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・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 しまね子育て応援パスポート事業
「Ｃｏｃｃｏｌｏ（こっころ）」
（島根県）開始時期：平成18年7月

所管課：島根県健康福祉部青少年家庭課少子化対策推進室
事務局：上記所管課／市町村

特徴：
県内のすべての市町村と県による共同事業として、子育て家庭を地域を挙げ
て応援したいという強い願いを込めて、平成１８年７月７日の七夕の日に「こっ
ころ事業」をスタートしています。お住まいの市町村で交付を受けた子育てパス
ポート「Ｃｏｃｃｏｌｏ（こっころ）」を協賛店で提示すると割引・景品・ポイントアップ・
子育て関連情報・イベント・職業受験の実施など、実に様々なサービスを受け
ることができます。「Ｃｏｃｃｏｌｏ」はイタリア語で「かわいい子ども」の意味ですが、
たくさんの子どもたちが登場するかわいらしい佐々木恵未さんの絵本のイラス
トを統一的に用いて大評判となり、事業スタート時から広く県民に浸透しました。
２１年９月末現在で、パスポートの交付率は６８．８％（目標を２年以上前倒しで
達成）。協賛店舗数も２０３０店舗と目標を半年前に達成しています。

ジョモネット山陰：ガソリン、店頭価格から１リットルあたり５円引き、洗車、表示価格の１０％引き 【①】
（株）中国電力：環境・エネルギー教育の出前授業・職場体験等 【①】
カプリチョーザ：ソフトドリンク一人一杯サービス 【①】
（株）ウッドベル（「ミスタードーナッツ」）：５００円以上お買い上げで、お好きなドーナッツ１個プレゼント 【②】
（有）信愛フードサービス（「モスバーガー」）：親子で来店の場合、ジュース１杯サービス 【②】
（株）ウェルネス：「スタンプカード」によるサービス実施（スタンプのマス欄による割引） 【②】

・２０３０ 店舗
・１０６４ 社

・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

・小学生以下１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 おかやま子育て家庭応援カード「ももっこカード」事業
（岡山県）開始時期：平成18年10月

所管課：岡山県保健福祉部子育て支援課

事務局：上記所管課

・１８６１ 店舗
・１１４４ 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

特徴：

妊娠中の方、小学６年生までの子どもを持つ家庭を対象に子ども

ごとにカードを交付している。協賛店舗の情報は、県のホームペー

ジや専用の携帯電話webサイトから閲覧できる。さらに携帯サイト

では、エリア別、市町村別、業種別の検索が可能である。平成21

年度は、全協賛店舗を対象にカードの利用状況等の調査を実施し

ている。

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

カメラのキタムラ：デジカメプリント、ケイタイプリントの割引 20～99枚 10％off、100枚以上 20％off 【①】
洋服の青山：5％引、指定クレジットカードの併用で10％引、誕生月（指定カードの併用）15％引など 【①】
紳士服のはるやま：店頭価格より10％off（他割引との併用不可 【①】
ジャスコ：毎月11日のイオンデーに子供服、ベビー服、育児用品など指定商品を50％off 【②】
松屋フーズ：メインメニュー１品につき半熟卵１個サービス 【①】

【 27 】 

【 28 】 
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・小学生以下１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 子育て応援イクちゃんサービス
（広島県）開始時期：平成19年2月

所管課：広島県健康福祉局総務管理部こども家庭課
事務局：上記所管課／こども未来づくり・ひろしま応援隊。事務局（財）ひろしま
こども夢財団

特徴：
商工会議所連合会をはじめとする６つの経済団体と県、及び、
（財）ひろしまこども夢財団によって構成された「こども未来づくり・
ひろしま応援隊」による運営。親子で出かけやすい社会環境づく
りを目指しており、原則として子ども連れの来店の際にサービス
が受けられる。子供連れでない場合でも、（財）ひろしまこども夢
財団の運営する子育て情報の携帯メールサービス会員に送られ
る「イクちゃん画像」を提示することにより、サービスを受けられる
場合もある。なお、このメールサービスはイベント情報や医療・防
災情報などの子育てに役立つ情報を配信している。

リーガロイヤルホテル：ベビーベッドの貸出、ベビーシッターサービス 【①】
アクサ生命保険（株）広島支社：子育てコーチング・ライフプランセミナーの参加費無料 【①】
洋服の青山：イクちゃん画面で５％引き、指定クレジットカードで更に５％引き 【①】
Ｔｓｕｂｏｍｉ Ｃａｆｅ＝ｄｉｎｉｎｇ：プレイルーム・授乳室・キッズチェア・ベビーベッド、バースディプレゼント有り 【②】
サロンシネマ：提携の託児施設利用の場合、映画１本を割引 【②】
広島信用金庫：待合室に子供用の本を備付け 【②】

・２８０９ 店舗
・６６５ 社

・携帯モバイルサイト等

・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 子育て家庭応援優待事業
（山口県）開始時期：平成19年10月

所管課：山口県健康福祉部こども未来課
事務局：上記所管課／やまぐち子育て県民運動推進会議

特徴：
認証カード・クーポン等はなく、子供連れ、又は、妊娠中であるこ
とを原則目視で確認。子育て家庭応援優待事業に協賛している
店舗等をホームページで検索して利用する制度。エリア検索や住
所検索とかけあわせた検索が可能。携帯サイトからはワンクリッ
クで店舗へ電話することが可能。ホームページのトップページで、
ランダムに協賛店舗６店舗のサービス内容を紹介。特に平成２０
年度からは、利用者がサービス内容を容易に確認できるよう、協
賛している店舗等に配布するステッカーにサービス内容を記入で
きるスペースを設けた。

ジョイフル：３歳以下の子供はドリンクバー無料 【①】
カメラのキタムラ：デジカメプリント枚数により１０～２０％割引 【①】
明屋書店：無料での、絵本の読み聞かせ会の実施 【①】
ＨＯＴほっとＣＡＦＥ：ソフトドリンク、又は、アイスをお子様にサービス 【②】
Ｆｏｕｒ Ｓｅａｓｏｎｓ（理美容サービス）：お子様が安心して遊べるキッズルームを完備 【②】
イタリア割烹ラ・パンナ：子供さんには、食後にバニラアイスをサービス 【②】

・１５１５ 店舗
・２８０ 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

【 29 】 

【 30 】 
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・18歳未満１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 Ｇｏ！Ｇｏ！くっつき隊応援事業
（徳島県）開始時期：平成19年1月

所管課：徳島県保健福祉部こども未来課
事務局：上記所管課

特徴：
○子育て家庭：徳島県内に住む１８歳未満の子どものいる世帯を
「くっつき隊」。○協賛事業者：趣旨に賛同し、子育て家庭に対する
優待サービスを行う事業者を「くっつき隊応援し隊」。○パスポー
ト：子育て家庭が協賛事業者から優待サービスを受ける際に提示
する応援パスポートを「くっつき虫」。◎事業の流れ。○県は子育て
家庭に対しパスポートを配布する。また、事業者に対し、協賛の募
集を行うとともに申込みにより協賛事業者を登録する。○子育て家
庭が優待サービスを受けようとするときは、協賛事業者を利用する
際にパスポートを提示する。○協賛事業者はパスポートを提示し
た子育て家庭に対し、優待サービスを提供する。

眼鏡市場：眼鏡一式・フレーム・レンズ交換５％割引 【①】
公文式：読み聞かせガイド・読書ガイド・「ミーテ」リーフレット３冊セットプレゼント 【①】
ＮＴＴドコモ四国：新規契約・機種変更の方に粗品プレゼント等 【①】
ミスタードーナッツ：サービス券の贈呈 【①】

・５２３ 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

・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

・18歳未満１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 みんなトクだね応援団
（香川県）開始時期：平成19年9月

所管課：香川県健康福祉部子育て支援課
事務局：上記所管課／（株）四国新聞社

特徴：
○社会全体で子育て家庭を支援する気運を高めることを目的に、
四国新聞社と協働で実施。○専用のサイトを開設し、協賛店舗の
情報を掲載し、パソコンや携帯電話から無料で閲覧したり、会員
登録が可能である。○子育て世代同士での情報交換や、子育て
情報を得ることができる。○四国新聞購読者に配付される情報誌
「オアシス」（２１万部発行）でも、協賛店舗のコーナーを設け、順
次掲載している。○割引等の特典が受けられる「みんなトクだね
応援団」と、授乳室等の設置により、おでかけを支援する「子ども
とおでかけ応援団」、子育て相談の窓口などの「いつも安心応援
団」の３種類で構成。

（株）アドバンバナナクラブ：家族にスナック１個プレゼント 【①】
（株）ノエビアエリア・マーケティング四国：基礎おためしサンプルセットプレゼント 【①】
四国労働金庫：香川県提携福祉ローンの内、育児資金・教育資金相談者に記念品贈呈 【①】

・７３７ 店舗

・携帯モバイルサイト等

・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

【 31 】 

【 32 】 
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・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 えひめのびのび子育て応援隊事業
（愛媛県）開始時期：平成18年2月

所管課：愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課
事務局：上記所管課

特徴：
愛媛県では、子育て中の親子が子供連れで気軽に外出できる環境
づくりに積極的に取り組んでいる。小売店や飲食店を募集しており、
経済的な支援よりもお出掛け支援をする店舗等の登録が多い。応募
資格として次のような具体的項目をあげている。○粉ミルク用のお湯
や交換用の紙おむつの提供。○ベビーカーやベビーカートなどの設
置。○子供が遊べるスペースの設置。○ベビー休憩室の設置。○親
子用や子供用トイレの設置。○託児室などの設置。○育児相談コー
ナーなどの設置。○その他、子育て中の親子が利用できる設備の設
置やサービスの提供。また、店舗による登録の他、利用者等が店舗
を推薦できる制度を導入している。利用者による推薦があった場合
には、事務局が登録の意思を店舗等に確認して登録をしてもらう。

ファミリーマート：親子用トイレの設置 【①】
ジャスコ・（株）イオン：すくすくクラブカードによる割引、ベビーカート・ベビー休憩室等 【①】
明屋書店：読み聞かせ会開催 【①】
フジ：ベビーカート・親子用トイレ 【①】

・２１３ 店舗
・６６ 社

・特に配布していない（店
舗が視認、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

・18歳未満１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 こうち子育て家庭応援事業
（高知県）開始時期：平成19年10月

所管課：高知県地域福祉部少子対策課
事務局：上記所管課

特徴：
企業や店舗などの協賛事業所の協力を得て、妊娠中の方や子育
て中の皆さんが買物や外出をした時に割引や粉ミルク用のお湯
の提供などの店舗ごとのサービスを受けることができます。

（株）ローソン：ベビーキーパーの設置 【①】
日本公文教育研究会：小冊子「絵本だいすき！読みきかせガイド」プレゼントなど 【①】
（株）メガネトップ：５％割引 【①】

・３５５ 店舗
・２０９ 社

・インターネット等で入手

・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

 

【 33 】 

【 34 】 
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・未就学児１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 「子育て応援の店」推進事業
（福岡県）開始時期：平成18年10月

所管課：福岡県福祉労働部子育て支援課
事務局：（財）福岡県地域福祉財団

特徴：
小学校入学前の子どもを持つ家庭を対象とし、「子育て応援の
店」の登録店舗に子ども連れで行くと、①やさしいサービス（ミル
クのお湯提供、託児サービス、お子様メニューなど）②便利な設
備（キッズスペース、授乳室など）③おトクなサービス（割引、ポイ
ント、粗品プレゼントなど）といった各店舗で用意されたサービス
が受けられる。沖縄を除く九州各県と連携し、福岡県民以外の
利用も可能である。

・８２９３ 店舗

・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

ゆめタウン（（株）イズミ）：ミルクのお湯提供、赤ちゃんの部屋設置、無料の子ども遊び場設置など 【①】
トイザらス：ベビーキープ：子供用便座をトイレに設置、授乳室・給湯器完備 【①】
ジャスコ：ミルクのお湯提供、赤ちゃん相談会・育児相談会、トイレ付ベビー休憩室設置など 【①】
日本公文教育研究会：「くもんの読書ガイド」と「えほんだいすき！よみきかせガイド」をプレゼントなど 【①】
スーパードラッグコスモス：赤ちゃんを抱えた方へのキャリーサービス、ベビーカートの貸出しなど 【①】

・未就学児１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 子育て得々サービス事業（子育て応援の店事業）
（佐賀県）開始時期：平成18年10月

所管課：佐賀県くらし環境本部こども未来課
事務局：子育て応援の店事務局（佐賀新聞社営業局内）

特徴：
就学前の子供を持つ家庭を支援するため、割引や特典、また、ミ
ルクのお湯の提供といったサービスを行う店を協賛店として登録。
会員登録にはインターネットを通じてパソコンのほか、携帯電話
からも手続が可能であり、会員証の発行は携帯電話への画面表
示で行っています。また、希望者には毎月２回、新しい協賛店の
お知らせや、子育てに有益な情報を掲載したメルマガを発行して
います。その他、事務局を運営している佐賀新聞社では、ＳＮＳを
活用した地域コミュニティポータルサイトを運営しており、会員は
育児に関するコミュニティに参加し、育児の悩みや問題について
意見交換ができるようになっています。

郵便局：風船プレゼント 【①】
アカチャンホンポ：出産準備品５０００円以上購入で５％引き 【①】
ＴＳＵＴＡＹＡ：レンタルアニメ・キッズＤＶＤ・ＶＨＳ旧作半額 【①】
各ケーキ店等：プリン・マドレーヌのプレゼント等 【②】
ドンキー薬局：くじ引でのおもちゃプレゼント 【②】

・９３７ 店舗
・４４８ 社

・対象世帯に直接郵送
・携帯モバイルサイト等

・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

【 35 】 

【 36 】 
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・未就学児１人以上
・妊婦でも可

対象世帯 ながさき子育て応援の店事業
（長崎県）開始時期：平成18年10月

所管課：長崎県こども政策局こども未来課
事務局：上記所管課

特徴：
当該事業は、社会全体で子育てを支援する気運を高め、親子連
れでもお買物やお食事などがしやすく、様々なサービスを受けや
すい子育て環境づくりを目的としている。県内の多くの企業・店舗
の皆様にご協力いただき、商品やサービスの割引、ポイントプレ
ゼントなど、親子連れに嬉しい「とくとくサービス」、ミルクのお湯提
供やキッズコーナー、おむつ換えなどのスペースなど、親子連れ
に優しい「すまいるサービス」を提供していただいています。現在、
協賛店舗は２４９４ありますが、今後も県内の企業・店舗に協力を
お願いし、子育て応援の店を増やして、長崎県で子育てをしてよ
かった、と思っていただけるような環境づくりに努めていきたい。

子ども英語ラボ：入会時に絵本等のプレゼント 【①】
ナムコランド：ぬりえサービス、キッズ用のイス、レストスペースの提供など 【①】

・２４９４ 店舗

・特に配布していない(店舗
が視認、確認）

・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

・就学前を想定１人以上
・妊婦は不可

対象世帯 くまもと子育て応援の店・企業推進事業
（熊本県）開始時期：平成18年10月

所管課：熊本県健康福祉部少子化対策課
事務局：上記所管課

特徴：
熊本県では、３つの子育て応援団の種類を設定し、それぞれの
サービスを提供します。
①「子育てとくとく応援団」就学前の子供連れの家庭を対象に、料

金の割引や得点などのサービスを提供します。
②「子育てあったか応援団】では、子育て家庭への遊び場・休憩

所などの無償提供によるお出かけしやすい環境の整備や本事
業の広報などの支援を行います。

③「子育て従業員応援団」では、企業などが従業員の子育ての両
立をサポートします。

（株）イズミ（ゆめタウン）：会員入会でベビー用品購入時の値引き、積立額１０倍サービス他 【①】
イオン：カード提示で託児料金割引 【①】
トヨタカローラ：キッズコーナーあり 【①」
公文式：歌とよみきかせを通じて、親子の絆づくりをする「こそだて知恵ぶくろ」に３回まで無料参加 【①】

・１２２０ 店舗

・特に配布していない(店舗
が視認、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

【 37 】 

【 38 】 


