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は じ め に 

 

 30 年前の日本では、男女とも 30 代前半までに多くの方が結婚しており、生涯未婚率

は、当時、男性 2.6％、女性 4.5％でした。しかし、急速な晩婚化・未婚化に伴い、今

日では、男性 20.1％、女性 10.6％に達しています。こうした晩婚化・未婚化の進行は、

少子化の、そして人口減少社会の大きな要因となっています。 
 

 未婚者を対象にした調査によれば、９割の方が、いずれ結婚したいと考えています。

結婚はいうまでもなく、一人ひとりの人生の選択によるものですが、こうした願いが叶

うようにするためには、本人の努力だけでなく、男女の出会いから結婚に至るプロセス

を社会全体で支援することが必要になってきていると考えます。 

 また、こうした支援が、結婚から出産へとつながり、少子化の流れを変えていく効果

も期待されます。 
 

 「婚活」という言葉は、平成 20 年 3 月の『「婚活」時代』（山田昌弘、白河桃子共著）

の出版と同時に、「就職活動をするように、結婚するための活動をすること」として広

がり、一つの社会現象にまでなっています。行政でも、この「婚活」という言葉をキー

ワードにした施策として、男女の出会いを創る事業、独自のマッチングシステムの運用

など、様々な形で展開されています。これらの取組みを調査・研究し、情報発信するこ

とにより、結婚を応援する社会的気運を全国に広げていきたいとの思いから、ふるさと

知事ネットワーク共同研究プロジェクト「婚活応援」プロジェクトチームを立ち上げま

した。 
 

 プロジェクトチームでは、プロジェクト参加県の取組みを中心に、「婚活」支援の事

例について、その特徴や効果、課題などを検証し、行政が「婚活」支援に取り組む意義

と施策の方向性について研究を行い、今回、報告書として取りまとめました。もちろん、

若者人口、雇用環境等それぞれ地域の実情は異なりますので、すべての地域に対応する

ものではありませんが、ここで取り上げた事例を参考にして、全国の自治体等において

「婚活」支援が展開され、社会全体で「婚活」を応援する気運が盛り上がることを期待

するものです。 
 

 人口の減少は、労働力の減少をはじめ社会経済の持続的発展に大きな影響を及ぼすこ

とが懸念されます。国においても、未婚化・晩婚化対策に対し、主体となって積極的に

取り組んでいただくよう要望します。 

     

平成２４年８月 

                  ふるさと知事ネットワーク 

                     「婚活応援」プロジェクトチーム 
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Ⅰ．「婚活」支援の背景                         

 
１．晩婚化、未婚化の進行 

晩婚化の進行に伴い、晩産化の傾向も顕著になってきています。さらに、未婚化の急速な進行

により、20 年後には、男女とも４人に 1人が結婚しない社会になりかねない状況となっています。 

 

（1）晩婚化の現状 

日本人の平均初婚年齢は、平成 23 年、夫が 30.7 歳、妻が 29.0 歳と上昇傾向が続き、結婚年齢

が高くなる晩婚化のペースも加速しています。昭和 55 年の平均初婚年齢は、夫が 27.8 歳、妻が

25.2 歳ですので、約 30 年間に、夫は 2.9 歳、妻は 3.8 歳上昇したことになります。 

 

   表Ⅰ-1-1 平均初婚年齢の年次推移 

    全 国                                                     （単位：歳） 

 区分 昭和 55 年 60 年 平成 2 年 7 年 12 年 17 年 22 年  23 年※

 夫 27.8 28.2 28.4 28.5 28.8 29.8 30.5 30.7 

 妻 25.2 25.5 25.9 26.3 27.0 28.0 28.8 29.0 

                      資料：厚生労働省「人口動態統計」 (※平成 23 年は概数) 

     本プロジェクト参加県の平均初婚年齢 〈平成 23 年※〉    （単位：歳） 

 区分 山形県 福井県 長野県 奈良県 高知県 

 夫 30.1 30.3 31.1 30.7 30.5 

 妻 28.3 28.5 29.2 29.0 29.1 

                  資料：厚生労働省「人口動態統計」（概数） 
 

 

（2）未婚化の現状 

25～39 歳の未婚率は、男女ともに上昇を続けています。35～39 歳の男性では、約 30 年前の昭

和 55 年当時、9 割以上が結婚していましたが、平成 22 年の未婚率は 34.8％となっています。同

様に 30～34 歳の女性も、9割以上結婚していたものが、33.9％にまで低下しています。 

 
 
  図Ⅰ-1-1 年代別未婚率の年次推移 
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平成 22 年の生涯未婚率（45～49 歳と 50～54 歳の未婚率の平均値）も、約 30 年前の昭和 55 年

と比較すると、男性は 2.60％から 20.14％、女性は 4.45％から 10.61％へ大幅に上昇しています。 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」によると、今の 20 歳

代男性の約 20 年後における生涯未婚率は 30％、女性は 23％程度になると予測されており、この

ままでは４人に 1人が結婚しない社会になりかねません。 

 
  表Ⅰ-1-2 生涯未婚率の年次推移 

    全 国                                                 （単位：％） 

区分 昭和 55 年 60 年 平成 2 年 7 年 12 年 17 年 22 年 

男性 2.60 3.89 5.57 8.99 12.57 15.96 20.14 

女性 4.45 4.32 4.33 5.10 5.82 7.25 10.61 

                                   資料：総務省「国勢調査」 

 

  図Ⅰ-1-2 本プロジェクト参加県の婚姻率の年次推移 
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                     資料：厚生労働省「人口動態統計」 (※平成23年は概数) 

 

２．晩婚化、未婚化の要因 
若者の多くは「いずれは結婚したい」と思っているものの、未婚者の半数（男性の６割）が、

異性の交際相手がいないとの調査結果が出ています。 

また、厚生労働省社会保障審議会「人口構造の変化に関する特別部会」資料によると、結婚に

影響を及ぼす要素は、経済的基盤、雇用・キャリアの将来の見通しと安定性であるとされていま

す。 

 

（1）結婚意欲 

いずれは結婚しようと考える未婚者の割合は、近年わずかずつ減る傾向にありましたが、第 12

回調査（平成 14 年）以降は下げ止まり傾向が見られ、この 25 年間を通じて、男女とも概ね９割

程度の水準で推移しています。「一生結婚するつもりはない」とする未婚者は、男性で９％程度、

女性で７％程度となっており、将来的な結婚意欲はあると考えられます。 
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 表Ⅰ-2-1 未婚者の生涯の結婚意思 

    全国（18～34歳）                                             （単位：％） 
男  性 女  性 

区  分 
昭和 62 年 平成 9 年 17 年 22 年 昭和 62 年 平成 9 年 17 年 22 年 

91.8 85.9 87.0 86.3 92.9 89.1 90.0 89.4いずれ結婚するつもり 

4.5 6.3 7.1 9.4 4.6 4.9 5.6 6.8一生結婚するつもりはない 

3.7 7.8 5.9 4.3 2.5 6.0 4.3 3.8不 詳 

              資料：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」（平成22年） 
     

一方、一年以内の結婚については、「まだ結婚するつもりはない」と回答した未婚者は、平成 17

年調査までは増加傾向にあり、当面の結婚を先延ばしする意識が広まっていましたが、22 年調査

では微減に転じており、結婚を先延ばしする意識は薄らいできています。 

 

  表Ⅰ-2-2 年齢別にみた「まだ結婚するつもりはない」と回答した未婚者の割合 

   全国（18～34歳）                                           （単位：％） 
男  性 女  性 

区  分 
昭和 62 年 平成 9 年 17 年 22 年 昭和 62 年 平成 9 年 17 年 22 年 

75.8 70.9 74.8 73.5 59.4 59.6 66.5 63.618 ～ 24 歳 

31.5 42.7 46.3 44.4 16.6 26.9 28.9 27.225 ～ 29 歳 

14.5 21.5 28.9 28.6 13.2 18.4 19.4 13.930 ～ 34 歳 

              資料：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」（平成22年） 
 

「結婚できない」理由をみると、年齢層にかかわらず「適当な相手にめぐり合わない」や「結

婚資金が足りない」が多く選ばれており、特に「適当な相手にめぐり合わない」を選ぶ人は、25

歳未満よりも 25 歳以上で多くなっています。 

一方、「結婚しない」理由をみると、25 歳未満の若い年齢層では「まだ若すぎる」「必要性を感

じない」などの意見や「仕事（学業）」など結婚より優先するものがあること、さらには「自由や

気楽さを失いたくない」など、結婚をする積極的理由がないことを意味する項目が多く選ばれて

います。25 歳以上になると「必要性を感じない」「自由や気楽さを失いたくない」と答える人が多

く、特に「自由や気楽さを失いたくない」を選ぶ人は若い年齢層よりも多くなっています。 

 

  図Ⅰ-2-1 年齢階層別にみた独身にとどまっている理由 

    全 国                                             （単位：％、複数回答） 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」（平成22年） 
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また、平成22年に実施された内閣府の「結婚・家族形成に関する調査」によると、20～39歳の

男女の未婚者の86.0％が「いずれ結婚するつもり」と回答しています。 

結婚していない理由では、「適当な相手にめぐり会わない」が約６割と圧倒的に多く、次いで「結

婚後の生活資金不足」（32.1%）、「自由や気楽さを失いたくない」（29.5%）と続いています。男女

別にみると、理由の２～３位は男女による違いがみられ、男性では「結婚資金、結婚後の生活資

金不足」の経済的な理由を挙げているのに対し、女性では「自由や気楽さを失いたくない」と生

活スタイルを理由としていることが特徴となっています。 

   これは、「第 14 回出生動向調査」の結果と概ね同様の傾向と言えます。 

 

（2）未婚者の半数以上は交際相手がいない 

国立社会保障・人口問題研究所によると、恋人がいる割合が増える一方で、「交際している異

性はいない」と回答した未婚者の割合も増え、男性は61.4％、女性では49.5％となっています。

異性との交際の状況は依然として低調なままで推移していると同時に、二極化の傾向がうかがえ

ます。 

 

  表Ⅰ-2-3 未婚者の異性との交際状況 

    全国（18～34歳の未婚者）                                     （単位：％） 
男  性 女  性 

  区  分 
昭和 62 年 平成 9 年 17 年 22 年 昭和 62 年 平成 9 年 17 年 22 年 

婚約者がいる 2.9 2.9 2.9 1.8 4.6 3.8 4.8 3.1

恋人として交際している異性がいる 19.4 23.3 24.3 22.8 26.2 31.6 31.9 30.9

友人として交際している異性がいる 23.6 15.3 14.0 9.4 25.4 15.9 12.9 11.9

交際している異性はいない 48.6 49.8 52.2 61.4 39.5 41.9 44.7 49.5

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」（平成22年） 

 

 

また、前出の内閣府の「結婚・家族形成に関する調査」（平成 22 年）の結果では、「恋人として

交際している異性はいない」と答えた未婚者が 63.7％となっており、このうち約４割が「一度も

交際経験がない」と回答しています。交際経験がない人の割合は、「都市」よりも「地方」に多い

結果となっています。 

 

 

（3）若年者の非正規雇用の増加、若い世代の所得の伸び悩み 

男女ともに、雇用が不安定である非正規雇用が増加し、これに伴い、特に男性の収入が低くな

っています。例えば、第 14 回出生動向基本調査によると、30～34 歳の未婚男性の 11.2％、９人

に一人は無職であり、正社員率は約 55％に過ぎません。 

労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No35 若者就業支援の現状と課題」（平成 17 年）

によると、男性では、年収が高いほど結婚している割合（有配偶率）が高く、正規雇用に比べて

非正規雇用の場合に低くなる傾向があって、経済的基盤を確立できるような雇用環境は結婚する

ための重要な要素となっています。 

 

表Ⅰ-2-4 雇用形態別雇用者数のうち非正規職員・従業員の割合の推移 

 平成2年 平成12年 平成17年 

25～34歳 男 3.2％ 5.7％ 13.2％（ 88万人） 

25～34歳 女 28.2％ 32.0％ 37.4％（212万人） 

                              資料：厚生労働省「労働力調査」 
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表Ⅰ-2-5 きまって支給する現金給与額の推移  

 平成16年（全企業規模計） 平成20年（企業10人以上） 

  25～29歳 正社員 282千円 274千円 

         正社員以外 232千円 222千円 

  30～34歳 正社員 334千円 320千円 

         正社員以外 256千円 246千円 

                              資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

 

（4）女性の就労継続の難しさ 

労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No64仕事と生活の両立」（平成18年）によると、

女性は、非正規雇用職員であったり、育児休業を取得しにくい雰囲気がある職場の場合など、出

産後も継続して就労できる見通しがつけにくい場合に、未婚率が高くなる傾向にあります。 

 

 ＜第１子出産前後の女性の就業状況の変化＞ 

    出産前に仕事をしていた女性の約６割が出産を機に退職 

                        資料：厚生労働省「第1回21世紀出生児縦断調査（H14年)」 

 

 ＜妊娠・出産前後で仕事を辞める理由＞ 

    「両立が難しかった」又は「解雇・退職勧奨された」とする労働者が３５％いる 

    資料：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「両立支援に係る諸問題に関する総合的調査研究（H20年)」 

 

 

３．晩婚化、未婚化が社会全体に与える影響           
  

（1）晩産化の傾向が顕著 

平成 23 年に第１子を生んだ母親の平均年齢は 30.1 歳で、初めて 30 歳を超え、約 30 年前の昭

和 55 年と比較すると 3.7 歳遅くなっており、晩産化の傾向が顕著になっています。一方、女性の

平均初婚年齢は、この間、25.2 歳から 29.0 歳へと 3.8 歳上昇しており、晩婚化の進行に伴い晩産

化が進行しているものと言えます。 

 

  表Ⅰ-3-1 第１子出生時の母の平均年齢の年次推移 

    全国･女性                                                （単位：歳) 

 昭和 55 年 平成 2 年 7 年 12 年 17 年 22 年 23 年※ 

平均年齢 26.4 27.0 27.5 28.0 29.1 29.9 30.1 

                     資料：厚生労働省「人口動態統計」（※平成23年は概数）  
（2）晩産化を伴う晩婚化は少子化の原因のひとつ 

近年医療の進歩などにより、高齢出産も徐々に増えつつありますが、一般的には、高齢になる

と出産を控える傾向にあることから、晩産化を伴う晩婚化の進行は、少子化の原因の一つと考え

られます。 

 

  表Ⅰ-3-2 出生数・合計特殊出生率の年次推移 

     全 国 
区分 昭和 55 年 平成 2 年 7 年 12 年 17 年 22 年 23 年 

出生数(人） 1,576,889 1,221,585 1,187,064 1,190,547 1,062,530 1,071,304 1,050,698

合計特殊出生率 1.75 1.54 1.42 1.36 1.26 1.39 1.39 

                     資料：厚生労働省「人口動態統計」（※平成23年は概数） 
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 図 Ⅰ-3-1 晩婚化、未婚化と合計特殊出生率との関係 
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（3）日本では子どもは男女が結婚してから生まれる場合が大半 

子どもは男女が結婚してから生まれる場合が大半である日本においては、未婚率が上昇すれば、

出生数の減少につながります。 

なお、厚生労働省「出生に関する統計」によると、結婚期間が妊娠期間より短い出生（いわゆ

る「できちゃった結婚」。最近ではより肯定的に、子宝を授かるという意味で「授かり婚」や「お

めでた婚」とも言われています。）の割合は、平成 21 年で約 25％となっています。婚姻や嫡出・

非嫡出の考え方に違いがあるため、一概には諸外国と比較することはできませんが、日本におい

ては、このように妊娠を契機として結婚する場合が一定程度あることも、「子どもは結婚してから

生む」という意識が強いことの表れだと考えられます。 

 

表Ⅰ-3-3 出生に占める嫡出でない子の割合の国際比較 

日本 
（2009） 

フランス
（2008）

ドイツ 
（2008）

イタリア
（2008）

スウェーデン
（2008）

イギリス 
（2008） 

アメリカ
（2007）区 分 

割合(％) 2.1 52.6 32.1 17.7 54.7 45.4 39.7 

国名のカッコ内：年次                          資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」 

 

 

また、欧米においては、結婚のためにはその相手をよく知ることが基本であるため、相手と気

軽に同居してみるという行動様式が社会的に認められています。たとえば、スウェーデンの 8 割

近くの 20 歳から 24 歳の女性が「現在同棲している」と回答している調査結果がありますが、日

本ではこれまで同棲経験がある人も含め 8％程度にとどまっています。これは 18 歳で家の外に出

て自立することが半ば慣習化されている欧米諸国と異なり、日本では未婚者の大半は親と同居し

ていることが影響しているものと考えられます。 
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 表Ⅰ-3-3 年齢別にみた親と同居する未婚者の割合 

   全 国                                             （単位：％） 

男  性 女  性 
区  分 

昭和 62 年 平成 9 年 17 年 昭和 62 年 平成 9 年 17 年 

18～19 歳 75.2 66.0 70.1 80.1 70.5 65.1 

20～24 歳 68.5 66.7 72.0 77.6 73.8 76.5 

25～29 歳 69.9 64.3 69.0 78.9 79.4 81.8 

30～34 歳 71.4 63.9 69.9 70.0 72.1 79.3 

総数（18～34 歳） 70.4 65.5 70.3 78.0 74.5 76.4 

参考（35～39 歳） － 64.1 68.7 － 69.1 70.2 

              資料：国立社会保障・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査」（平成17年） 

 

（4）将来の社会経済に与える影響 

結婚は個人の意思が尊重されるものでありますが、結婚したいという住民の希望が叶わず、未

婚化や、これに伴う少子化が進んだ場合、将来の社会経済に大きな影響を及ぼすと考えられます。 

たとえば、出生数の減少による若年労働力の減少や、高齢者の引退の増加によって、労働力人

口は、高齢化しながら徐々に減少していくことが予想され、生産力の低下や購買力の減少となっ

て、経済成長に大きなマイナスの影響を及ぼすものと考えられます。こうした経済成長の停滞や、

急速な高齢化に加え、単身者世帯が増加することが家庭の介護力の低下や収入の不安定化につな

がり、年金や医療、介護、生活保護費の増大などの影響も懸念されます。 

また、防犯、消防等に関する自主的な住民活動をはじめ、特に過疎地においては集落という共

同体の維持さえ困難な状況になる恐れがあります。 
 

 



 

- 8 - 

Ⅱ．「婚活」支援の現状                         

 

１．最近の「婚活」事情 

 

（1）出会いの機会を得るには自助努力が必要な時代 

中央大学の山田昌弘教授と白河桃子さんの共著『「婚活」時代』（平成 20 年 3 月）において、結

婚を目標として活動することを、就職活動に見立てて結婚活動と呼び、それを縮めて「婚活」と

ネーミングして以来、「婚活」という言葉が様々な場面で使用され、一つの社会現象にまでなって

います。 

同著でも指摘されているように、男女の出会いの機会については、多い人と少ない人の格差が

生じており、職場環境などに恵まれて自然な出会いができる人もいれば、自助努力による婚活が

必要な環境にある人も多くなっています。 

 

 

  表 Ⅱ-1-1 出会いから結婚までのプロセス 

プロセス 

１９８０年頃まで 

  ◎さまざまな規制 

  ◎自動的・画一的 

１９８０年頃以降 

  ◎規制緩和による自由化 

  ◎個人の選択・多様化 

少ない →選びやすい 格差 →多い人と少ない人 
１ 出会い 

周りがセッティング 自助努力 

出会った人を好きになる 魅力のミスマッチ 
２ 相互選択 

とくに基準なし 好みの基準にうるさい 

恋愛＝結婚※１という規範 恋愛と結婚の分離※２ 

結婚後のライフスタイルが画一的 

 →交渉※３不要 

結婚後のライフスタイルが多様化 

  →交渉必要 
３ 結婚の決断 

経済的水準が予測可能 

 →交際平均２年で結婚 

経済的不安の増大 

 →つき合っても別れるケースが多くなる 

  なかなか結婚にいたらない 

     ※１：一緒にいるためには結婚しなければならない 

     ※２：恋人としてつきあっても結婚はしない 

     ※３：結婚後のライフスタイルのすり合わせ（夫婦の役割分担をどうするか） 

資料：『「婚活」時代』山田昌弘 白河桃子著 

 

  ・結婚の３つのプロセス（出会い、相互選択、結婚の決断）のどの段階においても、それ以前

にあった、自動的・画一的進展というものはほとんど期待できない 

  ・女性にとって、結婚がかつてのような生活必需品ではなく、自分の嗜好に合わない結婚なら

したくないというのが本音 

  ・日本の男性は、すっかり受け身の王子様。男性の「婚活」にまず必要なのは、傷つくことを

恐れない勇気を持つこと。（以上、同著） 
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（2）地域の仲人役が少なくなっている 

    従来から行われている仲人を介したお見合いについては、仲人役が減ってきたことや、恋愛結

婚を望む人が多くなったことなどが影響し、見合い結婚は減り続けています。また、そもそも紹

介できる未婚者が減り、個人で行う仲人の継続は難しい状況となっています。このため、男女の

出会いを求めて、自ら活動することが必要な状況になっています。 

 

  図 Ⅱ-1-1 結婚年次別にみた恋愛結婚・見合い結婚の割合の推移 

戦前に約７割を占めていた見合い結婚は一貫して減り続け、1960 年代末に恋愛結婚と比率が

逆転した後、90 年代半ば以降は１割を下回っています。  

 資料：第 12 回出生動向基本調査「結婚と出産に関する全国調査・夫婦調査（国立社会保障・人口問題研究所）」 

 

（3）多様で新しい出会いの形が求められている 

   個人的な合コンや業者による合コンパーティが活発ですが、出会いの場の提供が中心で、真剣

に結婚相手を求める人から友達づくりのため来る人まで参加目的がばらばらなために非効率で

あり、効果が薄いとの声もあります。 

   最近では、身だしなみ研修、デート（会話）練習、親同伴パーティなど、スキルアップや失敗

しない相手選びを重視した設定も行われています。 

 

  表 Ⅱ-1-2 働く女性 1200 人のリアル「婚活」白書 

  ・年代で婚活意識はこう違う   

20 代 合コンメインで活動中、相手をしっかり見極めて 

30 代前半 企業主催のものにも積極参加、新しい女性の人脈もでき充実 

30 代後半 「今年中に結婚したい」人多数、婚活ビジネス※も利用し積極的に相手探し 

                 ※お見合いパーティ、ネットマッチング、結婚情報サービス 

  ・新しい出会いの形  

料理合コン、婚活バー、ゴルフ合コン、写経で出会う、仮面合コン、ペット合コン、ランニン

グ合コン、婚活シートで野球観戦、フォークダンス合コン、足湯合コン、天体観測合コン 

資料：『日経ＷＯＭＡＮ』２００９．７月号 

 

（4）最近の婚活イベントに取り残される？ 

   このように最近の婚活イベントの主流は、自ら積極的に結婚活動を行う人を対象にしたもの

がほとんどです。このため、なかなか外に出ない人、交際範囲が狭い人、コミュニケーション能

力に自信のない人などが、ますます取り残されてしまう傾向がみられます。
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２．行政による「婚活」支援 

 

（1）行政による「婚活」支援の現状 

   地方自治体では、従来から、過疎対策、農村振興、商工業者の後継者対策などの一環として、

未婚者支援や結婚相談事業等を実施しており、結婚相談員の設置、商工会・ＪＡ・ＮＰＯが行う

出会いパーティー等への助成、さらには、市町村による直営の出会いパーティー等が行われてい

ます。 

   また、近年は、結婚を希望する未婚者が増えていることから、住民の希望が実現するようにと

いう目的のため支援する地方自治体が増えており、平成 22 年度には、都道府県では約７割の 31

団体が婚活支援を実施しています。 

 

 ◇都道府県における結婚支援事業の実施状況 

（内閣府「結婚・家族形成に関する調査報告書」平成 23 年 3 月） 

  ・結婚支援事業の実施状況をみると、「現在行っている」都道府県は 66.0％（31 団体）と、7割に

上る自治体が積極的な姿勢を示しています。 

  ・結婚支援事業の開始時期についてみると、「2000（平成 12）年以前」から開始していた都道府県

が 6.5％（2団体）、「2001（平成 13）年～2008（平成 20）年」に開始したのは 74.2％（23 団体）、

「2009（平成 21）年以降」に開始したのは 19.4％（6団体）となっています。 

  ・結婚支援事業の実施事業数をみると、「1 事業のみ」が 58.1％（18 団体）、「複数の事業（「2 事

業」から「4事業以上」の合計）が 41.9％（13 団体）となっています。事業カテゴリー別では、

「出会い事業」が 25 団体で最も多くなっています。 

  ・「結婚支援事業を行う理由・目的」をみると、「家庭、地域、職域が果たしてきた結婚（縁結び）

機能の低下」が 23 団体と最も多く、次いで「人口の減少による地域全般の活力の低下」が 19

団体となっています。 

 

 ◇市区町村における結婚支援事業の実施状況 

（内閣府「結婚・家族形成に関する調査報告書」平成 23 年 3 月） 

  ・結婚支援事業の実施状況をみると、「現在行っている」市区町村は 32.5％（552 団体）となって

います。 

  ・結婚支援事業の開始時期についてみると、「2000（平成 12）年以前」から開始していた市区町村

が 31.2％（172 団体）、「2001（平成 13）年～2008（平成 20）年」に開始したのは 31.7％（175

団体）、「2009（平成 21）年以降」に開始したのは 28.3％（156 団体）となっています。 

  ・結婚支援事業の実施事業数をみると、「1事業のみ」が 71.4％（394 団体）、「複数の事業」27.2％

（150 団体）となっています。事業カテゴリー別では、「出会い事業」が 408 団体で最も多く、

次いで「相談事業」が 144 団体となっています。 

  ・「結婚支援事業を行う理由・目的」をみると、「人口の減少による地域全般の活力の低下」が 350

団体と最も多く、次いで「家庭、地域、職域が果たしてきた結婚（縁結び）機能の低下」が 276

団体、「地域産業の担い手不足」が 226 団体と続いています。 

 

（2）婚活支援の事例 

 未婚化、晩婚化を解消するためのひとつの方法である出会いの機会の提供については、結婚

についての若者の意識を捉えつつ、ライフスタイルのみならず、多様な人生や生き方までも選

択肢として提案しながら、様々なかたちで婚活支援活動が行われています。 

   こうした取組みの中から、「婚活応援」プロジェクトの参加県の取組みを中心に紹介します。 
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① 都道府県における応援体制づくり 
 
紹介事例１ 福井県の取組み 
 ～平成６年度から結婚支援に着手、今では全国初となる公設のインターネット上の交流サイトを運営

しています～ 
 

結婚を望みながら出会う機会が少ないことなどにより、結婚に至らない未婚者に対し
て、ポータルサイトを構築して婚活に関する様々な情報を提供するとともに、同サイト
を活用し、企業の協力を得て、未婚者グループに対して出会いの機会を創出しています。

趣  旨 

  
サイトでは、以下の４つのコンテンツにより婚活に関する情報を提供しています。 
アドレス ： http://www.fukui-konkatsucafe.jp/ 
※H23 年度より、携帯電話・スマートフォン対応 
 
１ 企業間の独身者グループ同士の交流の場の提供 
（事前審査・登録制） 
 ①企業内の独身グループの代表者がサイトへの 

会員登録を行う。（無料） 
 企業内の独身グループ：企業に属する同性独身 
グループ。人数は３～５人 

 ②県は、申込みのあったグループについて審査し、 
企業に属する独身者であることを確認し、当該 
グループの代表者にＩＤ、パスワードを発行 
（申込者には本人確認を行うことについて事前 
承諾を得る） 

 ③独身グループの代表者は、性別、グループの特 
徴、会社名、交流したい日時、時間、場所、交 
流の方法を入力 

 ④登録したグループは、他のグループのエントリ 
ーを閲覧し、マッチングしたものを選択 

 ⑤サイト上の連絡掲示板（当該両グループのみが閲覧可）上で連絡をとり合い、交流
を行う。 

 ⑥交流後、各グループは交流会の状況（結果）を報告する。 
 ⑦そのほか、登録グループの検索機能を追加し、グループ同士の交流を促進 
 ⑧協賛飲食店の募集・紹介：交流会の会場となる飲食店におけるドリンク等のサービス

の提供に協力をもらい、内容を参加者にメール等で紹介する。 
２ 地域の縁結びさん紹介 
 地域、企業、団体等で、縁結びを行う人（地域の縁結びさん）を紹介 

３ 福井県結婚相談所紹介 
  結婚相談所への登録方法、相談所の場所、連絡先、相談日などの紹介 

４ 県内で実施される交流イベント紹介 
   県内で実施される交流イベントの紹介、民間団体のイベント掲載団体の募集 
５ 縁結び・パワースポットの紹介 
   県内の縁結びスポットやパワースポットの場所、ご利益などを紹介 
６ ちょっとアドバイス 
    地域の縁結びさん等による婚活支援のためのアドバイス、情報の提供 

事業概要 

H23 予算額 ９，００７千円（当初３６２千円、６月補正８，６４５千円） 

インターネット上で、企業の協力を得て、企業間における独身者グループ同士の交流
の場を提供し、婚活を支援（全国初） 

特  徴 

・成立交流数を増加させ、成婚に結び付ける 目  標 

＜企業間の交流の場を提供＞（H24.3.31 現在） 
・独身グループの登録数  ４３グループ（男２５ 女１８） 
＜地域の縁結びさん＞ （H24.3.31 現在） 地域の縁結びさんの人数１９人  
・２３年度相談件数：１０４件、お見合い件数：６３件 
交際中：６組 

＜福井県結婚相談所＞（H24.3.31 現在）相談窓口数 県内:３０か所 相談員数:２００名
・２３年度成婚数：６４組 

特記事項 

http://www.fukui-konkatsucafe.jp/
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紹介事例２ 長野県の取組み 

～ＩＣＴ活用による関係団体のネットワークを構築し、広域的な結婚支援活動を促進しています～ 
 

結婚支援を行っている非営利団体（市町村、社会福祉協議会、ＪＡ、商工団体等）
のネットワークを活かした広域的な連携・協働による結婚支援活動を推進すること
により、地域や職域を越えた出会いの機会の創出を図り、もって県内の結婚支援事
業の促進・活性化を図ります。 

趣  旨 

 
市町村をはじめ社会福祉協議会、ＪＡ、商工団体等が若者の定住促進や地域福祉

の一環、後継者確保といった目的で結婚支援事業を実施していますが、地域や職域
の枠組みの中で実施しているため、登録者の男女比に極端に偏りが生じる、登録者
の確保が難しいなどといった課題が指摘されていました。 
このため、関係団体のネットワーク化により、広域的なマッチングやイベントの

開催等の地域や職域を越えた結婚支援活動を推進し、県内の結婚支援事業の促進や
活性化を図ります。 
 
１ ながの結婚マッチングシステムへの団体参加及び個人登録の促進 

ながの結婚マッチングシステムは、結婚相談を行っている団体の相談窓口で、
団体の担当者が相談者の希望の相手を検索するシステムです。 
システムの利用団体間において、データベース化された結婚希望者を検索し、

引き合わせを行うことによって、より多くの出会いの機会をつくることを目的と
しています。 
平成２３年７月７日から、稼動を開始しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 関係団体の結婚相談及び実施イベントの一元的な紹介 

ネットワーク参加団体が実施する結婚相談の内容や、イベント・セミナー情報
を、ネットワークのホームページで一元的に紹介します。 
※ながの結婚支援ネットワークホームページ 

 http://www.nagano-kosodate.net/network/ 
 
３ 結婚相談員研修会の開催、情報交換等の実施 

ながの結婚支援ネットワーク会議の開催（４月） 
結婚相談員研修会の開催（11 月、県内２ヶ所） 

事業概要 

H23 予算額 1,195 千円（一般財源 0） 安心こども基金の活用 

関係団体のネットワーク化やマッチングシステムの構築による、既存の結婚支援
事業の支援・推進 

特  徴 

目  標 ・マッチングシステムの登録者の拡大及びシステムを利用した引き合わせの実施 

・ながの結婚支援ネットワーク参加団体  ３５団体（H24.3.31 現在） 

・ながの結婚マッチングシステム利用団体 １８団体（H24.3.31 現在） 
特記事項 
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紹介事例３ 奈良県の取組み 

 ～全国に先駆けて、企業・店舗などの応援団員による独身男女の「出会いの場」を提供し続けており、

１９８組の結婚報告があります～ 
 

 結婚の意思はあるが出会いの機会が少ないという若者に、出会いの場を提供する

とともに、社会全体で結婚を応援する意識・雰囲気を創りだしています。 
趣  旨 

 

なら結婚応援団事業（平成１７年７月～） 

 
①出会いの場となるイベントを企画・実施する企業・店舗等を「なら結婚応援団員」

（４７団体）として登録。 
 
②なら結婚応援団事務局（なら出会いセンター）は、イベント参加希望者を会員登

録。 
 
③なら出会いセンターは応援団員が企画したイベント情報をホームページやメール

マガジンで会員に配信。 
 
④なら出会いセンターは会員からの参加申し込みを受付し、参加申込者の名簿を応

援団員に送付。 
 
⑤応援団員は参加者を決定し、イベントを開催。 
 
⑥イベントでは２０組程度の男女が１対１のプロフィールトークを行い、飲食をし

ながらフリートークを楽しむ。他に旅行イベントや体験イベントを実施。 
 

 

 
〈なら出会いセンター ホームページ〉 
 http://www.naradeai.pref.nara.jp/  
 

事業概要 

H23 予算額  5,753 千円 

特  徴 ・社会全体での結婚応援気運の醸成 

目  標 ・若者に対する出会いの機会の提供 

・登録者数       ２，０９２名（Ｈ24.3.31 現在） 
・イベントの開催回数  １，７２６回（H17／7～24／3） 
・参加延人員     ４９，８１１名（H17／7～24／3） 
・結婚報告数（任意報告）  １９８組（H17／7～24／3） 

特記事項 
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紹介事例４ 高知県の取組み 

～さまざまな出会いの機会の提供と地域の未婚化・晩婚化対策を応援しています～ 
 

市町村や非営利団体など地域での出会いのイベントへの助成や、県域での男女の交
流会の開催、企業・団体等と連携した取組み、地域のお世話焼きのしくみづくりな
どさまざまな形での出会いの機会を提供しています。 

趣  旨 

 
１ 市町村等の実施する出会いイベントへの支援（補助事業 H19 年度～） 
【市町村や非営利団体が実施する出会いイベントに助成】定額 

 ・男女 20 名ずつ程度の地域の良さを生かした体験型イベントが多い。 

・地域の活性化や人材育成、後継者対策としての位置づけも。 

 

２ 県主催の独身者の交流会（民間企業へ委託 H21 年度～） 

 
 

３ こうち出会い応援団制度（事務局：高知県） 
【官民が連携して独身者に出会いの機会を提供する仕組み】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 地域のお世話焼き（婚活サポーター）の仕組みづくり 
・独身者の婚活をボランティアで応援する婚活サポーターを養成し、県に登録 
   （活動開始（H22.11）～H23.9 までの実績 引き合わせ件数 180 交際 35 件） 
・婚活サポーターの活動が個人のやりがいにつながっている。 
・サポーター同士のネットワークづくりやボランティアでの活動のバックアップ体制の整備が 
課題 
 

５ こうち出会いのきっかけ応援サイト（開設は委託、運用は県） 
・県の取組み（上記）のほか、県内の自治体や公共的 

な団体が実施する出会いイベント情報を提供 

（H22.10.1 開設  携帯サイトもあり） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~deaiouen/  

   

事業概要 

・定員男女各 50 名程度のパーティー形式で開催 
  H21 2 回開催  25 歳～40 歳の独身男女各 50 名 
  H22 3 回開催  25 歳～40 歳の独身男女各 60 名（2 回） 
             30 歳～49 歳の独身男女各 60 名（1 回） 
  H23 8 回開催   
・県下全域から定員の 3 倍～5 倍の応募があり、毎回参加

者の約 20％がカップルに 

事務局（県少子対策課）

ホテル、レストラン、旅行会社、ＮＰＯ等

男女の交流パーティー、各種ツアー、

スポーツ交流会、マナー講座等

○○株式会社、○○支部、○○支所等

応援団体

会員団体

出会いの場の創出
（イベントの企画・実施）

②イベント情報の提出

①会員登録

③イベント
情報の提供

Ａ社 Ｂ病院 Ｃ組合

独身の従業員

④連絡・周知

⑤個人で直接申込・参加

会員団体： 

独身者のいる企業・団体、応援団

体のイベント情報を担当者から独

身者に周知 

応援団体： 

会員団体の独身者限定イベントを

実施 

H23 予算額  16,244 千円 （一般財源 5,811 千円）（安心こども基金 10,433 千円） 

特  徴 さまざまな出会いの機会の提供と地域や団体の取組みを支援 

目  標 出会いの場の提供  結婚応援の気運の醸成 

＜補助事業の活用実績＞H19～H23 イベント数：48 参加者のべ 1,364 人 
＜県主催の交流会＞ カップル成立数 H21：30 組 H22：35 組 H23：90 組 
＜出会い応援団＞  会員団体：65  応援団体：17（H24.3.31 現在） 
＜婚活サポーター＞ 登録数：60 名（H24.3.31 現在） 

特記事項 

 

http://www.pref.kochi.lg.jp/%7Edeaiouen/
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 紹介事例５ 山形県の取組み 

 ～『県民総ぐるみ』で婚活を応援する気運づくりと応援団員の活動サポートに力を入れています～ 
 

 結婚について社会全体で支援する体制づくりとともに、若者が結婚を前向きに考え
られるようなポジティブキャンペーンを行い、県全体で結婚を応援する気運を醸成し
ています。 

趣  旨 

 
 県民総ぐるみで結婚を応援するために、平成 22 年 1 月にやまがた婚活応援団＋

プラス

を
結成しました。この応援団では、ＮＰＯ法人、商工会、農業団体などの活動団体が、
出会いの場の創出を行って、市町村がこれらの団体に対し、活動費の助成や協力を行
うなどの支援を行っているほか、市町村自らが結婚相談にも取り組んでいます。 
 さらに、県では、若者が結婚を前向きに考えられるようポジティブキャンペーンを
行いながら、活動団体のイベント情報の発信をサポートすることなどによって、県内
の結婚応援活動を後押ししています。 
 
１「やまがた婚活応援団＋

プラス

」の活動の充実 
  より多くの婚活支援実践者の参加を促しながら、 
 団員それぞれが役割を分担しながら、出会いの場 
 の創出活動をしています。 
 
２ やまがた結婚サポートセンターの運営 

県内の出会いイベントの開催情報をメールマガジン等で配信する「やまがた出会
いセンター」や、市町村の範囲を超えて広域でのお見合い相手の情報交換がいつで
もできる「やまがたお見合い支援センター」、企業と連携した交流機会の創出支援
を行う「企業間独身者交流支援センター」の３つの機能の連携により、婚活応援活
動を推進してきました。24 年度にはこれらを一元化した「やまがた結婚サポート
センター」を開設し、総合的な支援窓口として機能強化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ ポジティブキャンペーンの展開 
   結婚に夢を持ってもらうためのセミナーの開催により、結婚を前向きに考える

意識啓発を行っています。 
  〈Ｈ22 年度〉「出会いにときめけ！夏キュン YAMAGATA 2010」 
     ※男女 207 名の参加者のうち８割以上の人が、結婚に前向きになったと回答

 
 
 〈H23 年度〉県内４地域に拡大して、９～10 月に４回開催 

事業概要 

【３機能の連携による応援体制】 

市町村の結婚相談員、ボランティアの仲人

（登録）

個別のお見合い支援

（情報発信）

相談員等

イベント情報発信支援

企業間の独身者交流の促進

（情報提供）

H23 予算額  19,089 千円（一般財源 0） 安心こども基金・緊急雇用創出事業臨時特例基金等の活用

特  徴  県民総ぐるみで、希望する県民一人ひとりの婚活を応援 

目  標 
 ・婚活応援体制の強化【応援団会員の増加】 
 ・婚活応援活動の拡充【出会いの場の創出】 

特記事項 
 ・応援団員の増加  設立時の 71 から 121 団体へ【＋50 会員】（H24 年 3 月現在）

・出会いの場の提供件数    202 件（前年度比＋34 件）、延べ 5,616 人参加、 
交際成立数 478 組 （H23 年度） 

やまがた出会いセンター やまがたお見合い支援センター

出会い・結婚を望む独身者等

（働きかけ・調整）

企 業

出会いの場を創出するNPO、商工・農業
団体等

活動団体等

（情報提供）

企業間独身者交流支援センター

（メルマガ登録）

（参加申込）
（マッチング支援）（相談）

個別のお見合い支援イベント情報発信支援

市町村の結婚相談員、ボランティアの仲人

（登録）（情報発信）

相談員等

やまがた出会いセンター やまがたお見合い支援センター

企業間の独身者交流の促進

（情報提供）

出会い・結婚を望む独身者等

（情報提供）

（働きかけ・調整）

企 業

出会いの場を創出するNPO、商工・農業
団体等

活動団体等

（メルマガ登録）

（参加申込）
（マッチング支援）（相談）

企業間独身者交流支援センター
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② 市町村における取組み 
 
紹介事例６ 長野県飯山市の取組み 

 ～グリーンツーリズムを活用した結婚支援を通じて、定住による人口増を目指しています～ 
 

若者の出会いの場を提供し、市内外の未婚者の市での結婚、就業、定住などのき
っかけづくりとすることにより、人口増につなげていきます。 

趣  旨 

 
市では人口の減少が続いている一方、全国的な晩婚化等の影響もあり若者の未婚

率が上昇していることから、市内外から未婚者の男女を募り体験型のツアー「恋す
るいいやま」を実施して出会いの場を提供することにより、未婚者の結婚、就業、
定住などのきっかけづくりとして推進しています。 
 
（ツアー内容） 
・宿泊型（１泊２日）を年３回（６月、８月、１０月）開催 
・各回３０名、また各回において参加年齢層を設定 

（６月、１０月･･･３０代～４０代、８月･･･２０代～３０代） 
・内容、宿泊場所は市の地域資源（農、食、自然等）を生かして設定 
 
（「恋するいいやま」ちらし） 

 
 
 
 
 
 

   
                     △アスパラ狩りの様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞの説明を受ける参加者 

事業概要 

H23 予算額 1,042 千円（一般財源 1,042 千円） 

１ 地域の魅力を生かした体験型イベント 
２ 観光振興、人口対策等の視点による結婚支援 

特  徴 

市での結婚やＵターン、Ｉターンを見据えた「都会」と「田舎」、異業種の若者同
士の交流 

目  標 

（平成２１年度実績） 
・宿泊型４回、日帰り型２回の全６回実施 
・参加者総数１５４名（男性７４名、女性７９名） 
・男性の９割が県内（３割が市内）、女性の５割が県外からの参加 
・1 組成婚報告有り 
（平成２２年度実績） 
・宿泊型３回実施 
・参加者総数６７名（男性３４名、女性３３名） 
・男性はほぼ県内（５割が市内）、女性の４割が県外から参加 
・２件交際報告有り 
※平成２３年度事業終了予定 

特記事項 
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紹介事例７ 福井県福井市の取組み 

 ～ボランティア活動から青年の自立を促し、人生のパートナーを見つける機会を提供しています～ 
 

独身男女に結婚観、価値観等意識について話し合う機会として、行政が行うもの

として民間とは趣の異なった特色ある出会いの場をボランティアという形で提供

し、参加者には、人生の喜びや悲しみを分かち合えるパートナーを見つけていただ

けるよう取り組んでいます。 
また、ボランティアを通して、若い世代のネットワークやリーダー機能を活性化

させ、次代を担う青年の自立を促しています。 

趣  旨 

 
・市が行う事業において、独身男女をボランティアとして募集 
・ボランティア当日までに、事前打合せ会を開催し、参加者のある程度の面識を作

り、当日の活動を円滑にする。 
・当日は、ボランティア活動の後、交流会を開催 
ちょこボラ・ちょこかつ開催（年５回実施） 
 
①APEC 応援ボランティア   

（男性１６名、女性１９名） 
事前打合  ５月２０日／６月２日 
当日    ６月２０日 

②ふれ愛園夏祭りボランティア 
（男性１２名、女性１４名） 
事前打合  ７月２１日 
当日    ７月２７日 

③ガーデニングボランティア  
（男性１１名、女性１０名） 
事前打合  ８月１８日 
当日    ８月２２日 

④中心市街地イルミネーション PR 
ボランティア 
（男性９名、女性９名） 
事前打合 １０月２７日 
当日   １１月 ６日 

⑤市園芸センター貸出用“鉢植え松”の剪定 
ボランティア 

 （男性５名、女性３名） 
事前打合 １１月２９日 
当日   １２月 ５日 

 
＜紹介ホームページ＞ 
http://www.hagukumu.net/page/danjo/tyukobora.html 

事業概要 
ふれあい園夏祭りボランティア 

イルミネーションボランティア 

H22予算額 15 千円 

行政が行うものとして民間とは趣の異なった特色ある出会いの場を提供するとと

もに、ボランティア活動から青年の自立を促し、人生のパートナーを見つける機会

を提供 
特  徴 

目  標 青年活動、青年交流が充実し、未婚率の上昇や晩婚化に歯止めがかかる。 

特記事項 参加人数 延べ１０８名  

http://www.hagukumu.net/page/danjo/fureai1_d/img/002.JPG�
http://www.hagukumu.net/page/danjo/ilumi_d/img/006.JPG�
http://www.hagukumu.net/page/danjo/ilumi_d/img/007.JPG�
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③ 活動団体の取組み 
 
 紹介事例８ 山形県東根市商工会青年部の取組み 
 ～つながりや広がりのある豊かな人生を楽しむ機会を提供することで、地域への愛着形成を図りなが

ら、コミュニティづくりを行っています～ 
 

 真剣に婚活に取り組んでいる人たちを対象に"婚カツ部"をつくり、この部活動を
通して、学び、出会い、そして友人を見つけて人生をもっと楽しむ機会を提供する
とともに、地域への愛着形成を図っています。 

趣  旨 

 
 山形県東根市商工会では、婚活に意欲のある成人男女を対象とした「ひがしね婚
カツ部」を創設し、センスアップセミナーをはじめ、親睦会、手作り体験会、球技
大会、ボランティア活動などの"部活動"を通じて、普段では出会えない人たちが、
結婚だけではなく、年齢性別を超えてのつながりや広がりのある豊かな人生を送る
ことができるコミュニティの形成を目指して活動を行っています。 
 
 ＜基本スペック＞ 
  ・登 録 制 男性 60 名、女性 60 名（"商工会登録店舗から"のみ登録可能） 
  ・登 録 料 3 千円（部員証、マニュアル冊子代金） 
  ・参集方法 各イベントをメルマガ配信し、参加希望者が集まって活動 
  ・活動期間 1 年間に限定（経過したら一度解散） 
 
１ 入部式（平成 22 年 12 月 11 日） 
   東根市を中心に近隣も含めて 20～40 歳 
   代の男性 63 人、女性 28 人が参加 
     

講演「セルフプロデュース」 
     元ＴＶアナウンサーによる講演 
    セミナー「コミュニケーションＵＰ」 
     自己紹介、他己紹介、夢の発表 
 
２ 各種部活動（月に３～５回のイベントを実施） 

    ①商工会会員店での「コンパ」の開催（女子会も）
    ②ワイン教室 
    ③部員友人講師による「ダンス教室」 
    ④映画館での「映画サークル」 
    ⑤スキー場での「スキー＆ボードチーム」 
    ⑥ゴミ拾いボランティア 
    ⑦蜜蝋づくり体験会 
        …部員からのアイディアで活動拡大中 

３ 事業の効果・期待 
   ①婚活に対する前向きなイメージが浸透 
   ②商工会とお客様との関係に変化 
   ③経済的な効果（売上げ効果、アイドルタイム有効活用、取引先開拓等） 
   ④商工会青年部の認知度ＵＰ 
   ⑤商工会青年部内での意識ＵＰ 

事業概要 

H23 予算額  150 千円（山形県商工会連合会補助金） 

 部活動として固定メンバーで継続的に活動することで、一度きりのイベントでは

得られない人間関係を築きながら、豊かな人生を楽しむ機会を提供するとともに、

地域への愛着とコミュニティの形成を目指す 
特  徴 

目  標 ・部員同士のマッチング数 

特記事項 ・平成 23 年度部員数 男性 64 名 女性 48 名 
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（3）紹介事例の類型化 

 

紹介事例を分析すると、大きく①出会いイベントの情報発信や財政支援等の間接支援、②１対

１の出会いを求める方の支援、③出会いの機会の提供（実施主体として）、④企業や団体等の間の

独身者交流の促進、に分類できます。本プロジェクト参加県の中では、①と②は多くの県が実施

しており、都道府県として比較的取り組みやすい支援だと言えます。一方、③は市町村や活動団

体が実施しているケースが多いですが、県でも取組みを始めたところがあります。また、④に取

り組み、成果を挙げている県もあります。 

 

  表Ⅱ-2-1 紹介事例の類型化 

紹介事例 

① 

出会いイベントの

情報発信や財政支

援等（間接的支援）

 

② 

１対１の出会いを求

める方の支援 

※仲人活動、結婚相

談事業の促進等 

③ 

出会いの機会の提

供（実施主体とし

て） 

 

④ 

企業や団体間の独

身者交流の促進 

 

 

1 福井県 ○ ○  ○ 

2 長野県 ○ ○   

3 奈良県 ○    

4 高知県 ○ ○ ○ ○ 

5 山形県 ○ ○  ○ 

6 長野県飯山市   ○  

7 福井県福井市   ○  

8 山形県東根市商工会   ○  

 

 

（4）行政が「婚活」支援を積極的に実施している理由 

 

 行政が「婚活」支援を積極的に実施することについて、従来は、過疎対策、農村振興、商工業

者の後継者対策として求められていたことが大きな理由となっていましたが、最近では、未婚者

の約 9 割が結婚を希望しており、そうした住民の希望が叶うように支援するという理由から積極

的に取り組むようになってきています。このほか、子ども・子育て支援策のひとつとして、ある

いは若者の自立支援策のひとつとして取り組んでいる自治体もあります。 

 また、子どもは結婚後に生まれる場合が大半であるため、結婚を望む人の希望が叶うよう支援

することは、結婚から出産へとつながり、少子化の流れを変えていく効果もあります。 
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表Ⅱ-2-2 プロジェクト参加県等の「婚活」支援の目的  

自治体名 「婚活」支援の目的 
結婚を望む住

民の希望実現

少子化 

対策 
若者支援

地域 

活性化 

1 福井県 
出会いの機会の創出による婚姻数の増
加 

○ ○ ○  

2 長野県 出会いの機会の創出 ○ ○   

3 奈良県 出会いの機会の創出 ○ ○ ○  

4 高知県 
出会いの機会の創出、結婚応援の気運
の醸成 

○ ○   

5 山形県 結婚気運の醸成、婚姻数の増加 ○ ○   

6 長野県飯山市 定住促進による人口増加 ○   ○ 

7 福井県福井市 
青年の自立促進、青年活動・交流の充
実、未婚化・晩婚化への歯止め 

○ ○ ○ ○ 

8 山形県東根市商工会 
活動を通した学び、出会いの場の提供
と地域への愛着形成 

○   ○ 
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Ⅲ．「婚活」支援事業の効果の検証                       

 

「Ⅱ-２-（2）『婚活』支援の事例」で紹介したように、晩婚化、未婚化はもはや個人の問題に

とどまらず、行政の支援により少しでも解消していかなければならない状況であるとの認識から、

各自治体では、積極的に「婚活」支援事業を推進してきています。 

ここでは、紹介事例のうち、「婚活応援」プロジェクト参加県の取組みについて、その特徴や効

果、課題等を分析することにより、行政が「婚活」支援に取り組むことの意義、行政に求められ

る「婚活」支援策について検証します。 

 

１．施策展開のポイント 

   

（1）主な連携・協力先 

プロジェクトに参加する５県が「婚活」支援策を進める際の主な連携・協力先は、表Ⅲ-1-1 の

とおりとなっています。 

各県が施策を展開する際には、全県的な推進組織の立上げや、企業等を含む多くの団体との連

携・協力が行われるなど、行政が持つネットワークや組織力を活かした取組みとなっています。

自治体や団体等が個別に行う結婚支援活動には自ずと限界があり、また、市町村の中には、結婚

は個人の問題として支援に消極的なところもありますが、県がこうした取組みを率先して行うこ

とで、全県的な取組みの活性化につながっています。 

さらに、ネットワーク化により活動団体間の交流が生まれ、情報交換等を通して相互の取組み

のブラッシュアップが図られるなどの効果も見られます。 

また、１対１の出会いを求める方への支援については、県域で一体となった活動に取り組むこ

とで、広域でのマッチングが可能になり選択肢が広がるなどの利点も見られます。 

 

表 Ⅲ-1-1 「婚活」支援を行う際の主な連携・協力先 

県名 主な連携・協力先 

福井県 市町村、企業・協賛店舗、理美容組合、ブライダル協会等 

長野県 市町村、社会福祉協議会、ＪＡ、商工会議所 

奈良県 
「なら結婚応援団」47 団体 

（飲食店等の企業や店舗、NPO 法人等） 

高知県 
市町村、高知県少子化対策推進県民会議（福祉、医療、保育・幼稚、教育、地域、産

業経済、労働、報道等の 33 団体） 

山形県 
「やまがた婚活応援団＋（プラス）」121 会員 

（非営利で結婚を支援する NPO 法人、経済団体、企業、個人、自治体等で構成） 

 

（2）施策を展開する際の工夫点 

 表Ⅲ-1-2 は、各県が事業を実施する上で工夫した点について、「婚活」支援策の４つの類型に沿

ってまとめたものです。 

①地域で自主的に熱意を持って活動している人材の活用、②若者のニーズに合わせた情報提供や

イベントの開催、③継続的に事業が実施できる仕組みの構築、④企業を巻き込んだ事業の実施など、

行政が行う「婚活」支援策として様々な工夫がなされていることがうかがえます。 
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表 Ⅲ-1-2「婚活」支援策を展開する際の工夫点 

支援の種類 県名 工夫点 

福井県 

・パソコンだけでなくスマートフォンや携帯電話からもアクセス可能

とするなど利便性を向上 

・縁結び・パワースポットの紹介や婚活に関するアドバイスの掲載な

ど、未婚者のニーズに合わせた情報を提供 

出会いイベントの情

報発信や財政支援等

（間接的支援） 

 
奈良県 

・事業で関係する三者それぞれにメリットがあるトリプルウィン構造

で持続的な枠組みを提唱 

   結婚応援団（企業等）：顧客獲得、社会貢献 

独身男女：出会いの機会を得る 

県（出会いセンター）：若者支援、少子化対策 

・独身証明書添付による事前会員登録制で県が関与する枠組みとして

安心感を提供 

・イベント参加について干渉せず、また、過大なプロフィールの提出

を求めず、個人の自発的意志による参加を前提として気軽に参加で

きる枠組みとした。 

長野県 
・従来から地域や職域で行われている既存の結婚相談事業の促進・活

性化を目的とした、県と関係団体との連携。 １対１の出会いを求

める方の支援 

（間接的支援） 

 

※仲人活動、結婚相

談事業の促進等 

高知県 

・婚活アドバイザーによる婚活サポーター（地域のお世話焼き）への

活動上の悩みへのアドバイス 

・婚活サポーター交流会や研修会の開催 

・婚活サポーター通信の発行による情報共有 

・相談者と婚活サポーターの面談場所の提供（県や市町村の会議室等）

出会いの機会の提供

（実施主体として）
高知県 

・多くの人が交流できるよう、会話のきっかけとなるプロフィールカ

ードの作成、スタッフのフォローなどを実施 

企業や団体間の独身

者交流の促進 
福井県 
山形県 

・企業の協力を得た独身者の出会いの創出 

 

 

２．事業効果の検証 

 

（1）有効な施策であったか 

 ① 直接的な効果 

次に、前述のような連携・協力、工夫により事業を実施した結果、その支援策が有効であっ

たか、効果があったとすればその要因は何かについて見ていきます。 

表Ⅲ-1-3 は、プロジェクト参加県の事業実施による効果をまとめたものです。Ⅱ-2-(4)「行

政が『婚活』支援を積極的に実施している理由」で見たとおり、各自治体が「婚活」支援に取

り組む理由や目的は様々であり、効果として求める指標も異なっているため一概には比較でき

ませんが、大きく「成婚数」を指標とするものと、成婚数までは把握せず、“交際成立数”ま

たは“引き合わせ数”などの「出会いの機会の提供」までを指標とするものとに分けられます。

「婚活」支援事業としている以上、成婚数を指標とするのが自然ですが、これは５県中２県に

とどまっており、うち１県は、成婚数は「任意の報告」であるとしています。このような背景

には、結婚は個人の自由な意思と選択に基づくものであることから、出会いの場の提供までは

できても、その後の追跡が難しいという事情があります。 

しかしながら、結婚対策を行政の事業として継続的に推進していくためには、成果としての

成婚数の把握が課題となってくると考えられます。今後、プライバシーの保護に配慮しつつ、

成婚数の把握が可能な仕組みづくりについても検討していく必要があると考えられます。 

また、出会いから結婚するまでには、平均して約３年かかることから、出会い事業に関して
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は、長期的な視点で見ることが大切です。出会い事業で初めて異性と二人で話すことができた

というケースもあることから、異性との交際に慣れることによって、出会い事業での相手以外

との交際、結婚が実現するケースもあると考えられます。つまり教育効果という点から考える

ことも大切であると考えられます。 

 

表 Ⅲ-1-3 「婚活」支援策実施による効果 

県名 直接的な効果（数値指標等） プラスαの効果 

福井県 
結婚支援事業を通じて成婚した数  

Ｈ23 年度  64 組 

長野県 
システム登録者数 137 人（H23.7 稼動）

引き合わせ件数 18 件（H24.3.31 現在）

奈良県 
結婚報告数  198 組（H24.3.31 現在）

出産報告数  32 組から 37 人 

（どちらも任意の報告） 

高知県 
サポーターによる引き合わせ 408 件 

交際成立数 93 組（H22.11～H24.3） 

山形県 
出会いイベントへの参加者数 5,616 人

交際成立数 478 組（Ｈ23 年度） 

・「婚活」に取り組むことで地域の良さ

を再確認し、地域への誇りの醸成につな

がっている。 
 

・「婚活」が地域の他の分野の活動に活

用され効果をあげている。 

Ex.「街コン」開催による街の活性化

   婚活を活用した森林整備事業 

 

・地域の仲人活動が個人の“やりがい”

につながっている。 

 

 

② 「婚活」支援による副次的効果 

 成婚数や交際成立数の増などの直接的な効果の一方で、本来の目的以外にも効果をあげてい

る事例があります。「婚活」支援に取り組むことで、地域の良さを再発見するきっかけとなり、

地域への誇りの醸成につながっている例や、純粋に出会いを提供するために「婚活」支援策を

実施するのではなく、本来は別の分野の事業を実施するための手法として「婚活」を取り入れ、

うまく地域活性化につなげている例などを見ることができます。 

例えば、気軽に参加できる出会いの場として、近年「街コン」の人気が高まっていますが、

その開催の先がけとなった「宮コン」（宇都宮市）の発案者の佐々木氏によれば、「街コンに

取り組んだきっかけは、街に若者が来なくなったという飲食業界としての危機感。街に来ない

若者も“出会い”は欲しがっているという点に着目し、『婚活』を企画に取り入れた」と語っ

ています。この結果、「宮コン」は現在、多くの男女で賑わい、全国各地にも影響を与える大

きな地域活性化の取組みに成長しています。 

また、今年はじめて県の森林整備部門が婚活事業に乗り出した山形県では、森に親しむこ

とを目的に開催している事業に年々若者の参加が減っていることを受けて、注目を惹くツール

として婚活事業を活用しました。この結果「森の大切さを知ってもらいながら出会いの場も提

供する」という企画に多くの若い男女が集まり、加えて３組のカップルが誕生するなどの相乗

効果をあげています。 

このほか、未婚の若者が、自治体が自分たちのことを考えてくれているという意識を持つこ

とによって、地元への愛着心が強まるという副次的効果も存在します。 

さらに、１対１の出会いを求める方の支援として、地域の仲人活動を行う方たちの協力を得

て取組みを進めている場合には、仲人さんたちの“やりがい”につながっている事例も多くみ

られます。 

このように「婚活」支援には、結婚支援にとどまらず、地域の活性化や地域の人材が活躍で

きる場の提供につながる事例等が見られ、本来の目的の枠を超えた副次的な効果として注目さ

れます。 



 

- 24 - 

（2）施策の効果が上がった理由 

  実施した「婚活」支援策について、各県に「効果があった理由」を尋ねたところ、Ⅲ-1-(2)「支

援策を展開する際の工夫点」に掲載した事項も含めて、次のような点があげられています。 

①行政が行うという安心感から多くの参加者を得られた。 

②携帯電話を活用した情報発信や、イベントに気軽に参加しやすい工夫など若者のニーズにあ

った支援となるよう工夫した。 

③県が率先して婚活支援に取り組んだことにより、他団体の活動を活性化するなどの波及効果

があった。 

④地域で既に自主的に熱意を持って活動している人材が活用できた。 

⑤自治体、参加する若者、出会いの場を提供する企業等それぞれがメリットを享受し、継続的

に事業が実施できる仕組みの構築を図った。 

⑥少子化による影響について企業にも当事者意識を持ってもらい、企業を巻き込むことで効果

的な事業の推進を図った。 

⑦県が、結婚は個人的なものというこれまでの行政の枠を超えて取り組んだことにより、マス

コミ等の注目度が高まりＰＲにつながった。 

  

このうち、特に①については、今後、行政が「婚活」支援を行う際に住民から期待される大き

なポイントであり、また、いずれの項目も、行政が「婚活」支援策を考えていく上で、施策を成

功につなげる大きな要素になると考えられます。 

 

 

３．事業実施上の課題 

   

上記のような事業実施による効果が見られた一方で、問題点や留意点といった課題も出てきて

います。表 Ⅲ-1-4 は、「婚活」支援事業実施上の問題点と行政が実施する際の留意点をまとめた

ものです。 

 

表 Ⅲ-1-4 「婚活」支援事業実施上の問題点、行政が実施する際の留意点 

支援の種類 県名 実施上の問題点 行政が実施する際の留意点 

福井県 ・結婚支援に関する最新情報の提供 ・情報の内容の正確性 

奈良県 

・出会いの場の提供後は本人の自己

責任による交際という形をとっ

ている以上、結婚報告数の把握に

は限界がある。 

・不誠実参加者の排除等安全・

安心の確保 

出会いイベントの情

報発信や財政支援等

（間接的支援） 

山形県 

・若者から「婚活」色の強いイベン

トは参加しにくいとの声がある。

・参加してもうまくコミュニケーシ

ョンを取れない未婚者が多い。 

・気軽に参加できる工夫のある

取組みが必要 

・事前セミナーの開催など、交

際力を高める取組みが必要 

・若い世代を対象に、社会性を

高めるための取組みや結婚に

ついて考える機会を持っても

らうことが必要 

長野県 

・直接相談を受ける各団体の熱意や

体制の充実がないと効果が表れ

ない。 

 
１対１の出会いを求

める方の支援 

（間接的支援） 

 

※仲人活動、結婚相

談事業の促進等 
高知県 

・婚活サポーターのモチベーション

の維持 

・婚活サポーターへの研修（個

人情報の取り扱い、人権等）



 

- 25 - 

出会いの機会の提供

（実施主体として）
高知県 ・イベント終了後のフォローは困難  

企業や団体間の独身

者交流の促進 
福井県 

・企業間の交流における独身グルー

プの登録の働きかけや、小規模事

業所において独身グループを作

ることができない場合の対応 

・企業間交流における利用者の

悪質行為の際の対応 

 

 

ここからは、①行政が実施する事業としての安全性の確保の必要性、②最新で正確な情報を把 

握するための行政担当者や活動実践者のスキルアップの必要性、③コミュニケーションセミナー

の開催など若者の交際力を高める取組みの必要性、④成婚数の把握やイベント後のフォローのた

めの方策、などが各県において事業実施上の課題となっていることがわかります。 

また、プロジェクトチームの中では、自治体が行う事業である以上、費用対効果についても検

証すべきとの意見も出されましたが、結婚支援は、その性格上、短期間で効果を測定することが

難しいことから、現時点では、継続して検討する課題として整理したいと考えています。 
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Ⅳ．行政による「婚活」支援の展開方向                

 

これまで、プロジェクトに参加する５県が実際に実施してきた「婚活」支援策をもとに、その

事業効果、実施上の課題等を検証してきました。この結果をもとに、ここでは今後の施策の可能

性や方向性について検討していきます。 

 

１．行政が「婚活」支援に取り組む意義 

 

（1）「婚活」支援に取り組む意義 

各自治体では、これまで少子化対策として、子育てしやすい環境づくりにつながる施策を中心

とした取組みを進めてきました。しかしながら、これまで見てきたとおり、少子化の大きな要因

のひとつが未婚化、晩婚化の進行にあり、未婚者の約９割が「いずれは結婚したい」という意欲

を持っていることから、少子化の流れを変えていくためには、従来の施策と併せて、結婚支援策

を実施していくことが有効であると考えられます。 

 さらに「婚活」支援には、その施策の実施を通して、地域の活性化や、地域の人材が活躍でき

る場の提供につながる事例も見られ、結婚支援の枠を超えた効果についても注目されます。 

 

（2）行政の取組みがもたらす効果 

表 Ⅳ-1-1 は、行政が「婚活」支援に取り組む効果についてまとめたものです。行政機関という

特性を踏まえて「婚活」支援策を実施することにより、次のような効果が期待されます。 

 

表 Ⅳ-1-1 行政が「婚活」支援に取り組む効果 

キーワード 行政であることの特性 効 果 

安心感 
公の機関が実施しているという安

心感の提供 

・多くの未婚者の参加を得られやすい。 

・行政主催であることを理由に初めて参加する人

が多く、「婚活」への一歩を踏み出す機会とな

りやすい。 

・行政が真剣に取り組んでいる姿を示すことで、

若者の地域への信頼感獲得につながる。 

連携力 

行政が持つネットワークや組織力

を活かし企業等を含む多くの団体

と連携・協力が可能 

・連携・協働しながら活動を展開することで、全

県的な気運醸成につながる。 

・活動団体間の交流が生まれ、情報交換等を通し

て活動のブラッシュアップにつながる。 

・広域での取組みが可能となることで、特に個別

マッチング等において選択の幅が広がる。 

波及効果 
県が率先して取り組むことで、市

町村等他団体への啓発につながる

・県の率先した取組みが他団体の意識啓発につな

がり、全県的な取組みが活発化する。 

話題性 

個人の分野と考えられていた「結

婚」に、行政が枠を超えて取り組

むことに対し注目度が高い。 

・マスコミ等の注目度が高い 

・報道後の住民からの反響が大きく、事業効果が

あがりやすい。 
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（３）課題への対応 

一方で、行政が「婚活」支援に取り組む際には、表 Ⅳ-1-2 に示したような課題があげられるこ

とから、実施にあたっては、これらに留意して対応する必要があります。 

 

表 Ⅳ-1-2  行政が「婚活」支援に取り組む際の課題 

課 題 必要とされる対応 

安全性の確保 

・個人情報の管理の徹底 

・支援活動実践者（結婚相談員等）を対象とした個人情報保護や人権保護に

係る研修の実施 

・出会い創出イベント等への不誠実な参加者を防ぐための対策の実施 など

支援関係者の 
スキルアップ 

・自治体担当職員のスキルアップ 

結婚支援に係る最新知識の習得、結婚情報産業等の現状の把握、 

各自治体担当者との情報交換 など 

・支援活動実践者のスキルアップ 

結婚相談業務等についての研修体制の整備 など 

事業効果の把握 
・成婚数を成果とする場合、その把握方法の検討 

（プライバシーの問題等からフォローが困難な場合が多い） 

長期的な視点 
に立った支援 

・持続可能な事業実施体制の構築 

 

 

２．行政に求められる「婚活」支援策 

 

（1）求められる施策の方向性 

 これまで、未婚化・晩婚化の要因整理とともに、紹介事例による事業効果の検証等から、行政

が取り組むことで、より効果的に「婚活」支援を進めることができることがわかってきました。 

そこで、これまでの検討から共通した要素を拾い出し、行政という特性を活かしつつ、未婚化、

晩婚化の流れを変えるために行政に求められる「婚活」支援策についてまとめました。 

  

 効果的な「婚活」支援のための視点 

① 安心感・安全性の確保  

   ・個人情報の徹底した管理 

 ② 地域を巻き込んだ取組み  

   ・地域の有用な人材の活用 

   ・企業との連携 

  ・事業実施効果としての地域活性化 

③ 独身者の多様なニーズにあった施策の提供  

 ・ニーズの把握、明確化 

④ 独身者が結婚しやすくなるための総合的な環境づくり 

   ・「婚活」支援策実施と併せた、雇用の改善、若者の経済的安定を図るための施策の推進 

   ・夫婦ともに仕事と子育てを分担しながら生活するという意識・環境づくり 

 

新たな支援策の展開に向けた視点 

① 持続可能な実施（支援）体制の検討 

  ・長期的視点にたった支援の必要性 

② 次世代を対象とした施策の検討 
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[効果的な「婚活」支援のための視点] 

 

① 安心感・安全性の確保 

個人情報の徹底した管理 

   紹介事例を見ても、行政という公の機関が実施（支援）しているという安心感は、今後効果

的に婚活支援を行っていく上で、非常に重要であり大切なポイントです。 

   民間企業を含めて、多くの婚活イベントや紹介事業などが行われている中で、検証の中でも

あったように、行政主催であることを理由に初めて参加する人も多く、独身者にとっては、「婚

活」への一歩を踏み出す機会となっています。 

   だからこそ、行政が実施、あるいは支援など、関わりを持つ場合には、個人情報の徹底した

管理など、独身者に安心感を与え、安全性を確保する仕組みが不可欠です。 

 

② 地域を巻き込んだ取組み 

  地域の有用な人材の活用 

紹介事例の検証の中でも、事業実施効果があった理由として、地域で既に活動している人材

を活用できたことがあげられています。出会いイベントの開催や、昔ながらの仲人活動等にお

いて、独身者の力になりたいと申し出る熱意のある人たちの力を最大限に拾い上げることが、

支援を進めていく上で効果的であると考えられます。このような人たちに自主性をもって活動

に参加してもらい、それを行政が後押しするなど、地域が主体となって事業を実施することで、

地域に根差した活動が活性化することが期待されます。ただし、この場合、個人情報の管理や

相談への対応方法など、安全性の確保とスキルアップのための取組みが必要であり、研修体制

を整えることも必要となってきます。 

企業との連携 

少子化による人口減少は、若い労働力の減少につながり、企業にも大きな影響を与えます。

企業自身にも当事者意識を持ってもらうよう働きかけながら連携体制を作り、出会い創出の場

への独身社員の参加呼びかけや、イベントの主催・協賛などの連携・協力を得るなど、企業を

巻き込んだ取組みとしていくことが効果的と考えられます。 

  事業実施効果としての地域活性化 

「婚活」支援には、結婚対策にとどまらず、地域の活性化や地域の人材が活躍できる場の提

供につながる事例が見られ、本来の目的の枠を超えた副次的な効果として注目されています。

少子化対策や若者支援として行われる婚活イベントだけでなく、広くまちづくりや定住対策を

目的として非営利団体や自治体が行う事業と連携を図っていくことも「婚活」支援の展開に効

果的と考えられます。 

 

③ 独身者の多様なニーズにあった施策の提供 

   携帯電話を活用した情報の発信やインターネットサイトの魅力アップを図るなど、独身者の

ニーズに合った情報発信を行うことで、より利用しやすい環境を整えることが必要です。 

また、出会いイベント等の実施にあたっては、「婚活」を全面に出した企画への参加にはため

らいがあるという独身者も多いことから、共通の趣味や話題につながりやすい企画や、ボラン

ティア交流、「街コン」の開催など、誰もが気軽に参加できるよう工夫された出会いの場を増や

していくことが結婚支援に有効であると考えられます。 

   一方、出会いイベントだけでなく、１対１のお見合いでじっくり相手を探したいなど、独身

者が希望する出会いのプロセスは多様であることから、１事業のみならず複数の事業を組み合

わせ、支援を選択できる多彩なメニューを準備することで出会いの場が広がると考えられます。 

  また、出会いイベントに参加してもうまく会話ができず交際につながらないという独身者が

多いことから、異性とのコミュニケーション能力を身につける場を提供することも効果的です。 
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④ 独身者が結婚しやすくなるための総合的な環境づくり 

  「婚活」支援策実施と併せた、雇用の改善、若者の経済的安定を図るための施策等の推進 

これまで、「若者の結婚意欲は高く、その希望が叶うよう支援することが少子化対策や地域活

性化につながる」との観点から、行政として効果的に「婚活」支援を行うための方策について

検討してきました。しかしながら、「Ⅰ‐２．晩婚化、未婚化の要因」でみたように、不安定な

雇用・収入や、出産後の就労継続の難しさが結婚をためらう理由のひとつになっているなど、

若者を取り巻く環境は厳しく、「結婚したい」という意欲だけでは希望を実現することは難しい

状況となっています。 

このため、未婚化、晩婚化の流れを変えるには、「婚活」支援策と併せて、雇用対策や若者の

経済的安定を図るための取組みなどを実施し、若者を取り巻く環境を改善していくことが不可

欠です。結婚支援は、自治体では少子化対策や地域活性化対策等の部署が担当するケースが多

くみられますが、雇用対策、産業振興、仕事と子育ての両立支援など、関連部門が連携して、

総合的に若者が結婚しやすくなるための環境づくりに取り組んでいく必要があります。 

特に、夫婦ともに仕事と子育てを分担しながら生活するという意識や環境をつくり出すこと

も重要であると考えられます。 

 

[新たな支援策の展開に向けた視点] 

 ① 持続可能な実施（支援）体制の構築の視点 

 長期的視点に立った支援の必要性 

結婚支援は、人生の選択に関わるものであり、そこに関わる支援者には丁寧な応対と熟練

したスキルが求められます。また、出会いから交際、成婚に至るにはある程度時間が必要で

あり、短期間に成果をあげられるものではないことから、体制、あるいは予算の面も含めて、

長期的視点に立った支援を行っていくことが大切です。 

奈良県の事例は、自治体、若者、出会いの場を提供する「結婚応援団」の３者がともにメ

リットを享受し、自立して活動が継続できるような枠組みづくりを目指している点で注目さ

れます。このほか、自治体の中には、お見合い支援事業への登録を有料としたり、イベント

の参加者から毎回 500 円の負担金を集め、事業経費に充てている例も見られ、行政として長

期的視点に立った支援のあり方を考えるとともに、このような事業継続のための受益者側の

負担のあり方についても検討すべき課題であると思われます。 

 

 ② 次世代を対象とした施策の検討 

出会いイベントに参加してもうまくコミュニケーションを取れない独身者が多いことから、

各自治体では、イベントの開催に先立ち「事前セミナー」を開催するところが増えています。

しかしながら、このような能力は一朝一夕に身に付くものではなく、出会いから交際、そし

て結婚へとつなげていくには、もっと若い時期から、コミュニケーション能力や社会性を育

成する取組みも必要ではないかと思われます。 

さらに、若い人たちが結婚を前向きに捉えることができるよう、子どものころから家庭教

育や学校教育等を通じて、家庭を築くことや働くことの意義、自分自身のライフデザインな

どについて考える機会を提供していくことが重要です。こうしたことは、近年社会問題とな

っている孤独死や無縁社会など、社会的な孤立化の一因ともなっている未婚化の流れを変え

ることにもつながります。 

また、晩婚化の進行に伴い出産年齢が上昇していますが、高齢出産は、若い時期の出産に

比べリスクが高くなる傾向があります。このような知識を持たないために、安易に結婚を先

延ばしすることがないよう、正しい知識を身につけてもらうための取組みも大切です。 

 このような観点から、今後は、これまでの結婚支援策に加え、次世代を対象とした施策に

ついても検討していく必要があると考えられます。 
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（2）今後、行政に求められる「婚活」支援策 

 以上に示した施策の方向性を踏まえ、今後、行政に求められる「婚活」支援策を表Ⅳ-2-1 にま

とめました。 

今後、このような取組みが増えることにより、地域ぐるみで独身者の出会い・結婚を応援する

気運が高まり、婚姻数の増加や地域活性化につながっていくことが期待されます。 

 

表Ⅳ-2-1 今後、行政に求められる「婚活」支援策 
 
[効果的な「婚活」支援のための視点] 

方向性 内  容 

①安心感・安全性の確保 
個人情報の徹底した管理 
・独身者に安心感を与え、安全性を確保する仕組み 

地域の有用な人材の活用 
・地域で自主的に活動に取り組んでいる人の掘り起こしとネットワ
ーク化に向けた取組み 

・個人情報の管理や相談への対応方法など、事業の安全性の確保と
スキルアップのための取組み 

企業との連携 
・企業自身が当事者意識を持ち、事業に参加してもらうための取組
 み 

②地域を巻き込んだ 
取組み 

地域活性化 
・まちづくりや定住対策等を目的とする団体と連携した取組み 

③独身者の多様な 
ニーズに合った 
施策の提供 

・携帯電話の活用やインターネットサイトの魅力アップ等、施策対
象のニーズに合った情報発信の取組み 

・誰もが気軽に参加できる工夫のあるイベント企画の促進に向けた
取組み 

・出会いの場の提供、個別のお見合支援など、独身者が選択できる
支援メニューの多彩化に向けた取組み 

・コミュニケーション力を高めるなど、交際につながりやすくする
ための取組み 

④総合的な環境づくり 

独身者が結婚しやすくなるための総合的な環境づくり 

・「婚活」支援策実施と併せた、雇用の改善、若者の経済的安定を図

るための施策の推進 

・夫婦ともに仕事と子育てを分担しながら生活するという意識・環

境づくり 

 

[新たな施策の展開に向けた視点] 

①持続可能な実施（支援）

体制の構築に向けた検

討 

長期的な視点に立った支援 

・事業の継続に向け、支援者それぞれが参加メリットを享受できる

仕組みづくり 

・継続的な財源の確保に向けた取組み 

②次世代を対象とした施
策の検討 

・若い時期からのコミュニケーション能力や社会性を育成するため
の取組み 

・家庭教育や学校教育等を通じた、家庭を築くことや働くことの意
義、自分自身のライフデザインなどについて考える機会の提供 

 


