このたよりは、「子どもの国づくり推進協定」を通じ脱少子化県民運動に参加
このたよりは、「子どもの国づくり推進協定」を通じ脱少子化県民運動に参加
されている皆様の取組等をご紹介するものです⅛‒
されている皆様の取組等をご紹介するものです⅛‒

平成25年度
平成25年度 第2回ベビーウェーブ・アクションより
第2回ベビーウェーブ・アクションより
◇平成25年度ベビーウェーブ・
◇平成25年度ベビーウェーブ・
アクション会長表彰
アクション会長表彰
少子化克服のモデルとなるような
少子化克服のモデルとなるような
取組を行っている企業・団体を表彰
取組を行っている企業・団体を表彰
しています。
しています。
平成25年度は、「若者の県内定
平成25年度は、「若者の県内定
着」、「出会いと結婚の促進」、「出産
着」、「出会いと結婚の促進」、「出産
と子育て環境の整備」に取り組んで
と子育て環境の整備」に取り組んで
いる21の企業・団体が受賞されまし
いる21の企業・団体が受賞されまし
た。
た。

《受賞企業・団体》
《受賞企業・団体》
䖣
䖣小坂製錬（株）
小坂製錬（株）
䖣
（社福）比内ふくし会
䖣（社福）比内ふくし会
䖣
䖣（株）テラタ
（株）テラタ
䖣
䖣二ツ井町商工会青年部
二ツ井町商工会青年部
䖣
（株）アマノ
䖣（株）アマノ
䖣
䖣特定医療法人敬徳会
特定医療法人敬徳会
䖣
（社福）ふたあら福祉会
䖣（社福）ふたあら福祉会

平成25年10月16日、ホテルメトロポリタン秋田で行われました
平成25年10月16日、ホテルメトロポリタン秋田で行われました

䖣
䖣日本興亜損害保険（株）ＣＲファクトリー
日本興亜損害保険（株）ＣＲファクトリー
䖣
エイデイケイ富士システム（株）
䖣エイデイケイ富士システム（株）
䖣
䖣秋田スバル自動車（株）
秋田スバル自動車（株）
䖣
䖣（有）太平プロジェクト
（有）太平プロジェクト
䖣
秋田中央森林組合
䖣秋田中央森林組合
䖣
䖣ホンダヤマシナ（株）
ホンダヤマシナ（株）
䖣
本荘由利森林組合
䖣本荘由利森林組合

◇「ベビーウェーブ・アクション」行動宣言
◇「ベビーウェーブ・アクション」行動宣言
県民会議としての今後の一体的な活動につ
県民会議としての今後の一体的な活動につ
いて、４つの部会で協議した内容などが各部
いて、４つの部会で協議した内容などが各部
会長から報告され、行動宣
会長から報告され、行動宣
言（案）は、会員の賛同を得
言（案）は、会員の賛同を得
て成案となりました。
て成案となりました。
AUP秋田大学報道局の畠山さんが宣言文を読み上げました
AUP秋田大学報道局の畠山さんが宣言文を読み上げました

ベビーウェーブ・アクションとは・・・
ベビーウェーブ・アクションとは・・・
行政、経済団体、マスコミや子育て支援団体などの５９団体
行政、経済団体、マスコミや子育て支援団体などの５９団体
で構成され、それぞれの立場から少子化克服のための活動に
で構成され、それぞれの立場から少子化克服のための活動に
取り組んでいます。
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。
また、「あきたの脱少子化県民運動」の通称でもあります。
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䖣
䖣特定医療法人荘和会
特定医療法人荘和会
䖣
（社福）石脇福祉会
䖣（社福）石脇福祉会
䖣
䖣（株）タカヤナギ
（株）タカヤナギ
䖣
䖣ナガハマコーヒー（株）
ナガハマコーヒー（株）
䖣
朝日綜合（株）
䖣朝日綜合（株）
䖣
䖣（株）高瀬電設
（株）高瀬電設
䖣
ゆざわハッピーサポート協議会
䖣ゆざわハッピーサポート協議会

行動宣言を実践しましょう！
行動宣言を実践しましょう！
「ベビーウェーブ・ア
「ベビーウェーブ・ア
クション」行動宣言の
クション」行動宣言の
パンフレットを作成しま
パンフレットを作成しま
た。
た。
冊子を配付している
冊子を配付している
ほか、ウェブサイトでも
ほか、ウェブサイトでも
覧いただけます。
覧いただけます。
行動宣言に加え、取組の具体例も掲載して
行動宣言に加え、取組の具体例も掲載して
いますので、少子化克服のために、皆さんもと
いますので、少子化克服のために、皆さんもと
もに行動宣言を実践していきましょう！
もに行動宣言を実践していきましょう！
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本会は、機関誌「中小企業あきた」やホームページにおいて、少子化
本会は、機関誌「中小企業あきた」やホームページにおいて、少子化
対策関連の情報提供を行っています。さらに、今年度は、秋田県の委
対策関連の情報提供を行っています。さらに、今年度は、秋田県の委
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託を受けて、業界特有の両立支援を学ぶため、業種別の講習会を4回
託を受けて、業界特有の両立支援を学ぶため、業種別の講習会を4回
開催し、企業経営者等91名が参加しました。
開催し、企業経営者等91名が参加しました。
講習会では、社会保険労務士と、企業経営者の2名を講師として、法
講習会では、社会保険労務士と、企業経営者の2名を講師として、法
令や施策の解説を行ったほか、企業における相談窓口の設定や時間外
令や施策の解説を行ったほか、企業における相談窓口の設定や時間外
労働を減らす取り組み、有給休暇を取得しやすい環境の整備等につい
労働を減らす取り組み、有給休暇を取得しやすい環境の整備等につい
て紹介がありました。
て紹介がありました。
今回、業種別に講習会を実施したことで、業界特有の事情を共有しながら、経営の参考になる情報も提供され、
今回、業種別に講習会を実施したことで、業界特有の事情を共有しながら、経営の参考になる情報も提供され、
活発な質疑応答が行われたことから、今後、本県において、両立支援の取り組みが進むことを期待しています。
活発な質疑応答が行われたことから、今後、本県において、両立支援の取り組みが進むことを期待しています。
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当協議会では、子育て支援事業「妊婦さんのしゃべり場『うみたの』」を開催しております。
当協議会では、子育て支援事業「妊婦さんのしゃべり場『うみたの』」を開催しております。
「うみたの」は漢字で書くと「産楽」。これから生まれるお子さんと楽しい暮らしを、と
「うみたの」は漢字で書くと「産楽」。これから生まれるお子さんと楽しい暮らしを、と
の願いのもと、長期的な子育て支援のファー
の願いのもと、長期的な子育て支援のファー
ストステップとして平成23年度より継続してい
ストステップとして平成23年度より継続してい
る事業です。
る事業です。
助産師の菅原光子さんを講師に迎え、今年
助産師の菅原光子さんを講師に迎え、今年
度は4回開催。妊婦さんやその家族を対象に、
度は4回開催。妊婦さんやその家族を対象に、
出産の不安を軽減、子育てを楽しむヒントを提供しています。
出産の不安を軽減、子育てを楽しむヒントを提供しています。
会は、お産や育児セミナー、時には二世帯同居の悩み相談等、先輩ママや子育て支援の専門家を交えて語り合った
会は、お産や育児セミナー、時には二世帯同居の悩み相談等、先輩ママや子育て支援の専門家を交えて語り合った
り、絵本の読み聞かせ、子供服のリサイクルコーナー設置等、毎回参加者から好評を得ています。
り、絵本の読み聞かせ、子供服のリサイクルコーナー設置等、毎回参加者から好評を得ています。
今後も、子育て環境整備推進のため、より多くの方に参加頂けるよう、事業を展開していきたいと考えております。
今後も、子育て環境整備推進のため、より多くの方に参加頂けるよう、事業を展開していきたいと考えております。

䢢䢢
昨年12月8日（日）に行われたＪＲ東日本秋田支社主催の婚活イベント「スーパーこまちコン」。新幹線車内での
昨年12月8日（日）に行われたＪＲ東日本秋田支社主催の婚活イベント「スーパーこまちコン」。新幹線車内での
婚活イベントは国内初の試みとあって、男女合わせて200人定員の商品はあっという間に完売しました。
婚活イベントは国内初の試みとあって、男女合わせて200人定員の商品はあっという間に完売しました。
このように、結婚を望む独身男女のために行われていた出会いイベントは、様々な形に姿を変え、婚活支援はも
このように、結婚を望む独身男女のために行われていた出会いイベントは、様々な形に姿を変え、婚活支援はも
とより、地域の活性化を目的としたものも多くなっています。
とより、地域の活性化を目的としたものも多くなっています。
少子化ジャーナリストの白河桃子氏は、地方におけるこれからの婚
少子化ジャーナリストの白河桃子氏は、地方におけるこれからの婚
活は、婚活当事者がイベントを運営し、その活動を通じてカップルが
活は、婚活当事者がイベントを運営し、その活動を通じてカップルが
生まれる「コミュニティ型婚活」が望ましいとしています。これまで「受け
生まれる「コミュニティ型婚活」が望ましいとしています。これまで「受け
手」であった婚活当事者が地域の「担い手」へと変化していくことも期
手」であった婚活当事者が地域の「担い手」へと変化していくことも期
待できるからだそうです。
待できるからだそうです。
あきた結婚支援センターでは、地域で知恵を絞った様々なイベント
あきた結婚支援センターでは、地域で知恵を絞った様々なイベント
情報を発信しています。ぜひ一度、「すこやかあきた出会い応援ウェ
情報を発信しています。ぜひ一度、「すこやかあきた出会い応援ウェ
ブサイト
ブサイト http://www.sukoyaka-akita.com/」をご覧ください。
http://www.sukoyaka-akita.com/」をご覧ください。
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カップル誕生への熱い
カップル誕生への熱い
願いを込め、美郷町の結婚サポー
願いを込め、美郷町の結婚サポー
ター7名で実行委員会を立ち上げま
ター7名で実行委員会を立ち上げま
した。
した。
ノウハウに乏しい中、若い男女の恋
ノウハウに乏しい中、若い男女の恋
愛観を美郷若者会議に学び、住民
愛観を美郷若者会議に学び、住民
活動センター「みさぽーと」の指導に
活動センター「みさぽーと」の指導に
より、県の少子化対策応援ファンドを
より、県の少子化対策応援ファンドを
活用させて頂く等、多方面からの協
活用させて頂く等、多方面からの協
力に支えられました。
力に支えられました。
イベント当日は、「なべっこづくり」と
イベント当日は、「なべっこづくり」と
いう共同作業を通じ、参加者同士ごく
いう共同作業を通じ、参加者同士ごく
自然にコミュニケーションが図られ、
自然にコミュニケーションが図られ、
会話も楽しく弾みました。
会話も楽しく弾みました。
アンケートでは、7割の方が「また参
アンケートでは、7割の方が「また参
加したい」と回答され、「デートの約束
加したい」と回答され、「デートの約束
をしました」との嬉しい便りも数件届き
をしました」との嬉しい便りも数件届き
大好評でした。
大好評でした。
今後もしっかりと地元に根ざした活
今後もしっかりと地元に根ざした活
動とすべく、継続を第一に取り組んで
動とすべく、継続を第一に取り組んで
いきたいと思います。
いきたいと思います。
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䢢
䢢
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「木に触る、木で遊ぶ、森とふれあ
「木に触る、木で遊ぶ、森とふれあ
うことは子どもの健やかな成長に大切
うことは子どもの健やかな成長に大切
なこと」という想いから、約4年前より
なこと」という想いから、約4年前より
主に木に親しむ活動をサークル内の
主に木に親しむ活動をサークル内の
親子で実践してきました。
親子で実践してきました。
父子で出かけている間は、忙しい子
父子で出かけている間は、忙しい子
育てママの独り時間の確保にもつな
育てママの独り時間の確保にもつな
がっており、ママたちからも好評です。
がっており、ママたちからも好評です。

当社は平成21年6月に財団法人
当社は平成21年6月に財団法人
21世紀職業財団から「職場風土改
21世紀職業財団から「職場風土改
革促進事業実施事業主」の指定を
革促進事業実施事業主」の指定を
受け、社員が仕事を続けながら家庭
受け、社員が仕事を続けながら家庭
生活との両立が出来るよう、雇用環
生活との両立が出来るよう、雇用環
境の整備に取り組んでおります。
境の整備に取り組んでおります。
社員の育児サポートを出来る限り
社員の育児サポートを出来る限り
心掛けており、育児休業は１年間取
心掛けており、育児休業は１年間取
得の場合もあります。
得の場合もあります。
男性社員の育児休業取得はまだ
男性社員の育児休業取得はまだ
ありませんが、子どもの学校行事の
ありませんが、子どもの学校行事の
参加や幼稚園のお迎えなどがしやす
参加や幼稚園のお迎えなどがしやす
いよう、他の社員で仕事をカバーしあ
いよう、他の社員で仕事をカバーしあ
い「育児をしながら働きやすい職場づ
い「育児をしながら働きやすい職場づ
くり」に努めております。
くり」に努めております。
今後も社員の声に耳を傾け、楽しく
今後も社員の声に耳を傾け、楽しく
毎日が過ごせる職場を目指してまい
毎日が過ごせる職場を目指してまい
ります。
ります。
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木や自然とふれあいながら、親子で
木や自然とふれあいながら、親子で
遊べる方法はいろいろあり、箸や椅
遊べる方法はいろいろあり、箸や椅
子・曲げわっぱづくり、椎茸の収穫、タ
子・曲げわっぱづくり、椎茸の収穫、タ
ケノコ採りに炭焼き、餅つき…などの
ケノコ採りに炭焼き、餅つき…などの
体験を通じて子どもたちはサークル内
体験を通じて子どもたちはサークル内
で交流を深めています。今後は、子
で交流を深めています。今後は、子
どもと自分の親以外の大人とのナナメ
どもと自分の親以外の大人とのナナメ
の関係づくりも意識しな
の関係づくりも意識しな
がら、僕らがお爺ちゃん
がら、僕らがお爺ちゃん
になるまで活動を楽し
になるまで活動を楽し
く企画し続けたいです。
く企画し続けたいです。
「あきた木木遊び隊ブログ」
「あきた木木遊び隊ブログ」
URL：http://akimoku.exblog.jp/
URL：http://akimoku.exblog.jp/
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社内行事「植樹祭」には
社内行事「植樹祭」には
社員の子どもも参加
社員の子どもも参加

～次世代育成サポートアドバイザーの活動を通じて～
～次世代育成サポートアドバイザーの活動を通じて～
出産前後や子育て期間中の社員が、仕事と家庭の両立が出来るように事業主が計画を立て行動する一般事業
出産前後や子育て期間中の社員が、仕事と家庭の両立が出来るように事業主が計画を立て行動する一般事業
主行動計画の策定支援に関わって２年が経過しようとしています。関わり始めた２年前は、まだ一般事業主行
主行動計画の策定支援に関わって２年が経過しようとしています。関わり始めた２年前は、まだ一般事業主行
動計画が世間に浸透しておらず、積極的に策定しようという事業所はごくわずかだったように思います。
動計画が世間に浸透しておらず、積極的に策定しようという事業所はごくわずかだったように思います。
それが今では少しずつ浸透してきて、事業主自ら両立支援の認定を受けようと意欲的になっている姿をみる
それが今では少しずつ浸透してきて、事業主自ら両立支援の認定を受けようと意欲的になっている姿をみる
ようになりました。
ようになりました。
何がこの変化へと導いたのか考えてみると、一般事業主行動計画が少しずつ知られてきた
何がこの変化へと導いたのか考えてみると、一般事業主行動計画が少しずつ知られてきた
のと同時に、未曾有の少子高齢化を迎える日本、特に秋田県の現状を解消するべく事業主と
のと同時に、未曾有の少子高齢化を迎える日本、特に秋田県の現状を解消するべく事業主と
して取り組めることはやっていこうという意思の表れではないかと思うのです。
して取り組めることはやっていこうという意思の表れではないかと思うのです。
これから取り組まれる事業所の皆さん、一緒に頑張りましょう。
これから取り組まれる事業所の皆さん、一緒に頑張りましょう。
（社会保険労務士 太田 瑞穂）
（社会保険労務士 太田 瑞穂）
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少子化対策応援ファンド助成事業について

秋田県の第１子を生んだ母の年齢別出生数

次の２つのコースについて４月から募集を開始しますので、
詳しくはお問い合わせください。
Ƃ܇ƲǋƷƮƘǓѣૅੲǳȸǹƃ

地域の少子化対策に資する様々な取組に助成します。
○対象者
少子化対策に資する取組を行う民間団体及び企業
○助成額
上限１０万円、３０万円、１００万円
○対象となる取組
・若者定着に向けた職場見学会等
・男女の出会いのためのイベント等
・子どもや子育て支援に関する取組等

◯平成24年は20歳台後半で生んだ方が37％、
30歳台前半で生んだ方が28％となり、全体的に
子どもを生む母の年齢が高くなっていることがわか
ります。
㻡㻘㻜㻜㻜
㻡㻘㻜㻜㻜

（平成26年2月末現在）
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知っていますか？
男性のからだのこと、女性のからだのこと
自分の心やからだの成長や変化について正しい知
識を身につけておくことは、健康で充実した人生をおく
るうえで大切なことです。
男性・女性のことをお互いによく知り、思いやりのあ
る行動をとれるようにしましょう。
心・からだの変化、妊娠や不
妊症、男女ともに妊娠や出産
に適した年齢があることなどに
ついてまとめた冊子が、厚生労
働省HPに掲載されています。
ぜひご覧ください。

 

3,477件
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子育てしながら働きやすい職場づくりのため、自社の
実情に応じた新たな取組に助成します。
○対象者
一般事業主行動計画を策定しようとする又は策定済
の県内に本社がある従業員数１００人以下の企業
○助成額
２０万円
○対象となる取組の例
「子の看護休暇」を有給休暇や時間単位・半日単位
での取得を可能とするなど、法を上回る休暇制度の
導入等

◆協定締結数

◯第１子を生んだ母の年齢は、昭和50年には20
歳台前半が最も多かったものの、50年代中に20
歳台後半にシフトしました。
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【お問い合わせ先】
健康推進課 TEL 018-860-1426

◇この「子どもの国づくりだより」に関するご意見、ご感想などを事務局までお寄せください。
◇皆様の取組などを事務局までお知らせください。
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