
応援メッセージ

■　少子化全般について

子どもが少ない事はほんとうにさびしい事です。どうか、どんどん子供がふえて秋田県の活性化につながる
ことを願ってます。とてもよい取組だと思います。

子育て中の若いお父さん、お母さんが住みやすい秋田になれればいいですネ。応援します。

子供達のための活動を期待しています。

秋田県が、子育てしやすい県Ｎｏ．１になるよう、がんばって下さい。

微力ですが、子育て世代の労働時間短縮。県外への人材流出防止・・・。できるとよいです。

少子化対策への取組これからも頑張ってください。若い世代が増え、より明るく活発な秋田県になることを
期待しています。

多くの若者に結婚、出産のしやすい環境づくり、若者の地域定着できる環境づくりに応援できればと心か
ら願っております。

子どもが安心して暮らせるような、地域職場が一体となって子どもを守ることの場所であればいいと思いま
す。

秋田県が働くママの味方でありますように

子育てしやすい環境になるように、がんばって下さい！！

子供が育てやすい環境をつくっていって下さい！！

秋田の人口は毎年減っているので、結婚しても安心して暮らしていけるような前向きな取組みを期待しま
す。

子供達が大人になっても秋田県人で良かったと思える町でいて欲しいです。よろしくお願いします。
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応援メッセージ

「美の国あきた」として少子化対策はもちろんですが、子供達がすこやかに育つような地域活動を期待して
います。頑張ろう！

私の娘は結婚して9年弱です。子供大好きで保育士もしてるのですが授かりません。子供を欲しくてもでき
ない人もいるのです。心大切に大切にしていきたいです。

雇用・子育て支援への取組み、期待しています。安心して子育て出来る環境づくりお願いします。

雇用拡大！ファイト！

子ども達がのびのびと、又、親達も楽しく子育てできる環境作りに期待しております。

県下の各市町村施設への参加を求め、県民ぐるみを推進しましょう

少子化対策はどんどん進めていって下さい。がんばって下さい！！

自然環境に恵まれた、この秋田の地で子どもを生み育て、しっかりと根差してゆきたいと思っています。

子どもが元気で秋田県が活性化できればいいですね。

少子化対策奮闘を祈ります。

少子化に歯止めがかかるといいですね。

少子化についてみんなが一丸となり取り組んでいく姿勢は、とてもいいことだと思います。

子供の声があるだけで、周りが明るくなり、優しい眼差が増えてきます。社会の宝を皆で育てていきましょ
う！
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子供は未来の宝です。孫の笑顔を見ると心が明るくなります。

子供は未来の宝　元気で仲良く活動してほしい

子供といろいろな場所へ出かけて、楽しい思い出を作りたいです。子供は世の中の「宝」ですから、少子化
対策を応援していきたいです。

少子化対策を応援します！

実家は超高齢化の地域です。２人姉妹で、それぞれ３人の子供がいます。まだまだ大変ですが、孫がたく
さんいたらいいなァ－と思っています。少子化対策に応援しています。

ふるさと秋田で子供を増やそう

子どもたちが秋田に生まれてよかったと思うような活気ある地にしてほしい

子どもが少なくなり、通学路がさみしくなりました。子供さんが通学路をにぎやかに歩いていたころがなつか
しいです。沢山子供達が歩くようになったらいいですね。

第一子を育てている最中です。お友達がたくさんできるよう、また楽しい毎日が過ごせるような、優しい県で
あってほしいと思っています。活動を応援しております。

みんなで考えよう未来の子ども、夢がもてるように！！

秋田県の子どもたちが健やかに育ってほしいです。

秋田市のファミリーサポート会員になって支援の側に回っています。皆で頑張りましょう

将来をになう子供たちです。親御さん共々、助けになりたいと思います
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子供の元気は親の元気！親の元気は子供の元気！

子どもがのびのび育つ秋田を応援します。

娘夫婦が秋田に戻り、孫も誕生。この子が健やかに成長するよう、大人の私達が子供達に目を向けていき
たいです。

秋田の少子化対策応援しています。

少子化対策応援致します。

若いおかあさんたちといっしょに、４０代後半、母たち、ガンバロー

赤ちゃんのお友達がたくさんできますように！

秋田の未来を支える子どもたち　がんばれ！

少子化対策しっかり、頑張って下さい。

子育て中のみなさん、がんばれー！いつか私も応援される側になりたいです～！！

子供の声を多く聞ける様応援します！！

少子化対策を応援します。

子供達が住み良い社会で明るい笑顔に応援。
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秋田県の子供たちは全国一優秀な子が多い県です。やはり大人の支えがあってですので県の応援も頼
みたいです。ありがとうございます。

６６歳の主婦です。どうぞ子供たちが安心して育てられる社会を！！

秋田を離れて知る郷土のすばらしさ！卒業したら、ぜひ秋田に戻り仕事を得て結婚し、少子化対策に一
役買いたいと思っています

子供が保育園児だった頃、園長先生が「子供は地域の宝」とおっしゃった言葉が私の子育ての励みになり
ました。少子化対策は県民の力で！

少子化対策応援しています！

秋田の未来を少子高齢化から救いましょう！

結婚して子どもを育てる喜びを楽しむことを若人に知ってもらいたい。

結婚し子供を育てる楽しみを知ってほしい。生活は苦しくても子供は育つ。

少子化対策に興味を持ちました。がんばって下さい。

ママ達　子育て頑張れ！楽しんで育児を！　悩みがあったら各機関に相談を。たくさんの広場が待ってい
るよ！

９才、７才、5才と子育て真っ最中です。よりよい秋田県となるよう、盛り上げて下さい。

少子化対策をがんばって下さい。

秋田の少子化問題を解決していきましょう!!
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秋田県のために、頑張ってください。私も頑張ります。

自分も２人の子供の母です。大変かと思いますが、がんばっていただきたいと思います。

少子化ＳＴＯＰ！！　がんばれ秋田！！

明るく楽しい秋田県になるようにがんばって下さい。

パパの参観日デビューのポスターとリーフレットにグッときました。周りの方にもデビューを勧めてみます！

「あきた子育てふれあいカード」は色々な場面で活用させて頂いています。子育て支援を充実させていく
事によって、安心して楽しい、住みやすい秋田となり、その中で育った子供達も秋田に住みたい！と思っ
てくれるのではないでしょうか……。（少子化対策につながるのでは。）

県民のひとりとして少しでも少子化対策の力になれればと思います。

多少でも役立てれば頑張って下さい

心より応援したいと思っています。お身体にお気をつけて。

少子化対策の応援に役立って欲しいです。

少子化対策に役立って欲しいと思います。

少子化克服のための様々な取組に敬意を表します。これからも頑張ってください。応援していますよ。

頑張って、続けて下さい。

6



応援メッセージ

１人でも多くの子供が産まれる秋田になるよう、住みやすくなって欲しい。とても良い取組だと思います。

微力ですが応援しています。結婚していない人（男女、特に女性）、たくさんいます。毎日仕事でせいいっ
ぱいです。子供がいても大変そうです（子供も大変です）。まず職場から改善を！！

このような取組は大変助かります。高校一年生を頭に３人の子供がおります。「子育て」というと乳幼児の育
児ばかりを指している記事が目につきますが、実際にお金がかかるのは就学後です。今後共よろしくお願
いいたします。

子供を大切にする県内になればいいと思うので、このとりくみがどんどん広がってほしいです。今、２人目
の授乳中ですが、授乳室のある施設が少なく困ります。子育てする人１人１人から声を聞いて、少しでも子
育てを楽しくしていける工夫もしてほしいと思います。

ゆとりある子育のため、サービスどんどん充実してほしいです。

両親の元で同居しながら子供を育てている家庭に支援をしたら、同居する人が増え、子供を多く生み育て
られるのではないでしょうか。

秋田生まれの若者が希望の職種がなく秋田を離れて行っています。それが少子化の大きな要因です。ど
うか若者が定着できる環境づくりを推進して下さい。

少子化対策と言っても 子供を産んでも保育所が不足していてあずけられないのでは、問題があるのでは
ないでしょうか。

秋田県に企業を、若い人に仕事を それが少子化対策につながる

若い人が働ける仕事を！！秋田に安心して戻ってこれるように！！

結婚したいのに相手を探せず困っている人は沢山います。もっと行政が積極的に働きかけるべきです。

若者が止まることができる環境づくりをしっかりとがんばってほしいです

雇用対策にもっともっと力を注いでほしいものです。
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雇用場所がいっぱいできると子どもも増えると思うので少子化対策の為働ける所を増えて欲しい！

若い母親がもっと安心して子どもを産める環境を。

両親が仕事をもつことは子供が病気の時にも預かってくれる保育所を作ってください。

秋田県の就職問題を増やし若々しい秋田県にしたい

少子化改善には、子どもを生んでもらうことしかないので、３人目以上の子どもに対する手当を厚くする（メ
リハリをつけて）施策を考えて欲しいです。

出会いと結婚支援を強化すること。願います。

（出会い・結婚支援）を更に強く対策すること。

県外に出ている方が戻ってきたくとも、安心して働ける職種がなく困っている。

若人の賃金を上げ、生活できるようにガンバッテもらいたい。

安心して産み育てれる環境を整えてあげて頂きたいです。

県行政へのお願いとして、若い人たちの生計が成り立つ秋田県の環境（職場）の確保等にご尽力下さい。

労働環境の整備（オランダを見習え）、男女の同一労働、同一賃金、パート正社員の保障、賃金格差の是
正。

今までどおり働きながら、子どもをバンバン産み、育てたい。それを可能にする環境を作ってください。
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子ども達が遊ぶ場所をもっと増やして住みやすくしてほしいです。

少子化対策は結婚支援から地道に着実に

産休・育休を取り入れている事業所を何らかの形で優遇してほしい

秋田で子育てができる環境を良くしてもらえれば嬉しいです。

子供（社会の宝）支援活動は大いに賛同致します

若者の出会いの場が多くあることと、小さい子どものいる母親も、安心して働けるよう応援しています。
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■　少子化対策応援ファンド協賛定期について

とても良い試みだと思います。いろんな試みで人が出かける機会を増やす事が必要だと思います。お年寄
り向けのものもあればいいと思ったのですが・・・。

県内の子供の為によりよく使ってほしい

とてもいいサポートで嬉しいです。預金期間を5年にしたので期間も5年だともっと嬉しいのですが…検討
おねがいします

この様なパスポートが戴けるなんて、とても嬉しく思います。孫と一緒に出かけようと思います。

あまり行かない美術館などにも行ってみようと思います。

前回は水族館へ行った時利用しました。ありがとうございました。

昨年に引き続き協力させていただきます。今回はたくさん施設を利用したいです。今後の活動、頑張って
ください。

子供が２人いるのでパスポートをフルに使って楽しみたいと思ってます。これからも続けて下さい！！

パスポート利用させていただきます。取組、今回はじめて知りました。

公共施設の一部有料化が決まったので、子育て中の私たちにとっては、少子化対策も応援して、私たち
の子育てにも役立つありがたい企画だと思います！！

これで二度目の申込です。前回よりも内容が充実していてありがたいです。来年も期待しています。

今回、契約を更新させて頂きました。子供をどの優待施設に連れて行こうかと、楽しみです。

このような取組があると知ってうれしいです。子供が３人います。割引があると、行ってみようという気になり
ます。
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優待施設がもっと追加されていくといいですね。がんばって下さい。

とてもよい取組だと思います。

少子化対策に少しでもお役に立てば、と思い申込みました。

金利の一部が社会の役に立っていると思うと嬉しいです。子どもが安心して育つ環境を願っています。

一つでも、二つでも協賛施設を回り、少子化対策応援に協力できればと思います。

とても意義のあることと思いますので継続的企画をお願いします。

これからもこのような取組を続けてほしいです。

少子化対策に応援できることはうれしい事です。

預貯金で協力できるなら、友達にもすすめたいと思います。

秋田県民として、このような取り組みを大変嬉しく思っております。年々、県民の減少の報道を寂しく感じて
おります。

”少子化対策応援ファンド”サポーターパスポートがあることを、初めて知りました。趣旨に賛同し、応援しま
す。

使えば使うほど実質利率が向上する、子育て家庭にもってこいのすばらしい制度。

とても良い事だと思います。親としては、とてもたすかります。
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この企画が、少子化対策につながることを心から祈っております。

当施策の成功を応援いたします。

当該金融機関を含めて関係機関から多くの寄附があることを祈っています！！

このようなパスポートがあり、とてもありがたく思います。

夏休みに孫３人と山にプールに出かけました。子供には未来があります。応援のキャンペーン助かります。

これからもぜひこの取組を続けて下さい。秋田の少子化対策を応援します。

お手伝い出来ていると考えるととてもうれしい事です。

いろんなサポーターの仕方があるもんですね。みえないところで、少しでも役立っていると思うとなんとな
く・・・いいきもちになれますね

今後も姿のある企画をお願いします。子供達の未来の為に。

とてもいいアイデアだと思います！！

なかなか子供の生まれない秋田県　少しでも子育てサポーターになれたらと老女も応援しました

子供達が喜ぶ施設が多くなりうれしいです。施設内での活動をたくさんやってほしい。（GAO、動物園、博
物館等）

一人でも多く応援ファンドできますように！！
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秋田県は少しずつ子育てがしやすい環境になってきていると感じています。今回のシステムも、とても良い
と思います。

少子化対策事業に少しでも役立てられます様応援致します。

何も貢献できないので、せめて”応援”させてください。もっと寄附したいのですが、こづかいが少ないの
で、ゴメンナサイ。

脱少子化のお手伝いを少しですが・・・・

とても役立つ対策だと思います。陰ながら応援しています。

少しでも役に立てれば幸いです。

出来るだけ、つづけたいです。

大変、良い取り組みだと思います。

一人一人の小さなタンス貯金分が少しでも誰かの役に立ち、自分達にもメリットがあるとは、最善の取組だ
と思う。

このような企画をまたお願いします。

少しでも役立てれば幸いです。

とても良い、しくみだと思います。協力できて、うれしいです。

今年で2年目利用させていただきます。とても有難い取組、ありがとうございます。今年はあちこち、行って
みたいです。
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秋田県の将来のために何か少しでも力になれればと思い、定期預金を預け入れしました。今後もこのよう
な取組を積極的に進めてほしいと思います。

大賛成です。

子育て真っ最中の自分としてはとても嬉しい取組みをしていただいてると思います。

県の少子化対策に少しでも応援出来れば幸いです。

県の少子化に少しでも貢献できればと思います。

少子化対策応援ファンドが、秋田の明るい未来につながるよう期待しています。

４歳と１歳の子どもがいます。こういったサポートをしていただくと、子どもも喜ぶし、嬉しい！秋田に住んで
いてよかった、と思います！

こういった取組がどんどん増える事、また、せっかく企画していただいたのになくなる事がないよう応援して
いきたいです。今年で３年目になります。タンス預金よりだんぜんお得です！

預ける側としても、少子化応援をし、尚かつパスポートでお得な感じがとても良いです！

みんなに嬉しい取組みですね。たくさんの人達に広まるといいですね。

昨年も良く利用しました。今年もよろしくおねがいします

子供との楽しい時間を増やす、きっかけづくりにと応援しています。

すばらしいことです。つづけて下さい。
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良いことだと思います。

子育てしやすいあらゆる協力や施設があればいいですね。

申込者の家族も使用出来たらと思います

少子化対策の主旨から、優待サービスは子どもは自動的に適用になるようにしてもらいたい。（原則本人の
みになっている）

申込本人だけでなく、家族も使用できるサブカードのようなものがあると嬉しいです。

先日、銀行へ申込みに行った所、知らなかった行員の方もおり、さっそく申込み用紙を取り寄せていただき
ました。宣伝が足りないのでは．．．。

このような取組は定期預け入れで知ったので、もっと事前に知ることが出来るよう発信して頂きたい。

パスポートの使える施設が増えるとうれしいです。頑張ってください！！

思ったというよりほとんど使わず前回、期限終了してしまいました。今回は使ってみたいと思います。

子供が楽しめるサービスありがとうございます！！映画の優待とかもあると嬉しいです！！

いろいろな施設を利用することで、少子化対策になることを期待しております。

色々な施設が割引利用出来るので、たのしみです。

色々な場所を割引利用が出来るので、利用回数が増えそう。
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サポーターパスポートを使って、公共施設を沢山利用したいです。

パスポートでザ・ブーンへ遊びに出掛けたいと思っています。

利用施設をもっと増やして下さい。

もっと色々な公共施設等の優待があれば良いと思います。

もっと優待施設が増えたらうれしいです。

割り引き等があれば、出かけて見ようという気分になり、秋田の消費行動もいくらか活発になると思います。

サービスを受けられる施設を増やし、サービス内容も１回限りでなく１年間は何度でも利用可能だとよいと
思います。

利用できる場所があまりにも少ないです。がんばって下さい。

自分の住まいの近くに優待施設がなくとても残念です…

優待施設が増えるとサポーターパスポートも効果的に利用できると思います。

スキー場での優待サービスを取り入れてほしい。

優待利用施設をもっともっと増やしていただけるとうれしいです。

利用出来る施設がもっと多いと助かります。
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応援メッセージ

「サポーターパスポート」孫と利用したいと思います。

このような企画は大いに利用したいと思います。今後も様々なアイディアを期待します。

パスポートの期間は１年間ではなく３年間に延長したらどうです。
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応援メッセージ

■　その他

がんばれ！

取組み頑張ってください

これからも、続けていって下さい。

元気な秋田県をめざして頑張りましょう！

がんばってください！！

応援しています。

とてもありがたいです。感謝しております。これからもよろしくお願いします。

頑張れ！秋田！！

スクラムくんでがんばろう！

これからもよろしくおねがいします。

がんばろー！！

♡頑張りましょう！！！ＪＡＰＡＮ∞「ほうれんそう」＆「バトンタッチ」が大事☆

ファイトー！

18



応援メッセージ

いい事だと思い、応援しています。

これからも応援しています。

協力します がんばって下さい。

とても良いことだと思います。

よりよい社会になるといいです。

未来の秋田づくりの為がんばってください

応援してます。がんばってください。

協力します！

秋田を元気にしていきましょう！！

秋田県！！がんばろうよ！！

頑張れ、秋田！

秋田の未来のために頑張れ～！！

楽しく、毎日を過ごせるような工夫をしよう。
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応援メッセージ

家でも孫３人います。子どもは未来の宝です。元気に育ってもらいたいと願っています。

長男も今年から土崎小４年生になりました。泣き虫でありましたが元気に登校する姿を見て良かったなと
思っています。

これからの秋田が明るく元気でありますように…。
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