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秋田で暮らすことや結婚、出産･子育てにプラ
スのイメージを持てるよう、これからの秋田
を支える世代へ伝えます。

ベビーウェーブ･アクション（行動県民会議）の活動
をPRし、県民運動の輪を広げます。

小・中・高校生に対するキャリア教育に積極的
に協力するとともに、地元の企業への理解が進
むよう企業の情報発信の充実強化を図ります。

合同新人研修や異業種交流会等の実施により県内企業へ
就職した若者の定着を進めます。

●家族の絆に関する冊子等を活用し、結婚や家庭等の
すばらしさを伝える

●社員の結婚生活や子育てについてのインタビューを
社内報に掲載し、若い社員にその楽しさを伝える

●自社のウェブサイトに秋田県少子化対策総合ウェブサイトの
バナーを貼り付けるなど、ベビーウェーブの活動をPRする

●「少子化対策応援ファンド協賛定期預金」などのチラシを各
種会議資料や会報紙等に折り込むなど、少子化克服の取組を
様々な場面でPRする

●「子どもの国づくり推進協定」を締結し、脱少子化の取組を
PRする

●職場見学会やインターンシップ等を積極的に受
け入れする

●企業情報の配信を強化することにより、若者の
積極的な採用を促進する

●業界で新人研修等を開催することにより、実務能力の向上
や仲間づくりを進める

●若手のキャリア形成のための能力開発を後押しする
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例
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例
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　私たちの秋田県では、きわめて速いペースで少子化が進
んでおり、このままでは、産業や暮らしへの深刻な影響が
心配されます。今こそ、みんなでこうした認識を共有し、
産業経済活動の活性化はもとより、個人の意思や選択を尊
重しつつ、若者が定着し、結婚して、子どもを産み、育て
やすい環境をつくり上げることが必要です。 
　私たちは、未来への活力を生み出す「子どもの国秋田」
をつくるため、ふるさと秋田の良さを伝え、人のつながり
を大切にしながら、一丸となって粘り強く行動していくこ
とをここに宣言します。 

脱少子化ウェーブを巻き起こす行動県民会議

　ベビーウェーブ・アクションの会員の皆様方が、この行
動宣言を機に、これまで以上に、実践的な取組の普及拡大
を図り、県民の皆様に理解を深めていただくことが、ウェー
ブを巻き起こす力となり、脱少子化に結びつくものと確信
しています。『子どもの笑顔 あふれる秋田』を目指して、
共に頑張っていきましょう。

『子どもの笑顔 あふれる秋田』を目指して

脱少子化ウェーブを巻き起こす行動県民会議
会長　　 佐 竹　敬 久
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安心してゆとりを持った子育てができるよう、
地域や家庭の子育て力を向上させます。

子育て中の親の交流を図るなど、子育て家庭に
優しい社会をつくる気運を高めます。

●子育て中の親に、息抜きや情報交換ができる交流の場
を提供する

●社員同士、「お互い様」の気持ちを持って、子育て中
の社員を温かく見守る

●朝の通学時間帯や下校時などに、子どもたちへのあい
さつ・声がけをする

●地域子育て支援センターなどの様々な子育てサポート
体制をPRする

子ども見守り隊や子育てサポーターなど、
地域における支援を拡大します。

子育て支援情報の様々なチャンネルによる発信を行います。
●子育て支援やイベント情報などを広報紙等でPRする
●ウェブサイトやSNSを活用するなど、子育て中の若い母親に
情報が届くよう工夫する
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制度の周知や意識改革など各企業の実情に応じた
仕事と育児・家庭の両立支援に取り組みます。

●社内研修等により、管理職をはじめ従業員の両立支援への理
解を促進する

●自社の両立支援制度について社内報等で周知するとともに、
利用した社員の声を紹介することで、社内への浸透を図る

●男性も育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりを進める

あきた結婚支援センターをPRするとともに、
センターと連携し、結婚を希望している人を 
応援します。

安心して結婚できるような環境づくりと多様な
出会いの場づくりを進めます。

●センターのポスターやチラシを社内に配置する
など、センターの取組をPRする

●会員団体登録し、異業種交流会などへの社員の
参加を後押しする

●出会いの機会を創出するため、社員の仕事と生活の調和に取
り組む

●他企業との交流会やレクリエーションを実施するなど、出会
いの場づくりを推進する
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http://common.pref.akita.lg.jp/babywave/

検 索ベビーウェーブ

少子化対策総合ウェブサイト
「ベビーウェーブ・アクション」
秋田県少子化対策総合ウェブサイト「ベビーウェーブ・アクション」では、
脱少子化に向けた企業・団体等の取組を紹介しています。みなさんの取
組のヒントになるような情報が満載です。

みなさんの取組の情報をお寄せください！
職員が取材に訪問し、皆様の取組をウェブサイトから発信していきます！

Q. どうして行動宣言をつくっ
たのですか？

ベビーウェーブ・アクションの取組を
ステップアップするため、これからの
一体的な活動について県民会議とし
て宣言することで、今後の実践的取
組を普及拡大させることを目的とし
ています。
策定にあたっては、「県民運動」「若
者定着・両立支援」「出会い・結婚支
援」「子育て・教育」の４つの部会に
分かれて、一体的な取組について協
議してきました。そして、平成25年10
月16日に開催された、第２回ベビー
ウェーブ・アクションにて宣言されま
した。

Q. 行動宣言を実践するために、
私たちは何をしたらいいですか？

宣言を読んで、「○○したらいいん
じゃないか」、「○○してみよう」と
思ったことがあったら、どんなことで
も取り組んでみてください。
なかなか思いつかない場合は、まず
は、項目ごとに示した具体的な取組
例から取り組んでみてください。
少子化対策総合ウェブサイトの情報
も参考になるはずです。

Q. 「ベビーウェーブ・アクショ
ン」とはなんですか？

「脱少子化ウェーブを巻き起こす行
動県民会議」の通称で、行政、経済
団体、マスコミ、子育て支援団体な
ど、59団体で構成され、会員自らが
それぞれの立場で少子化克服のため
の活動に取り組んでいます。
また、「あきたの脱少子化県民運動」
の通称でもあります。

Q. 行動宣言を実践しているこ
とをアピールするためにはどうし
たらいいですか？

ぜひ「子どもの国づくり推進協定」
を結んでください！これは、あきた
の脱少子化のため、意識し、行動・
実践する企業・団体等の取組を協定
書で「見える化」し、社会全体で少
子化対策に取り組む気運を高めよ
うとするものです。
「子どもの国づくり推進協定」につ
いての詳しい案内は少子化対策総
合ウェブサイトにも掲載されてい
ますので、ぜひご覧ください。
すでに、「子どもの国づくり推進協
定」を締結している企業・団体等の
皆様も、自社のウェブサイトなどを
通して、協定を結んでいることをさ
らにアピールしてください。
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