
等から事業内容の提案を受け、優秀な企画を提出した団
体に事業を委託している。

（株）富士薬品（セイムス）：「スマイルセイムスカード」を発行し、買い上げ額により「ポイント」をプレゼント 【①】
日本公文教育研究会（公文）：乳幼児を対象とした「くもんの『こそだてちえぶくろ』」参加が無料 【①】
（株）学習研究社（学研）：学研教室の体験学習参加時に、学研教室オリジナル教育情報誌をプレゼント 【①】
生活協同組合さいたまコープ：毎週水・木曜日、１０００円以上お買い上げで５０ポイントをプレゼント 【②】
青山商事（株）：お買い上げ商品のご精算時「青山カード」提示にて５％割引など 【②】
（株）赤ちゃん本舗：紙おむつ５％割引（土日祝を除く、一部対象外商品あり） 【②】

・８８３３ 店舗

・市区町村等窓口にて交付
･対象世帯に直接郵送
・小中学校/幼稚園で配布

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・18歳未満１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 とやま子育て応援団
（富山県）開始時期：平成18年10月

所管課：富山県知事政策局
事務局：上記所管課

特徴：
毎月第３日曜日から始まる１週間「とやま家族ふれあい
ウィーク」を中心とした制度（特定期間を設けずに、いつで
も実施している協賛店舗でもある）。毎月第３日曜日の直
前にメールマガジンを配信し、協賛店舗の紹介や子供の
遊び場の紹介を行っている。

ローソン：毎月第３日曜日から１週間オリジナル牛乳（１リットル）を値引き 【①】
ジャスコ：スタンプカードに押印、１２個でトップバリュー商品と交換 【①】
ココス：飲食代金５％ＯＦＦ 【①】
ＡＯＫＩ：店内全品５％ＯＦＦ 【①】
大阪屋ショップ：２千円以上、レシート１０枚で５００円券 【②】

・２２２５ 店舗

・市区町村等窓口にて交付
・小中学校/幼稚園で配布
・インターネット等で入手

・子ども同伴時にのみ可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【 11 】 

【 12 】 
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・18歳未満３人以上
・妊婦は不可

対象世帯 プレミアム・パスポート事業
（石川県）開始時期：平成18年1月

所管課：石川県健康福祉部少子化対策監室
事務局：子育てにやさしい企業推進協議会（財団法人いしかわ子育て支援財団）

特徴：
石川県在住の１８歳未満の子供が３人以上いる家庭を対象に
実施している。申請のあった家庭にカードを２枚配付し、利用者
がカードを協賛店舗に提示することで、割引や特典などのサー
ビスが受けられる。協賛店舗からは協賛金を徴収し、協賛店舗
の詳細な情報を掲載したガイドブックを作成・配付している。ま
た、インターネット上でもプレミアム・パスポートが利用できる
ショッピングモール「いしかわプレパス商店街」を開設した。事業
の運営は、主要な民間・経済団体で構成する「子育てにやさし
い企業推進協議会」が行っている。

イオンリテール（株）：スタンプカードに、買上げ毎にスタンプを押し、貯まるとトップバリュ商品をプレゼント 【①】
（株）ゴーゴーシステム：トッピング一品無料 【①】
（株）クスリのアオキ：お買い上げ１０００円毎にアオキメンバーズカードポイントを１０ポイント進呈 【①】
アルビス（株）：平日・日曜日はポイント２倍、土曜日はポイント３倍進呈 【②】
（株）テルメ金沢：子供の入場料を無料（１８歳未満・深夜３時まで） 【②】
興能信用金庫：振込料を一律１０５円、１０００万円までの定期預金１年物、０．３０％金利上乗せ 【②】

・１９７６ 店舗
・１０２３ 社

･対象世帯に直接郵送

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

・18歳未満３人以上
・妊婦は不可

対象世帯 すまいるＦカード事業
（福井県）開始時期：平成20年3月

所管課：福井県健康福祉部子ども家庭課
事務局：福井商工会議所

特徴：
○県内商工関係者から構成するふくいウェルフェア実行委員
会が事業を運営。○協賛店舗・企業から１口５０００円～の協
賛金により、事業運営を実施している。○現在、公共施設を
含め、８４５店舗が各種サービスを行っている。○サービス対
象は３人以上の子供（１８才未満）がいる世帯のみ、カードを２
枚交付し、お母さん以外の人も使用できるようにしている。○
サービス内容は価格の割引など、クオリティの高いものとなっ
ている。

ジョーシン敦賀店：キッズランド商品が表示価格より５％引き 【①】
アピタ福井店：子ども・ベビー用品を５％引き 【①】
ネッツトヨタ福井（株）本店：オイル交換値引き 【①】
クスリのアオキ：１０００円買い上げごとに１０ポイント進呈 【②】
ローソン：ＬＡＷＳＯＮ成分無調整牛乳１０００ミリリットル値引き（１日２本まで） 【②】
Ａコープ：ポイント２倍進呈 【②】

・８４５ 店舗
・３１９ 社

･対象世帯に直接郵送

・大人のみでも可

協賛店舗

カード等
配布方法

保護者の
利用

店舗数の多い主なチェーン店
【①】：複数の都道府県に店舗を有する企業 【②】：評判の良い優待サービス実施企業

【 13 】 

【 14 】 


