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現在、我が国では人口減少が進んでおり、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）によると、私た

ちが住む奥州市でも２０４０年には約３万人以上の人口が減少すると予想されています。  

奥州市では、１０年後を展望しながら策定された総合計画に人口減少の対応策として「子育て支

援の充実」が掲げられており、子育て世代の不安や悩みの解消が課題として示されています。しか

し、行政による施設や制度の充実を目指した支援だ  

けでは、充分な子育て支援が達成できていない現状 

に着目し、子育て世代によるコミュニティの形成や 

経済的負担の軽減など、ビジネスの視点で「子育て 

支援の充実」だけでなく「地域の活性化」につなが 

る「新たな価値の創出」を目指し、調査・研究に取 

り組みました。  

 

 

 調査・研究のテーマ設定に向けて、平成３０年３月１６日（金）に奥州市役所を訪問し、総務課

の小山さんから地域が抱える問題について「奥州市総合計画」を踏まえて教えていただきました。

 この総合計画には、平成２９年度から平成３８年度までの「まちづくりの基本方針」が示されて

います。その方針の中から私たちは、人口減少の解決策として人を増やすことは難しいため、未来

を担う子供たちに対する支援に自治体として取り組もうとしている現状に興味を持ちました。市の

政策や施設面での課題解決に携わることはできないものの、「子育て世代」に対する支援ならば、

私たちにもできることはあるのではないかと思い、さらに詳しく現状把握を行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

奥州市役所への訪問後、奥州市が行う「子育て支援」について分析し  

てみました。「奥州市総合計画」の基本施策として掲げられている「子 

育て環境の充実」への取り組みは、奥州市人口ビジョン策定に係るアン  

ケートの「子育てへの不満」の理由として挙げられた、医療施設や保育  

施設の不足、待機児童ゼロへの取り組み、経済的支援や養育支援が中心  

です。安心して出産ができるための支援の充実を目指した仲間作りのた  

めの「母親教室」や「パパママセミナー」は出産前の夫婦を対象とした  

もので、子育て中の夫婦を支援するものではありません。これらの現状  

を踏まえ、行政で実施していない子育てママの精神的なサポートが解決 

すべき課題であることが明確になりました。  

第１章 地域が抱える課題とは 
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奥州市総合計画  

奥州市役所でのインタビュー調査  

地域経済分析システムによる奥州市の人口推移  



 

 

 

平成３０年４月９日（月）に、さらに深く自治体が行う「子育て  

支援」を理解するために、「子育て応援宣言」を掲げる雫石町を訪  

問し、インタビュー調査を行いました。  

雫石町は今年度、子ども子育て支援課の設置に伴い、地域おこし  

協力隊員として「チャイルドマイスター」の資格を持つ猪又優香さ  

んを採用し、「子育てコンシェルジュ」として町民と保育機関をつ  

なぐことで、子育て支援の充実を図る取り組みを始めました。  

訪問の際には、子ども子育て支援課長の志田透さんも同席し、雫 

石町が目指す子育て環境について教えていただきました。  

雫石町は、子育てが楽しいと思えるような環境づくりを目指して  

おり、ストレスや悩みを抱える保護者を支える取り組みを行ってい  

ます。子育て世代の交流の場を設けることによる精神的なサポート  

も他の自治体にはない取り組みであり、小中学校の給食費用の半額  

助成や奨学資金貸付制度なども含め、子育て世代を応援する素晴ら  

しい町づくりをしていることを知りました。  

 

 

雫石町の子育て支援の取り組みを知り、奥州市の現状を把握す  

るために、奥州市役所の子ども家庭課を訪問し、インタビュー調  

査を行いました。対応してくださった課長補佐の千葉さんから、  

奥州市としては、国の法律に基づく子育て支援が中心で、奥州市  

独自の特徴的な取り組みはないものの「子育て環境ナンバーワン  

のまちづくり」として、働きながら子どもを預けられる環境づく  

りを目指し、児童手当の給付や待機児童の解消など制度面での支援が充実していることを説明して

いただきました。また「奥州市総合計画」に示されていた子育て世代が抱える悩みの解消について

は、自治体が行えない支援を民間の事業者に運営を委託している「子育て支援センター」が主に担

当しており、行政がすべての課題へ対応することは難しい現状にも気づきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

奥州市が抱える課題の解決を目指し、地域の現状を探ったところ、奥州市総合計画に『子育て環

境の充実を図るとともに、「妊娠」「出産」「子育て」と切れ目のない支援を行うことで、若い世

代が安心して子どもを産み、育てられるまちを目指します』という施策が掲げられていました。  
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平成 30 年 4 月 3 日付 岩手日報  

インタビュー調査の様子  

奥州市の現状把握  

■ 雫石町の「子育て支援」の現状 

■ 奥州市の「子育て支援」の現状 



奥州市役所に対するインタビュー調査では、行政が進める子育て支援策として医療施設や保育施

設の充実、補助金や給付金による支援が中心で、子育て中の精神的な負担や悩みの解消に対する支

援は不足している印象を持ちました。また、外部資料によると子育てにストレスを抱える方の割合

が高い現状があり、奥州市でも同様の傾向があると考えられます。この課題解決に向けて「子育て

支援」による地域貢献を今年度の研究テーマとします。この問題解決に向けて、商業高校で学んだ

知識や技術を活かしながら、地域の現状やターゲットのニーズにあった「子育て支援の充実」をビ

ジネスの視点から模索し、地域に必要とされる「新たな価値の創出」を目指したいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 研究目標の設定に合わせて、研究の仮説を以下のとおりとしました。調査・研究が終わった時点

で仮説の検証を行います。  

仮  説  
ビジネスの視点で子育て支援の充実を目指すことで、地域に新たな価値

を生み出せるのではないか。 

設定理由 
子育て支援の充実を図ることで、地域に新たな価値を創出し、ビジネスとして

確立できるのではないかと考えたから。  

 

 

 

 ビジネスの手法で問題解決を目指すことから、イベントの開催を視野に入れながら、マーケティ

ングのプロセスに沿って、下記のような調査・研究の順序で、活動を進めることにしました。  

 

 

 

 調査・研究を進めるにあたり、ＳＴＰの設定によりマーケティングの方向性を明確にし、細分化

した市場のうち、どこを対象にし、他者との差別化をどのように図っていくのかを考えてみました。  

 

 

 

第２章 ＳＴＰの設定 

新たな価値の創出による「子育て支援」の充実 
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 自治体に対するインタビュー調査などを参考  

に、ＳＷＯＴ分析を行いました。  

この分析を通して、奥州市は「子育て環境ナ 

ンバーワン」を目指す自治体であるため、私た  

ちの考える子育て支援が受け入れられる可能性  

がありますが、自治体が行わない支援をどのよ  

うに実施するかが大きな課題となることが分か  

りました。  

 

 

 子育て支援による新たな価値の創出を目指すため、  

子育てママや地域の現状を踏まえ、セグメンテーショ  

ンを行いました。子育て支援を目指すことから、市場 

の細分化により女性を年代別と子供の有無によって分  

類します。その中から「子育て中の 20 代から 30 代の 

既婚女性」を選択し、奥州市の子育て支援センターか 

らのデータを参考に、「子育てに悩みやストレスを抱  

える方」をターゲットに設定しました。  

 また、子育て支援を行うにあたり、既存の取り組みやサービスと差別化を図る必要があるため、

ポジショニングマップも作成しました。奥州市の子育て支援センターで実施されているイベントと

の差別化を図り、子育て世代のコミュニティの形成やストレスや悩みの解消を目指し、新たな価値

の創出を目指します。  

 

 

 

 地域の課題をテーマに調査・研究を行うにあたり、商業の学びを活かした問題解決を目指した活

動にしたいと考え「ソーシャルビジネス」に挑戦することにしました。ソーシャルビジネスとは、

ビジネスを手法として社会問題を解決しようとする取り組  

みのことです。つまり、社会問題への取り組みを「ビジネ  

ス」という手段で行い、それを通して新たな社会的価値を  

創出することが「ソーシャルビジネス」です。  
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奥州市「子育て支援センター」資料より  



2007年に発足した経済産業省のソー 

シャルビジネス研究会によると「ソー  

シャルビジネスの定義」は、右に示す  

３点を満たすこととされています。  

一般的なビジネスとは利益を最大化  

することが目的ですが、ソーシャルビジネスは「社  

会問題を解決すること」が目的です。「子育て支援」 

をはじめ、地域にはたくさんの問題があり、その内  

容は多様化・複雑化していますが、行政がこれらす  

べての社会問題を解決するのは時間的にも経済的に  

も不可能であるため、このような状況に対してソー 

シャルビジネスが一つの解決策とも言えます。これ 

まで目を向けられなかったところに対して、解決策  

を見出し取り組むことで、ビジネスによる地域の課  

題解決を目指します。  

また、自治体からの補助金に頼る運営をすることで、継続したビジネス活動が困難になるケース

も想定しながら、今回は私たちの力でソーシャルビジネスによる地域課題の解決を目指します。  

 

 

 

 

 平成３０年４月１８日（水）に、「こばとこども園子育て支援センター」を訪問し、人気のイベ

ントや悩みの相談内容など、ニーズに応じた支援の現状を教えていただきました。その際、すぐに

着られなくなる子供服を有効利用するための「不要な子供服の回収と配布」に関する取り組みを知

り、子育て支援には様々な方法があることを学びました。  

ソーシャルビジネスによる地域の課題解決を目指すうえで、この取り組みは子育て支援に関する

大きなヒントを与えてくれました。利益を追求せず、地域に必要とされる支援の方向性についても

明確にでき、新たな価値の創出に向けた活動をスタートさせることができました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年５月１２日（土）に「まんまるママいわて」が主催する「まんまるお月さま」（会

場：黒沢尻北地区交流センター）を視察しました。この団体は、外部資料による情報収集をしてい

た際、「ソトコト」という雑誌に子育て支援活動が紹介されていたことが知るきっかけとなり、代

表の佐藤美代子さんにアポイントを取り、イベントの視察が実現しました。  

第３章 新たな価値の創出 

インタビュー調査の様子  
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この日の内容は「離乳食教室」で、これから離乳食をス  

タートさせる５か月頃のお子さまを持つ８名の子育てママ  

が参加していました。離乳食教室が始まると講師である栄  

養士の指導の下、参加者は初対面であるのにも関わらずお  

互いに協力し、コミュニケーションを図りながら作業を進  

めていました。また、常に笑顔が絶えない雰囲気で、参加  

者のストレス解消に繋がるイベントになっていることがそ  

の場にいるだけで分かりました。実習を見学し、離乳食は  

素材の味を教えてあげることが大切で、普段の食事を作る過程で、味付けをする前に取り分けるだ

けで良いことを学びました。時間をかけない効率的な調理によって、子育ての負担を軽減できる方

法を知ってもらう意味でも「子育て支援」の役割を果たす、貴重な機会であることを実感しました。

また、子育て相談の場で語られた参加者の声は以下のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「子育て支援センター」や「まんまるママいわて」の  

取り組みと地域の現状を参考に、子育て支援として「子  

育てイベントの開催」と「子供服シェアリングサービス」  

の確立を目指します。ソーシャルビジネスとして問題解  

決を図るため、運転資金の確保を意識しながら、継続可 

能な支援として地域に浸透する体制作りを目指します。 

また、着られなくなった子供服を有効活用し、経済的  

な負担を軽減するだけでなく、地域全体で取り組める支  

援の形を見出したいと思います。  
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まんまるママいわてとは  

 2011 年東日本大震災をきっかけに立ち上がった、助産師とママをつなげる子育て支援事業をメイン

に活動している任意団体。妊婦・乳幼児を育てている女性たちの身体や心の専門家である助産師がママ

達とつながることで、岩手全域のママたちが、少しでも不安が少なく楽しい、マタニティ・育児生活を

送れるよう活動している。 

「離乳食教室」の様子  

雑誌「ソトコト」：株式会社木楽舎  



 

 子育て支援活動の一環として、商業高校で学んだ知識や技術を活かし、子育てママの悩みの解決

やストレスの解消ができる場所を提供します。子育てに関するイベントや悩みを相談できる飲食ス

ペースの提供、子供服のシェアリングサービスを通して、奥州市の子育て環境の充実に貢献するだ

けでなく、地域の未来を担う子供た  

ちを育てる母親のサポートを目的に  

企画を実施します。また、地域連携  

を図りながら、子育てしやすい町づ  

くりを高校生の視点から考え、若い  

世代がこの問題に興味を持つ機会に  

したいと思います。  

 

 

 子供の成長が早い未就学児の洋服は寿命が短く、兄弟  

や近所に知り合いの子供がいれば、お下がりとして使え  

るかもしれませんが、少子化が進んだ昨今では、それも  

難しくなっています。そこで、子育て支援活動の一環と  

して、各家庭で着られなくなった子供服を地域でシェア  

リング（共有）することで、子育て家庭の「欲しい」と 

「あげたい」をつなぎます。  

また、交換または無料で子供服に込められたお母さん  

方の愛情を繋いでいく、お財布にも優しいシェアリング  

サービスの実現を目指し、奥州市全体が活性化する仕組  

みを構築します。  

しかし、少子化による「シックス･ポケット」の影響で、  

「良い物を」という思いから新しい子供服を購入する傾  

向が、サービスの確立への弊害となりますが、アンケー  

ト調査やテストマーケティングの実施によって、新たな  

可能性を模索したいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 平成３０年４月２０日（金）に、奥州市内にあるリサイクルショップ「DonDonDown on 

Wednesday奥州水沢店」を訪問し、古着リサイクルの現状と子供服の買い取りシステムについ

て教えていただきました。買い取りは重さによって３段階の設定があり、販売できない子供服

は、東南アジア・アフリカに輸出され現地でのリユース販売や「固形燃料」等にリサイクルさ

れています。買い取り価格は安いものの、子供の成長が早く、半年で着られなくなる子供服は

シックス・ポケットとは  

子ども一人に対して、両親と両祖父母をあわせた六人がお金を提供しているという状態をいい、「六つ

の経済的なポケット（財布）」があるという意味。子どもの数が減っている分、１人の子ともにかけられ

る金額は大きくなっており、そのことが高額な商品やサービスを子どもや孫に買い与えるという両親や祖

父母の気持ちにつながることになる。 

■ 古着リサイクルの現状 
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処分に困るため、捨てるよりは買い取りを希望する方  

が多い現状を教えていただきました。また、リサイク  

ルショップの買い取りシステムには、子供服に対する  

思い入れや思い出は価格に反映されず、陳列されてい  

る商品には未使用品があり、着られなくなった子供服 

は処分する傾向が強いことが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、内閣府が推進する「こども服みらいファンド」というプロジェクトでは、不要になった子

供服を預かり、その買取価格の相当額を、子供の貧困対策のために寄付される取り組みがされてい

ます。また「株式会社キャリーオン」では、子育  

てママの子供服に関する悩みの解消策として、子  

供服を送付し受け取ったポイントで他の洋服を購  

入できる「大切な子供服をゆずりあうオンライン  

サービス」を行っています。  

私たちが企画するシェアリングサービスは、代  

金が一切発生せずに、子供服を持ち込まない場合 

でも受け取ることが可能な仕組みを考えており、  

既存のサービスとの差別化を図ることで、奥州市 

の子育て支援の充実につながる可能性があります。  

 

 

平成３０年５月１９日（土）に奥州市内で開催されたフリーマー  

ケットを視察しました。月に一度開催されており、会場は多くの来  

場者で賑わい、子供服を取り扱う出店者が予想以上に多く、子供服  

（古着）の需要の高さを確認できました。出店者にお話を伺うと、  

販売して得られる収入よりも不要になったものを必要とする方に譲  

りたいという気持ちが強く、お客様とのコミュニケーションを楽し  

むために出店している方ばかりでした。  

利用者にとっては安価なだけでなく、持ち主が見えることで安心  

して購入できる利点がフリーマーケットにはあります。経済的な負  

担を軽減するために、１着３００円程度の子供服を購入する方が多  

いことを考えると、交換または無料で受け取れるシェアリングサー  

ビスは必ず利用者には受け入れられると実感しました。  
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■ 子供服シェアリングサービスの現状 

■ 古着の子供服に対する消費者ニーズ 

出店者へのインタビュー調査の様子  

販売されていた子供服  

インタビュー調査の様子  陳列された子供服  子供用の靴  

■ドンドンダウンウェンズディの買取価格 

子供服の分類 １kg あたり 

人気（ブランド）商品  500 円 

店頭で販売されるもの  550 円 

店頭に並ばないもの  001 円 

 



 

平成３０年５月１９日（土）に、奥州市で子育て支援を目的とし  

たカフェを経営する及川麻梨絵さんを訪問し、イベントの開催に向  

けた協力依頼を行いました。及川さんは、平成１９年に親子でゆっ 

くり安心な食事ができる店「Cafe Unma」を開店し、地元の幼稚園  

や保育園、子育てサークルなどで食育講座や離乳食教室の講師とし  

て活躍しています。また、親子で楽しめるイベントの主催や、離乳  

食のレシピ本を出版するなど、奥州市の子育て支援を支える役割を  

担っています。及川さんは、「子育て支援の充実」を目指す私たち  

の活動を高く評価し、イベントへの協力依頼を快諾してくださいま  

した。「離乳食教室」などのイベントを実現する上で、栄養士の資  

格を持つ及川さんの存在は大きく、新たな出会いを通して、私たち  

の活動も大きく前進することができました。   

 

 

子育てに関する現状と私たちが企画する子育て支援策は受け入れられるのかを調査するため、奥

州市の保育施設に子供を預ける保護者を対象にアンケート調査を実施しました。実施にあたり、市

内の保育施設に協力依頼を行い、2,000 人以上の方に回答していただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 子育て支援を行う事業者への協力依頼 
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及川さんへの協力依頼  

「Cafe Unma」  

■ 育児に対するストレス 

■ 子育てイベントへの参加意識 

依頼日：平成 30 年 5 月 15 日（火）～25 日（金）  方 法：質問紙法  

対 象：保育施設に子供を預ける保護者 2,364 名   依頼先：奥州市内保育施設 19 か所 

【アンケート分析】 

「育児＝ストレス」と考えていま

したが、育児を楽しんでいる方が多

い現状を知りました。しかし、子育

て世代の７割がストレスを抱えてい

ることを考えると、悩みやストレス

の解消を目的とした、子育て支援の

必要性も実感しました。  

【アンケート分析】 

「子育てイベント」に参加経験の

ある方は少ないものの、半数以上が

イベントに興味を持っています。参

加してみたいと考える潜在需要も多

く、参加者同士が交流を深められる

場面を設定することが、参加者の満

足につながると考えられます。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年６月８日（金）にＪＡふるさと岩手が行っている子  

育て支援の取り組みについてインタビュー調査を行いました。Ｊ  

Ａふるさと岩手は、子育てイベントを通して参加者同士のコミュ  

ニケーションの場を大切にすることを心がけており、離乳食教室  

と幼児食教室は産直で販売している旬の野菜を使用したレシピに  

することで、野菜の消費拡大につなげる意図があります。  

ＪＡが企画する子育てイベントには、イチゴ狩りやじゃがいも  

の収穫など、親子で参加できる体験型のイベントもあり、思い出  

づくりのサポートも支援となることを教えていただきました。  

また、参加料は 500 円と低価格に設定されており、組合とし  

て予算を計上しての運営ではありますが、イベントの開催に向け  

て、私たちが開催するイベントでも低価格での料金設定は大切な  

要素になることを実感しました。  
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アンケートの集計作業  

■ 子供服シェアリングサービスの可能性 

■ 子育て支援に対する満足度 

■ ＪＡふるさと岩手による「子育て支援」 

インタビュー調査の様子  

【アンケート分析】 

子供に「おさがり（古着）」を

着せることに抵抗のない方が７割

を超え、子供服の交換を希望する

方が６割という数字からも、子供

服のシェアリングサービスは、効

果的な取り組みであることを明確

にできました。 

【アンケート分析】 

奥州市の子育て支援に関する満足

度は高くない現状を知りました。私

たちが企画する子育て支援策が、満

足度の向上に繋がるか分かりません

が、アンケート結果で明確になった

子育て世代の現状を参考に、子育て

支援の充実を目指します。 



 

平成３０年６月１２日（火）に、江刺保育園子育て支援事業として開催されている「フリーマー

ケットとおゆずり会」を視察しました。子供服やおもちゃ、絵本などのフリーマーケットと、自由

に持ち帰れる子供服コーナーが設置されており、参加者同士が笑顔でコミュニケーションを取りな

がら、子供服を選ぶ姿が印象的でした。また、イベントの運営に関して、事業を担当している伊藤

さんから、参加者同士の交流を第一に考え、企画・運営を行っていることや、育児休業中で収入の

ない方も気軽に参加できる料金設定の重要性についてアドバイスされました。ここで開催している

子育て教室は、300～500 円に設定されている参加料が講師料となります。予算がなくても継続し

ていくためには、多くの協力者の存在が不可欠であることも教えていただきました。  

 

 

 

 

 

私たちが企画する子育て支援が、ターゲットである奥州市の子育て世代に受け入れられるのかを

検証するために、テストマーケティングの実施を考えました。テストマーケティングは「Cafe 

Unma」のオーナーである及川麻梨絵さんの協力のもと実施します。及川さんに対しては、イベント

の趣旨を理解していただくための企画書を作成し、コンセンサスを図るために何度も打合せを重ね

ました。また、プレイベントであるため、１０組程度の親子（モニター）に企画したイベントを無

料で体験していただき、イベントに対する満足度や改善点を検証します。また、ビジネスとしての

運営を目指すため、子育て教室の講師料などの必要な経費を明確にし、適切な料金設定を行ったう

えで、８月上旬に開催を予定しているイベントの方向性を定めることにしました。  

 

 

 テストマーケティンに向けて及川さんからは、既存のサービスと  

差別化を図るために、新しい試みを取り入れる必要があることをア  

ドバイスされました。このことを踏まえ、母親対象の子育て教室だ  

けでなく、父親と子供向けの一緒に楽しめるイベントを企画するこ  

とで既存のサービスとの差別化を図ります。イベントは平成３０年  

６月２４日（日）に開催し、参加する８組の家族は「Cafe Unma」 

のホームページで募集していただき、テストとして実施するため、  

参加料は私たちの研究費から支出することで無料に設定しました。母親対象のイベントとして、参

加者同士が作業を通して交流を深められる「お菓子作り教室」と、短い時間でも子供から離れてリ

ラックスしてもらうための配慮から、父親と子供を対象にした「リトミック教室」を開催します。  

第４章 ビジネスによる「子育て支援」の可能性 

■ 子育て支援センターのイベント運営 

フリーマーケットの様子  

11 

打ち合わせの様子  



 また、リトミック教室は習い事について考える機会にして  

欲しいとのねらいもあります。お菓子作り教室は、地域でも  

指導経験が豊富な及川さんにお願いし、リトミック教室は市  

内で音楽教室を経営している八幡初恵さんに依頼しました。  

講師料については、提示された 5,000 円が適正であると判断  

し、その金額で引き受けていただきました。  

 

 

 

 

 

 

 プレイベントを前に、子供服シェアリングサービスの実施に向けた子供服の回収を行いました。  

回収に協力依頼する保育施設に提出する企画書の作成や、保護者に対する依頼文書、回収ボックス

を製作し、回収品目に関するルールも明確にしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年６月１５日（金）に、子供服シェアリングサービスの  

実施に向けて、以前訪問した「こばとこども園」に対して、子供服 

の回収への協力依頼を行いました。回収のルールや方法、期間など  

を打ち合わせし、回収ボックスの設置を許可していただきました。  

 

 

 

 

 

 

 プレイベントの前日である平成３０年６月２３日（土）に、子供服回収ボックスを設置している

「こばとこども園」を訪問しました。回収開始から４日間と短い期間でしたが、多くの方に協力し

ていただき、設置したボックスが子供服でいっぱいになっていました。回収した子供服は一枚ずつ

状態の確認を行いましたが、タグに名前が書いてあるものや小さなシミなどがあり、このような状

態の良し悪しが、利用者にどのような影響を与えるのかも調査し、交換（受取）対象とならない子

■ 子供服の回収 
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■ 保育施設への協力依頼 

■子供服の回収から配布までの流れ 

設置した回収ボックス  

リトミックとは  

音楽を使って子供の心身、感覚、感性、音楽の基礎などを育む幼児教育である。日本では、21 世紀前後

から幼児教育として注目を集め始め、子供にリトミックを始めさせるパパママは年々増えている。また、

幼児教育以外にも、発達障害の療育、高齢者へのリハビリ、表現力を高めるためのトレーニングなど、

様々な分野で取り入れられている。  

回収方法 回収ボックスを保育施設に設置  

回収期間 平成３０年６月１８日（月）～２９日（金） 

周知方法 保育施設の協力により保護者へ依頼文書を配布 

 



供服についての把握を通して、子育て支援のツールとしてシェアリングシステムが実現可能なのか

も判断したいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 何度も打ち合わせを重ね、平成３０年６月２４日（日）に奥州市内にある「Cafe Unma」で、私

たちが企画した「子育てイベント」をテストマーケティングとして開催しました。子育て支援を意

識したプログラムであり、すべての企画において参加者の満足度が高く、地域では実施されていな

い新たな価値を創り出すことができました。また、ビジネスを意識するにあたり、運営にはどのく

らいの経費が必要であるか明確にすることができました。  

 

 

  

 

 

 

 

 お菓子作り教室では、簡単に作れる「スコーン」を参加者全員  

が実際に調理をしながら進められました。積極的に質問をしたり  

メモを取る方も多く、作業を通してコミュニケーションが生まれ、  

参加者同士の交流も活発に行われました。また、満足度の高さが  

伺えるアンケート結果から、非常に良いイベントになりました。  

出来上がったお菓子は「母親同士の子育て相談」と「リトミッ  

ク教室」を終えた子供たちのおやつとなり、購入した既製品では  

なく時間をかけずに手作りのものを食べさせたいという、子育て  

ママのニーズを充たすことができました。 

 

 

 

 

 

■イベントの概要   ■タイムスケジュール  

会 場： Cafe Unma  時  間 母   親 父親・子供 

日 時：平成 30 年 6 月 24 日（日）   10:00～11:00 お菓子作り教室 リトミック教室 

参加者：７組の親子  11:00～11:40 子育て相談 おやつタイム 

参加費：無料  11:40～12:00 子供服ｼｪｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 絵本の読み聞かせ 
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回収した子供服  子供服の整理作業  名前の書いてある子供服  



 

 

 

 

 

 リトミック教室は、母親が少しの時間でも子供と離れてリラッ  

クスすることを目的に企画しましたが、講師を務めてくださった  

八幡さんの指導のもと、子供たちは笑顔でリトミックを楽しんで  

いました。お父さん方も一緒に参加することで、家族で楽しめる  

イベントになり、習い事の体験という意味でも効果はあったと感  

じました。しかし、会場のおもちゃを片付けずにリトミック教室  

を始めたことで、子供たちが玩具で遊びだしてしまい、講師の先  

生にご迷惑をおかけする結果となりました。子供を対象にしたイ  

ベントであれば、想定できない子供の行動に対する、適切な対応  

ができる保育士の存在も不可欠であると実感しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子供服のシェアリングサービスは、参加者にも不要となった子  

供服を持参していただき、実施しました。子供服を選ぶ熱心な姿  

に、古着であっても利用者のニーズは高く、小さいサイズの子供  

服を手に「こんなに小さい時期もあったね」という参加者同士の  

コミュニケーションも生まれていました。また、タグに書かれた  

名前についても気にする方は少なく、新品とは違った視点でサー  

ビスを利用していることが分かりました。さらに、参加した子供  

自身が欲しい服を選ぶ姿も見られ、家族で楽しめるイベントにな  

る可能性も見出すことができました。  
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 プレイベントを終え、参加者の評価も高く子育て支援として効  

果的な取り組みであることを実感しましたが、ビジネスとして継  

続可能であるかを検証するために、今回実施したイベントの費用  

を計上しました。参加親子７組で父親・母親・子供１人で参加し  

た場合の参加料も算出しましたが、１組あたり 2,230 円と予想以 

上に高い料金設定になることが分かりました。これまでに視察し  

た既存の子育てイベントの参加料が 2,000 円であり、  

子供向けの教室・講座の開設や飲み物が付いた内容 

で 2,000 円程度の参加料は適正であると判断きます 

が、継続して実施することを考えると、算出した参  

加料では参加者も金銭的に余裕のある方に限られて  

しまい、子育て中で収入のない方はイベントに興味  

を持ちながらも参加できない可能性が出てきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、参加者が市内で開催されている「ＪＡふるさと岩手」が主催する子育て支援イベントの参

加料（500 円）を比較対象にした場合、割高感を持つ可能性があり、市内で開催する子育てイベン

トであれば、若干の参加料の引き下げは必要です。  
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子育て教室等の講師料が高い料金設定の要因になっています 

が、ビジネスとして運営する上で、講師を担当する方にも正当  

な報酬を支払う必要があります。講師料の5,000円は維持しな 

がら、アンケートで参加者が評価した値頃の1,500円を下回る  

料金設定を実現するためには、何らかの対策が必要であり、開  

催方法も含めて再度検討したいと思います。 

 

  

 

参加料の設定に大きな課題を残しましたが、費用の面で考えるとプレイベントでは発生しなかっ

た会場使用料や飲食スペースで提供するお菓子・お茶代により算出した金額以上の参加料を徴収す

ることになります。このことを踏まえ、参加 

者が負担を感じない料金設定にするため、参 

加したいイベントを選択し料金を支払う方式 

に、変更する必要があります。  

 

 イベントに対して、参加料を500円と評価した方は、飲み物代だけでも350円であることを考える

と、私たちが行う子育て支援をボランティアと捉えている可能性があり、ビジネスとしての子育て

支援を確立するためには、この  

評価をした方は私たちが行う支  

援のターゲットではないと判断  

する必要があります。  

 

 ビジネスとして継続的なイベントの運営を目指すうえでは、安定した収入が必要となりますが、

自治体からの補助金に頼らない子育て支援を行うために、何らかの方法で運営資金を調達しなけれ

ばいけません。この問題解決に向けて、イベントにビジネスの要素を取り入れたいと考えました。

安定した収入を得るためのビジネスが行える場面として、プレイベントでは実施できなかった飲食

スペースに注目し、比較的原価率の低い「Cafe」 

の経営を私たちが行うことで、イベントの運営  

費を捻出します。また、イベントの趣旨に沿っ  

た「縁日」を企画することで、子供たちが楽し  

める要素と利益の獲得が見込めます。  

 

飲食スペースは「子供服シェアリンスサービス」を利用する方を  

ターゲットに設定し、不要な子供服を持参しない利用者に「返報性」  

という心理メカニズムが働くことで、飲食スペースの利用者が増え  

る可能性があり、お客さまの行動を把握・分析しながら運営費の確  

保とイベントの充実につなげたいと思います。  
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 子育て応援イベントの開催を前に、活動当初に設定したＳＴＰにふさわしい支援策の提供ができ

ているかを「マーケティングミックス」の４つの要素を用いて確認してみました。  

 

さらにイベントに向けて、各企画の準備も順調に進めることができました。  

 

 

保育施設を通じて行った子供服の回収で、私たちの活動を知った  

「日本おひるねアート協会認定講師」の西城友美子さんから、イベ  

ントの参加に関する問い合わせがありました。西城さんは奥州市内  

を中心に子育て支援活動を行っており、イベント運営に関する経験  

が豊富であることから「子育て応援イベント」での「お昼寝アート」  

の開催をお願いしました。 

これまで「お昼寝アート」は料金設定が高いため、「子育て応援  

イベント」での開催は難しいと考えていましたが、西城さんからの  

提案により、特別価格（1,000円）による気軽に参加できる、０～１  

歳の赤ちゃんを対象にした新たな企画を設定することができました。  

また、「お昼寝アート」の講師料は料金の80％に設定し、参加人数  

によって変動する形をとりました。  

 

 

 

 

「返報性の原理」とは  

人は他人から何らかの施しを受けた場合に、お返しをしなければならないという感情を抱くが、こうし

た心理をいう。この「返報性の原理」を利用し、小さな貸しで大きな見返りを得る商業上の手法が広く利

用されている。  

■ お昼寝アートの開催 

お昼寝アートとは  

「赤ちゃんに背景や小物をつけて撮影する、赤ちゃんと一緒に作るアート写真」のこと。赤ちゃんだけ

でなく、ペットや家族を対象に撮影することもできる。お昼寝アートの撮影会が開かれたり、本も出版さ

れたり、テレビで紹介されたりと、赤ちゃんを持つママの間で話題になっている。  

「お昼寝アート」  
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西城さんとの打ち合わせの様子  



 

平成３０年７月３１日（火）に盛岡市で開催された「盛岡さんさ前夜祭」に出店しました。この

出店には、子育てイベント当日の調理・販売を効率的に進めるためテストマーケティングの要素を

含みながら、各販売品目の原価率を明確にする目的がありました。販売したのは「焼きそば」「か

き氷」「わたあめ」の３品目で、調理を伴う販売は体力的にも辛く大変でしたが、お客様とコミュ  

ニケーションを図りながら販売を行いました。販売を終えて、飲  

食に係る商品の原価率の低さを実感し、販売計画の立案に向けた  

貴重なデータを収集できました。また、この結果をもとに、原価  

率の低い「わたあめ」は、さらに低価格で販売し、薄利多売戦略  

によりイベントの充実と利益の確保を目指すことにしました。こ  

の販売で得た 16,594 円の利益は、「子育て応援イベント」の運 

営資金とし、損失を計上した際の損失補填に対する予備費として  

計上します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子供服シェアリングサービスは、市内９か所の保育施設に協力していただき、1,000枚以上の子

供服を回収することができました。回収期間終了後には、直接学校に子供服を届けてくれる方もお

り、予想以上に反響がありました。私たちの企画にこれほど多くの方が協力してくださり、集まっ

た子供服を見て感謝の気持ちでいっぱいになりました。  

 

 

 

 

 

 イベントの告知はターゲットを絞って実施しました。誰でも参加するイベントではないため、ア

ンケート調査と同様に子供を通じてターゲットである保護者にチラシが届けられるよう、市内の保

育施設に依頼しました。  

「盛岡さんさ前夜祭」  

販売の様子  

■ 縁日の開催に向けたテストマーケティング 

■ 子供服の回収 

■ ターゲットを明確にしたＰＲ活動 
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■盛岡さんさ前夜祭 売上集計表 

品  目 販売金額 原価 粗利益 販売数量 利益 

焼きそば 150 円 89 円 61 円 150 個 9,150 円 

か き 氷 150 円 43 円 107 円 52 個 5,564 円 

わたあめ 100 円 6 円 94 円 20 個 1,880 円 

合 計 16,594 円 

 



各種講座は電話による受付が難しいため、子育て世代が気 

軽に申し込めるように、ＱＲコードを活用した予約フォーム  

を作成し、パソコンやスマートフォンによる申込方法によっ  

て参加者を募りました。チラシによる広告効果を高めるため  

に、原価率の低い「わたあめ」の引換券を付け、来場者増加  

を意識した工夫も取り入れました。さらに、チラシと同じデ  

ザインのポスターも市内の商業施設をはじめ、子育て支援セ  

ンターに掲示していただきました。  

 

 

 

 

マスメディアを活用したＰＲとして「ラジオ」と「新聞」に  

よるパブリシティ活動を行いました。地元のコミュニティＦＭ  

である「奥州エフエム放送」の番組に出演し、イベントの内容  

やこれまでの活動について紹介することができました。また地  

元新聞社の「胆江日日新聞」に  

も取材していただき、イベント  

開催前の効果的な広報活動によ  

り、来場者増加の期待も高まり  

ました。これらの取材への対応  

を通し私たちの活動に対する期  

待の大きさも実感しました。  

 

 

ソーシャルビジネスによる地域課題の解決を目指すにあたり、イベントを通して利益を得なけれ

ばいけません。イベントを前に、継続開催に向けた大きな鍵となる各種講座の講師料と参加者の変

動における自己負担額についてシミュレーションを行いました。  

 今回のイベントは、「お菓子作り教室」と「リトミック教室」の講師料を10,000円に設定し、お

客様が定員に達しない場合は講師料の不足分を私たちが負担します。また、「お昼寝アート」は参

加料の80％を講師料に設定し、参加者の増減により収入が変動するシステムにしました。  

 

 

 

 

 

「ＱＲコード」を活用した予約システムの仕組み  
「子育て応援イベント」のポスター  

ラジオ出演によるＰＲ  平成 30 年 8 月 3 日付け  

胆江日日新聞  

■ パブリシティを活用したＰＲ活動 

■ イベントの運転資金に関するシミュレーション 
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自己負担分については、私たちが運営する「Cafe」と「縁日」の利益を充てますが、来場者が少

なければ、この部門での利益獲得は難しいため、イベントの継続開催は不可能という結論に達しま

す。また、食品を取り扱う場合には、保健所の営業許可が必要となるため、申請手数料の 8,000円

が固定費となることも踏まえながら、利益の獲得を目指します。  

 

 

 

平成３０年８月５日（日）に、仮説に設定した「ビジネスの視点による子育て支援の充実」が可

能であるかを検証するために、「子育てイベント」を水沢地区センターで開催しました。  

広報期間が短く、地域に浸透していないイベントのため、どれくらいの方が来場するか不安でし

たが、イベントの開始時刻になると予想をはるかに超える数の来場者で会場がいっぱいになりまし

た。企画したイベントの詳細と来場者のアンケートによる評価は以下のとおりです。  

 

 

「お菓子作り教室」は短時間で参加でき、出来上がったスコーンを持ち帰れるため、すべての時

間帯で欠員がでることなく人気のイベントとなりました。親子で調理を楽しめる機会の提供と、丁

寧な指導によって、参加者からも高い評価をしていただきました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「リトミック教室」は、初めて参加する方が多く、親子で楽しめることから、参加者の満足度は

高いものになりました。しかし、子供の習い事について考える機会として捉える参加者が多かった

のか、４～６歳の参加者が少なく、欠員が出たことは今後の課題になりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

「お菓子作り教室」の様子  

「リトミック教室」の様子  
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「お昼寝アート」は、興味を持つ方が多く、低価格の料金設定のため、事前予約も多くありまし

た。赤ちゃんを対象にした１０分程度で参加できる気軽さから、当日も１０件を超える申し込みが

ありました。参加者からは「よい思い出になった」との高い評価をしていただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子供服シェアリングサービスは、会場に陳列しきれないほどの子供服でいっぱいになり、この企

画を目的に来場する方が多いこともあり、会場はたくさんの親子で賑わいました。プレイベントの

反省をもとに、サイズ別に陳列しましたが、１枚ずつ手に取り、親だけでなく子供たちが欲しい服

を選ぶ姿から、家族で楽しめるイベントであることも実感しました。また、子供服を選ぶ母親同士

でのコミュニケーションが生まれるなど、予想した以上の成果をあげることができました。  

アンケート結果からもこの企画に対する満足  

度は高く、子育て世代が抱える問題に対して、  

新たな価値を見出すことができました。お金が  

かかる子育て家庭の経済的負担を軽減するため  

に、私たちが無償で提供する子育て支援策では  

ありますが、子供服を受け取った後、多くの方  

が縁日やカフェを利用してくださり、返報性の  

原理による利益獲得につながる仕組みも確立で  

きました。  

 

 

 子育てママのストレス解消と託児スペースを利用してリラックスしていただく「Cafe」スペース

は、「Cafe Unma」の協力により運営しました。あらかじめ材料を買い取り、販売で得た利益は私

たちの運転資金とします。８つのメニューを200円の均一価格で販  

売しましたが、来場者が多かったことや託児スペースを利用するお  

客様が多かったことで、予想以上の利益を上げることができました。  

また、託児スペースに保育士を配置したことで、安心して子供を預  

けられる環境だったことも、売上増加につながりました。  
「Cafe」のバックヤードの様子  

「お昼寝アート」の様子  
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 私たちが運営する「縁日」は子供をターゲットに設定し、ボラン 

ティアとして参加してくれた本校生徒が中心となって低価格による  

販売を行いました。食べ物だけでなく「ヨーヨー釣り」などの企画  

も取り入れたことで、家族で楽しむ方が多く、会場の賑わいにもつ  

ながりました。予想以上に好評だったこともあり、３万円を超える  

利益によって、ビジネスとしての確立につながる企画となりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託児スペースを設置するにあたり、想定できない子供たちの  

行動に対応できる保育士の存在が必要となります。保育士の派  

遣について市内の保育施設に相談したところ、母親の目の届く  

場所に託児スペースを設置することで、高校生でも子供たちの  

面倒は見られるとアドバイスされました。  

しかし、プレイベントでは私たちだけで対応できなかった反  

省や怪我や事故等を防止する意味からも、子育て支援センター  

から保育士の方を紹介していただき、ビジネスとしての確立を  

目指すため、3,000円の謝礼を支払うことで引き受けていただ  

きました。  

多くの来場者で賑わう縁日  

「託児スペース」の様子  
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 私たちが企画する子育て支援策を、ターゲットである子育て世代が受け入れてくれるのか不安も

ありましたが、予想以上に多くの方に来場していただき、自治体が行う手当てや設備の充実とは異

なる「子育て支援」の必要性を実感しました。  

また、ソーシャルビジネスとしての継続した支援を目標とするなかで、リラックスできる時間を

提供する「Cafe」と、子供が楽しめる「縁日」が、イベントと連動した企画となったことから、継

続して開催が見込めるだけの利益も得ることができました。利益を得るために設定した企画が、イ

ベントの価値を高め、目的とする「子育て支  

援」につながる成果を上げられたことは、運  

転資金の確保よりも大きな価値がありました。  

イベントの様子は記事として複数の新聞に  

取り上げられ、地元新聞の「胆江日日新聞」  

では１面で記事が掲載されました。予想以上  

の反響の大きさに、地域に対する新たな価値  

を私たち自身が創り上げた喜びを感じること  

ができました。  

 

 

 子育て応援イベントは４００人を超える来場者から判断しても  

成功に終わることができましたが、私たちが目指すのは子育て支  

援の充実だけでなく、継続可能なビジネスとしての確立です。各  

部門の収支計算を行い、今回のイベントで44,922円の利益を上げ  

ることができました。これは、子育て応援イベントが子育て支援  

策として受け入れられたことで得られた成果でした。縁日で前払  

いした費用は３万円程度だったことを考えると、次回の開催に向  

けた運転資金の確保は達成できました。また、収支を意識した運  

営を行うなかで、子育て支援とは違ったビジネスの視点で、イベ  

ントに取り組めたことで、私たち自身も成長できたと実感してい  

ます。今後は、イベントが地域に浸透するにつれ、来場者数も増えることが予想されます。資金面

で自立しながら、利益を還元できるイベント作りを目指していきたいと思います。  

 

 

 来場者のアンケートから、子育て支援としてのイベ  

ント開催は効果的であり、子育て世代に受け入れられ  

たと判断することができます。また、地域の課題に対  

して行動し、多くの方に喜んでいただける結果を残せたことは、調  

査・研究の成果でもあり、私たちの自信にもつながりました。しか  

しこの結果は、イベントに興味を持って来場した方の回答であり、  

イベントを知りながらも来場しなかった方の存在も忘れてはいけま  

せん。今後は、子育て支援として、さらに魅力あるイベントを開催  

できるよう活動を進めていきたいと思います。  

平成 30 年 8 月 6 日付 胆江日日新聞  

■ イベントの収支決算 

■ 来場者アンケート 

依頼日：平成 30 年 8 月 5 日（日） 

方 法：質問紙法 

対 象：子育て応援イベント来場者 45 名 
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アンケートを記入する来場者  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスを意識して運営を行った「子育て応援イベント」とテストマーケティングとして出店し

た「盛岡さんさ前夜祭」で上げた利益の合計額61,516円の一部を「子育て支援」として活用するた

めに、調査・研究に協力していただいた９つの保育施設に対して絵本を寄贈しました。資金面での

不安を抱えて開催したイベントが成功に終わることで実現できた支援でしたが、保育施設のご好意

で直接子供たちに絵本を手渡すことができ、私たちの活動が地域貢献につながっていることを、あ

らためて実感しました。  

 

 

 

継続的可能な支援を目指し、次回開催するイベントは地域連  

携を図りながら新たな価値の創出を目指します。前回との差別  

化を図るために、ＪＡふるさと岩手の体験型イベントに着目し、  

家族で楽しめるイベントを企画したいと考えました。また、地  

域連携を図りながら子育てイベントを地域に浸透させる必要が  

あるため、ＪＡふるさと岩手が例年開催している「さつまいも  

収穫体験」を私たちが運営し、地域の協力を得ながら子育てイ  

ベントを浸透させたいと思います。  

この企画について、ＪＡふるさと岩手から了承を得ることが  

でき、平成３０年１１月４日（日）に、奥州市にある産直施設  

「産直来夢くん」で開催します。「さつまいもの収穫」や「子 

供服シェアリングサービス」の実施など、低価格の料金設定で  

利益追求ではなく、損失を出さない運営を目指します。  

また、ＪＡふるさと岩手が主催するイベントは、「にこにこクラブ会員」であることが参加条件

ですが、今回は誰でも参加できるイベントとして開催します。このイベントの魅力を知ってもらう

ことで、ＪＡが企画するイベントへの参加者増加も目指したいと思います。  

24 



 

 

 

 

 研究を始めるにあたり研究仮説を設定しました。現段階では研究が進行中であるため、完全な検

証はできませんが、これまでの活動について成果も含めて検証してみました。  

 ビジネスの手法を用いた「子育て支援の充実」は、簡単に達成できる課題ではありませんが、子

育て世代に対するアンケート調査や子育て支援に携わる方へのインタビュー調査によって、支援の

方向性が明確化し「子育て応援イベント」の開催による新たな価値を生み出すことができました。  

その結果として、イベントの来場者数やアンケートによる高い評価、子供服シェアリングサービ

スの創造により、私たちが考える子育て支援策は地域に受け入れらたと実感しています。また、ビ

ジネスの視点を取り入れることでイベントが充実し、継続実施の可能性を見出せた成果から考えて

も、この仮説は正しかったと判断することができます。  

 また、ソーシャルビジネスとして課題解決を図ることで、運転資金に関する大きな壁に直面しま

したが、商業高校生としての強みを活かしたビジネス実践によって、問題解決を図ることができ、

私たちにしかできない地域貢献の形も見つけることができました。  

さらに、私たちが目指す質の高い調査・研究を実践するにあたり、設定した仮説に対して「イベ

ントを開催すれば子育て支援の充実は図られるだろう」という憶測による検証ではなく、子育てイ

ベント行ったうえでの明確な根拠に基づく検証が行えたことは大きな成果でもありました。 

 

 

 

 これまでの調査・研究を踏まえ、研究目標が達成されたか検証してみました。  

 

 

 

仮説  
 ビジネスの視点で子育て支援の充実を目指すことで、地域に新たな価値を生み

出せるのではないか。 

第５章 さらなる可能性に向かって 

新たな価値の創出による「子育て支援」の充実 
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 自治体とは異なる視点で、子育て支援の充実を目指して調査・研究を進めてきましたが、子育て

世代の現状やニーズの把握によって、コミュニティの形成につながるイベントの開催や、子供服の

シェアリングサービスなど「新たな価値」を見出すことができました。またイベントでは、 400人

を超える来場者や多くのストレスや悩みを抱える子育てママや子供たちの笑顔を見ることができ、

研究目標の達成につながる活動は順調に進んでいると実感しています。  

さらに目標の達成に向けて、調査・研究のために行う一過性の取り組みではなく、継続可能な支

援としていくためには、自治体との連携を図る必要があります。金銭的な支援ではなく、保育士や

栄養士など専門の知識を持つ方の協力を得られることで、さらに支援の可能性は広がります。高校

生にしか実現できないソーシャルビジネスの形かもしれませんが、地域連携を図りながら、地域に

必要とされる支援を続けていきたいと思います。  

 

 

 

 

 研究目標である「子育て支援の充実」を目指し、調査・研究を行ってきましたが、新たな展開を

考えるなかで、今後の展望を考えてみました。  

 

  

 地域の課題をビジネスの手法で解決するために、調査・研究を進めてきましたが、イベントを通

して講師料や会場の使用料、食品販売に関わる申請手数料など、多くの課題を解決することで運転

資金を確保する目途が立ちました。  

 イベントに来場した方からも次回の開催を望む声が多く、私たちに対する期待の大きさも感じま

すが、継続した開催を目指すなかで、魅力ある講座の開設や子供服の収集方法など新たな課題も出

てくることが予想されます。また、資金面においても講師料は参加者によって損失が発生する可能

性があり、まだまだ安定した経営を行える状況ではありません。  

 今後は、平成３０年１１月４日（日）に「ＪＡふるさと岩手」の協力を得ながら継続開催を目指

して運営するイベントをはじめ、子育てイベントを開催している個人・団体との連携やボランティ

アスタッフの増員なども視野に入れながら、地域貢献につながるソーシャルビジネスとしての確立

を目指したいと思います。  
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 子育て支援の充実には企業のサポートも不可欠です。調査・研  

究を行うなかで「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認  

定（くるみん認定）を受けた企業の存在を知り、その取り組みを  

地元企業に理解してもらうことで、奥州市を職場の理解を得なが  

ら子育てができる町になるきっかけを作りたいと考えています。  

すでに岩手県内の「くるみん認定」を受けている企業に対して 

アンケート調査を実施しており、その準備を進めていますが、地域全体で子育て支援を考える機会

になるよう、効果的な周知の方法についても考えたいと思います。  

 

 

「子育て支援の充実」を目指して、調査・研究を進めてきましたが、子育てに対する希望や不安

など、自分自身の将来について深く考える機会ともなりました。また、行政ができないサポートを

行う地域の事業者や個人による子育て支援は、利益追求型のビジネスとして確立することは難しい

ため、ボランティアの要素が強い現状も知りました。  

継続した支援を目指すうえでは、参加料以外の安定した収入の確保が必要ですが、その問題の解

決にビジネスの手法を取り入れることで、補助金に頼らない子育て支援の確立は可能になることも

立証できました。ソーシャルビジネスを意識しなければ、自治体からの金銭的な支援を受けること

で、イベントは比較的容易に開催できますが、調査・研究に伴う一過性の支援では地域の課題解決

にはつながりません。  

「子育て支援」を研究テーマに設定した際には、商業高校生が行うビジネスとの関係性を見出せ

ずにいましたが、課題解決には私たちが学ぶビジネスが不可欠であることにも気づきました。イベ

ントに対する反響も大きく、新聞記事をきっかけにＮＨＫ盛岡放送局から取材依頼があるなど、少

しずつ調査・研究の成果が現れ始めているように思います。たくさんの失敗や挫折も経験し、アン

ケートを実施した際にも「高校生に何ができるの」という厳しい声を目の当たりにしましたが、私

たちが踏み出した一歩で、ほんの少しだけ地域を変えることができたと実感しています。 

私たちが行う「子育て支援の充実」を目指した地域貢献はまだ始まったばかりで、課題もたくさ

んありますが、今回の取り組みが子育て世代に必要とされ、地域に受け入れられる日が来ることを

信じ、今後も新たな可能性に向かって挑戦を続けていきたいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

地元企業へのインタビュー調査  
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