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アンケート

結婚応援のための全国フォーラム
～一人でも多くの希望をかなえるために、新たな連携へ～

参加者アンケート
（回答数113人）

平成28年4月
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10．参加者アンケート 属性
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10．参加者アンケート 属性

51.3%
38.1%

6.2%
4.4%

1 2 3 4

図３．所属別

自治体 奈良県女性活躍推進課 1 NPO法人新潟婚カツ応援団カクーン 1
石川県 3 和歌山県 1 地域デザイン研究所 1
座間市 2 鳥取県子育て応援隊係長 1 婚活de八ヶ岳推進委員会 1
兵庫県 2 岡山県 1 サプライズ 1
広島県 2 山口県 1 栗東市商工会青年部 1
岩手県 1 徳島県 1 吉野町社会福祉協議会 1
宮城県 1 香川県 1 （社）鳥取県法人会連合会［えんトリー］ 1
山形県 1 愛媛県 1 鳥取県NPO法人むすび 1
栃木県 1 福岡県 1 一般社団法人しまね縁結びサポートセンター

1
さくら市 1 福岡県出会い結婚応援事務局 1 副理事長・しまね縁結びセンター会長
群馬県 1 福島県こども・青年政策課 1 一般財団法人しまね縁結びサポートセンター 1
群馬県こども政策課 1 佐賀県 1 宇部商工会議所 1
埼玉県 1 長崎県 1 香川県商工会青年部連合会 1
東京都 1 佐世保市 1 松山法人会 1
神奈川県 1 大分県 1 World smile代表 1
愛川町 1 宮崎県 1 福島県結婚子育て応援センター 1
厚木市 1 沖縄県 1 NPO法人こっとん倶楽部 1
神奈川県清川村 1 団体 NPO法人Link 1
逗子市 1 徳島県勤労者福祉ネットワーク 2 公益財団法人ながさき地域政策研究所

1
大和市 1 弘前商工会議所青年部 1 長崎総合科学大学特任教授
横浜市 1 NPO法人コミュサーあおもり 1 商工会議所女性会理事 1
新潟県福祉保健部少子化対策課 1 滝沢市商工会青年部 1 地域女性団体 1
富山県 1 ファンスポルト一関 1企業
南砺市役所

1
一般社団法人あきた結婚支援センター 1 ジョインセレモニー 1

南砺で暮らしません課婚活支援係 横手商工会議所 1 株式会社パートナーエージェント
1

山梨県県民生活部県民生活・
1
横手商工会議所横手ＤＥＩ隊実行委員 1 事業企画推進部事業創造グループ

男女参画課 やまがた出会いサポートセンター 1 大毎広告株式会社営業局第2部 1
静岡県 1 （公財）とちぎ未来づくり財団 1 株式会社読売奈良ライフ代表取締役社長 1
愛知県 1 太田商工会議所 1 リンクバル 1
三重県 1 小川町商工会 1 しげる工業株式会社 1
滋賀県 1 日本婚活支援協会 1 楽婚 1
大津市立日吉台公民館 1 日本商工会議所 1
甲賀市 1 全国知事会 1
京都府 1 逗子市商工会 1
大阪市浪速区役所 1 逗子市商工会青年部長 1

N=113
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10．参加者アンケート 回答内容

39.8% 55.8%

0.9%

3.5%
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35.4% 61.9% 2.7%
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53.1% 43.4%
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図４ 全体的な感想

図５ 有識者の講演（山田氏）の感想

図６ 事例発表（福井県、愛媛県法人会、太田商工会議所）の感想

図７ パネルディスカッションの感想

N=113

N=113

N=113

N=113



12

10．参加者アンケート 自由回答

自治体
現実的なお話を聞けて大変勉強になりました。
刺激になることが多く、これから帰って早く実践したくなった。
結婚支援を行うにあたり、その地域の特色や企業との協働、協力が必要であるということを改めて認識した。
婚活について議論してほしかった。市がやるべきことなど。
天野さんの逆ロールモデルは良かった。
パネリストの方が多様で、様々な意見を聞くことができたため。
結婚支援の“必要性”が非常に分かりやすかった。
様々な立場の人の話が聞けて良かった。
様々な角度からの話を聞けたこと。
様々な分野の、いろいろな方向からのお話が聞けて良かったです。
様々なお立場からの知見を聞くことが出来たため。
様々な立場からいろいろなお話を聞けてよかった。
結婚応援を行うことが様々な分野に対しての良い影響に結び付くことが認識できました。
専門的な見地からのアドバイスや、事例紹介があったので、大変参考になりました。
若者の意識の面や企業との連携の面など、結婚支援において重要な視点からのお話を聞くことが出来ました。
様々な方の意見や具体例、データが知れてとても良かった。
色々なお話がお聞きできてよかったです。データは使えそうで、いろんな場面で活用させていただきたいと思います。
データを示されたので業務の参考になる。
具体的なデータを示していただき、わかりやすかったです。
パネラーの皆さんのデータにもとづくお話がとても参考になりました。
各パネリストの具体的な新しいデータや事例等をもとにした多くの情報提供が有益だった。
データに基づいたお話に説得力がありました。
データを活用した婚活支援はとても参考になった。
データも交えて説得力のある内容だった。気づきもありました。
データの提供をしていただけた点。非常に分かりやすかったです。
具体的なデータ、事例をまじえた話で興味深かった内容でした。
データや経験をもとにした説明に説得力があった。
データをもとにしたテーマ内容が良かった。
色々な角度からの意見や実際に行っていること及び成果が聞けたので。また、多くのデータや知識を知ることができたので。
多様な事例、数値を知ることが出来た。
具体的に使えるデータが多く、非常に参考となった。
データの活用。共働き、共育て社会の大切さが必要だと感じました。
データを活かした婚活支援について、統計データがある。郷土愛教育と子育てしやすい環境整備の必要性。産むと働くの環境整
備と重要性と家事育児の共働きの必要性。男女共働参画。共働き社会。

表１ パネルディスカッションの感想回答理由
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団体
時間配分、話の流れがうまく展開していた。中に資料説明の時間があったのもよかった。
短い時間でいろいろきけたが、ちょっとつめこみすぎな部分があった。パネルディスカッションは大変よかった。
婚活応援へのアドバイスが必要であり、そのための会であり、出生率等の話より具体的な方法のアドバイスがほしかった。
企業と地域の活性化が必要であること。介護が人間の最後であること。気づかされたことばかりでした。
婚活事業とは、地域、経済などすべてに繋がっていて、見聞が広がり、事業のレベルアップのヒントをいただいた。
結婚に対する概念、理想を修正していく作業も必要と感じた。収入負担、子育て負担をお互いに押し付け合う時代ではないと
いう事を強く感じました。共に働き、共に育てる結婚のイメージを広める必要性。その上で結婚したいと思わせる環境。
婚活支援を行う上で大切なポイントを教示頂いた。
どのパネリストからも、それぞれに価値の高い内容で、各県知事に参加してほしかった。
もっともっと詳しくお聞きしたいと思いました。
いろいろな意見を聞くことができた。
具体的な事例や成功例が面白かった。
具体的で分かりやすかった。示唆に富んだ話が多く聞けました。
結婚応援。少子化対策という感じがある。それはそれで参考になった。
海外との比較や企業ブランドの話を聞けて良かったです。年収など、女性の希望が高すぎるというのは、前から思っていた事であり、
夢は2人でかなえようというのは、これから女性に理解していってもらいたいです。
経験則に基づく、具体的な話が聞けて参考になった。
とても参考にさせていただける内容だったように思いました。
資料も分かりやすく興味深い内容でした。
テンポも良く、充実した内容だった。これからサポートセンターを運営するため、参考になることが多い。
企業ブランド・企業子宝率を実践したい。
データや様々な知識を学べてよかった。
それぞれの方の具体的なデータや事例が、大変参考になった。一人一人の持ち時間が短くて、早口だったのが残念。
結婚の理想と現実のギャップがよく分かった。データの活用。
データ等、具体的に説明する必要性が感じられ勉強になった。
データに基づく説明が役に立った。
未婚者の結婚に関する意識調査、地域データ、キャリアデザイン調査等、婚活支援に取り組むために知るべき知識が得られた。
客観的データを見て参考になった。
大変刺激になりました。データを上手に活用していきたいと思いました。
データを通じ、結婚、出産、収入など、明確なライフスタイルの実現を描くことが出来、計画をもった時期がよく理解出来た。
様々なデータを提示いただき、今後社会にとって必要な支援を考えることが出来ました。
具体的なデータをご提示いただき、ありがとうございます。
具体的なデータを用いてのお話は、大変説得力があった。

企業
様々な立場から様々なデータを使って現状を説明頂き、課題がわかった。
示唆に富む内容で勉強になりました。
新しい情報を得ることが出来た。
夢は2人でかなえる。共に働き共に育てる。1人で悩まず、まず共有することの大切さを感じました。

表１ パネルディスカッションの感想回答理由

10．参加者アンケート 自由回答
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10．参加者アンケート 回答内容

89.4%

6.2%
4.4%

1 2 3

N=113

図８ 自治体での機運の醸成の必要性
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10．参加者アンケート 自由回答

表２ どのような情報や支援・環境が必要か

自治体
国をあげて機運を高める必要があると考える。若者が一歩踏み出す動機づけ。
本市の場合、区が独自に物事を進めていくために局の理解と協力が不可欠となっている。個々の必要性を認識してもらうと同時
に、国の施策について参画の是非を区で判断できるようにしてほしい。そうすれば、区も取り組みしやすくなる。
結婚支援に対し補助金を国、県、市からいただいても飲食代に充当できないのが辛い。何も食べることを目的としていないが、婚
活イベントには必要である。ぜひとも制限の解消をお願いしたい。
継続的な取り組みに対する財政的支援。
他の自治体の成功・失敗事例。市町との連携、企業への働きかけ。
他の自治体の先進的な事例（課題等も含め）。
自治体間の連携の強化。
他の自治体の成功例の共有。
結婚支援の取り組みを推進するために、各分野（行政、自治体、企業など）のリーダーが必要であると思います。
他の自治体、特に先進的な取り組みをしている自治体の成功例だけでなく、苦労した話などを聞きたい。
他の自治体の事例。
他の自治体の成功例、失敗例、および原因検証結果。地域の方、企業の方はどういうことを自治体が示せば一緒にやりたいと
思うのか。若年層は“いつか”と思っている人が多いと思うので、現実を若年層に正確に教える、伝える場。
他自治体の成功、失敗事例。
自治体が主体的に取り組むための仕組みが必要。民業圧迫や行政がやるべきではない、という風潮を打破することも必要。
地域の巻き込み方や連携。
有効な企業の巻き込み方の事例。
企業との連携、情報共有、共通認識。
企業との連携の仕方、ボランティアの増やし方。
企業との連携は課題でしたので、参考になりました。出会いの機会の創出は、行政、民間と増えてきたが、うまくいかない方々の
支援が課題です。有効なセミナー支援の在り方。講師の方の情報を知りたい。
若者に向けての情報提供が本当に難しいです。
20代の若い世代へ自治体の結婚支援事業をどのように周知するかが課題。データシステムマッチング型の出会いサポートセン
ターを運営しているが、30才～40才台が中心。婚活イベントも同様。20才台は結婚を深刻な問題として捉えていない。20才
台の若い世代が企画に自ら参加するような婚活イベント、結婚セミナーの開催などできないか。
若年層の方が結婚・出産を身近に感じる機会の提供。結婚の意義、良さを広め、結婚を支援してくれる社会環境の整備のPR。
独身の若い女性をうまく取り込む方法があれば教えていただきたい。当県では30代後半の男性ばかり申し込みがある一方で、女
性からは少ない。
データの活用（知らなかったデータがたくさんありました。）
データの活用。
他の自治体でのデータ、成功実例。
全国的、世界的な各種データの共有や、地域としての取り組み、連携する体制。
データの活用。施策の効果。
課題の乗り越え方。婚活経験者の声。
成功事例のノウハウを共有してもらうこと。横の連携。
結婚を希望する人の情報の共有。結婚条件の理想と現実の伝達。シャイな希望者へのパワーアップセミナーの機会の充実。
ダイバーシティ。色々な生き方があって良くて、決められた結婚観を押し付けない事。キャリアコンサルタントの配置。
多様な出会い場とサポーターの要請。
成功事例でなく失敗事例もわかると役立つと思います。
風土をどう作っていくかが大切ではないかと考えます。
どうしたら婚活を前向きに考え、感じてもらうか。気運の醸成の効果的な方法が必要と感じる。
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10．参加者アンケート 自由回答

表２ どのような情報や支援・環境が必要か

団体
県、市町村、商工会議所、団体等の連携をスムーズにしていく手立て。
就職支援も含めたシステム（正規移行と婚活支援をセット）。周辺地域及び経済、生活エリアの他県（例：鳥取←→兵庫、
島根、大阪、岡山）と婚活で連携する仕組み。
各市町での取り組みをまとめ、連携していける点がないのか、市町だけでなく全県でまとめていくための環境づくり。
官民挙げての協力体制を構築して実例をあげたい。その為の対策。
地域の課題解決に向けて自治体・団体の区切りなく一緒に取り組む為の体制が必要だと考えます。
補助金等の支援の拡充。
県を挙げて取り組む機運を醸成することが重要。
雇用の創出。結婚の後押し（決断の支援）。
子育て支援とは、出産・育児だけでなく、雇用の安定を実現する必要があると思う。
地域の巻き込み方やプロセスの情報を知りたい。結婚サポートセンターの運営内容や運営を協賛している企業・団体との連携方
法を知りたい。
親身になって考える事。地域の応援、協力。
当会では、東京圏在住の未婚女性のために、地方圏に住んでいる男性の情報と、イベント紹介を行っています。全国の自治体
で行われている婚活イベントの情報が共有できると助かります（情報を求めている女性が多数います）。
地域全体の結婚への支援。カップルへのフォロー。
広域連携は有効だと思う。
結婚後の生活基盤が不安だと、結婚に希望を持てず、独身の方がいいという考えになってしまうので、子育てしやすい環境だった
り、住居しやすい環境を強化していかなければいけないと思います。
福井県のようなライフデザイン、企業子宝率など。
働く環境。1980年代に戻ることは難しいのでしょうか。
婚活参加者より、もっと多く回数を開いてほしいと要望が多いが、運営における資金など、自治体などからもっと積極的な支援が
欲しい。
他の自治体の成功例、失敗例と資料をいただけるとうれしい。属性によって部会等わけて事例を学びたい。
他の自治体などの成功事例集を配布して頂きたい。

企業の巻き込み方の共有（セクハラなどで消極的になっている企業が多いので）。トップはＯＫを出しても、担当者レベルで足
踏みしてしまうことが多いです。共働きの推進を加速するための補助制度の情報が欲しいです。
各地域での取り組みレベルの差はあると思いますが、地域特性（人口、商圏など）にあったイベントを行う。太田商工会議所の
周辺店舗を貸し切り1000人規模。公園周辺でのイベントに大変興味あり。全国で参考になる。
出会いの企画の段階で、どのような登録ないし募集の条件にするか。個人情報の管理処理のノウハウを教えて欲しい。出会いの
イベントの企画のノウハウをマニュアル的に公開してほしい。
婚活イベントの助成金。
出会いの場づくりは進んでいると感じるが、出会い→カップル→恋愛→結婚に至るコミュニケーション力を高めるセミナーも重要だと
考えます。
パーティーをやる上で、悪い事例等を教えてほしい。私が開催したパーティーで予測できなかった（経験不足もあったかも）事が
起こり、パーティーがぶちこわされた事があり、色々な人間がいることがわからず対策をうてなかったので、そういった悪い事例の情報
がほしいです。
事例、連携、活用すべてです。併せてジェンダーとの誤解を受けないようにする工夫もお願いします。男性の結婚に対する意識改
革（不妊）もＰＲすべきと思います。男性は、いくつになっても若い女性と結婚でき、子供をもうけることが出来るという考えの人
が多いと思います。
20代のうちに結婚、出産の現実を知る機会を増やす。
現代の若者には引っ込み思案が多い。それを変えることが大事だが、良い方法はないだろうか？
若者、20代の結婚に対するイメージup。ライフプランを考えるキッカケの機会。20代のUターンのしくみ。
取り組み事例は参考になりました。
失敗事例はなかなか情報がとれないので、失敗事例を聞いてみたい。
データを婚活中の本人たちに見せたり、勉強していくこと。
データの活用。市町村行政の温度差がはげしいため、もっと理解と行動が必要。
データ、事業事例などの共有。
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10．参加者アンケート 自由回答

表２ どのような情報や支援・環境が必要か

企業
民間の婚活支援企業との連携。センターの職員さんの業務設計や育成。マッチングシステム。
民間をいかにまきこむか。どうしても行政がレールを敷きがち。
働く、結婚、産むの包括的な取り組みを。どの視点が抜けていてもだめだと思います。
メディアの活用や当人たちの意識を支える提案。

所属無回答
福井県の様に全国各県が取り組んでほしい。少子化の要因の一つである未婚化、晩婚化を改善するために婚活に取り組んで
いる結婚応援を行うに当たり大切となるのは、信頼感と安心感であり、そのために国、県、市、町が直接事業として必要であると
思う。
色々な団体の取り組み（成功例など）が知りたいです。
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10．参加者アンケート 自由回答

表３ 感想・意見・要望

自治体
今回は自治体のみの参加でしたが、次回は府内の団体にも呼び掛けたいと思います。

企業との連携について、とても参考になりました。

本市ではこれから結婚応援の取り組みを開始しようとしている段階です。事業・イベントといった手段よりも、結婚応援の必要性
を確認することができて有意義なものでした。

交流会の時間を設けていただき、貴重な情報を得ることができました。ありがとうございました。

全国の自治体や企業がどのような取り組みを行っていて、成果がでているのか知ることができて大変勉強になりました。開催する
側、実際に婚活イベント等に参加した側、両者の意見交換ができるような場が全国的にあれば良いなと思いました。

他県の関心が高いことを知り、東京都での取り組みの検討の参考にしたいと思います。

当市の結婚支援を進めていくにあたり、多くのヒントをもらえたので、活用できるものから取り組んでいきたい。

ありがとうございました。

ご苦労様でした。

実は、徳島県職員の未婚率は、全国平均や県平均と大差ありません。経済的な理由以外にも結婚支援の難しさがあるように
感じます。
本日のフォーラムでは、県が主体的に取り組むべきとの印象を持ってしまうので、今後はテーマを絞って実施すべきと考えます。

各県は札をつけて指定すべき。人数が多すぎるとピンポイントで情報交換したいが、これではだれがどこにいるかわからない。

他の自治体の事例など、参考になりました。ありがとうございました。結婚支援について、行政、企業、教育など各団体の働きかけ
が必要だと思うが、ライフプランなどの啓発などは、国からの呼びかけがあると効果的だと思う。市役所からより、国から言われた方
が企業なども動きやすいのでは。

もっと時間に余裕が欲しかった。次回の開催もお願いします。

少し時間がタイトだったので、基調講演はもう少し長くても良かったかな？と思いました。婚活支援だけでなく、ライフデザインや家
族観の形成等についての情報・知見もいただけるとありがたい（パネルディスカッションでもいただきましたが・・・）。有益な時間を
ありがとうございました。

交付金の二次募集をぜひお願いしたい。やりたいことがたくさんたくさんあります。
自治体単体では取り組めない部分もあるので広域で連携できるよう、国の補助金メニュー等を整備してほしい。
企業にフォーカスしたシンポジウム、フォーラムの開催。
定期的にフォーラム（地方開催）を設けてほしい。
気運の醸成にはメディアを活用した、国をあげての大々的な継続的なキャンペーンが必要と思っている。国としてはぜひ取り組んで
いただきたい。
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10．参加者アンケート 自由回答

表３ 感想・意見・要望

団体
今回は内容が盛り沢山でした（時間が不足）。もう少しゆっくり聞きたかったです。
心身ともに健康で生涯を終えるための支援が出来る様、何かできたらと思いました。
データや傾向など、分析や企画などに大変役立つ資料、講演参考になりました。ありがとうございます。
成功事例がたくさん聞け勉強になった。今の自分の活動と同様の事例もあった為、自信がもてた。ありがとうございました。
本日お話に出てきた「企業」と、小さなお店が地域に果たす役割について考えさせられます。
大変ありがとうございました。今後の活動に活かしていきたいと思います。
結婚支援をする時に単にマッチングだけでなく、何を目的にすべきか考えさせられる内容でした。貴重な経験をさせていただき、あり
がとうございました。
大変有意義でした。
全国の活動事例を聞け、今後の取り組みの参考になりました。他機関との連携の重要性が再認識できました。
事例発表の時間が限られている中で、取り組みの起動部分のお話が伝わってこなかったように感じました。
本日はこのような機会を作ってくださりありがとうございました。私達運営側はもちろんの事、イベントに参加する女性と男性にも、
経済力やライフプランニングをしっかりと考えて、理解することが大切だと思いました。
沖縄の婚活モールｉｔｏは成婚率3％以上です。参考までに。

現実を知らない独身者（特に40代男女）ほどセミナー等に参加する率が低い。そこをどう意識改革させるか課題だと思う。

結婚、妊娠、出産などの知識等を小さいうちから教育に取り入れていく必要があると思う。
県婚活センター総括責任者として同様のフォーラムを長崎県でも行いたい。県めぐりあい事業に年間1万人参加してもらっている
が、今後は企業をいかにまきこむかがポイントと考えた。

知識の浸透が本当に必要だと痛感しています。民間の立場として出来ることで、行政に連携して頂ければと思います。

結婚を機に地方に移住したい女性が多くいます。東京圏と地方を結ぶアイデアがありますので、機会を設けて紹介させていただけ
ればと思います。今後も情報をよろしくお願いします。
中央大学の山田教授の話をもっと聞きたかった。
パネリストの方々の個別の講演を、自治体でしてほしいと思いました。このパネルディスカッションも。
今後は、共働きをベースに、社会を変えることを基盤に、事業に取り組むことが大切。パネルディスカッション全体で、パネリストの
方々の発言のスピードが速すぎるので、極力ゆっくり話していただきたい。
とても良かった。この企画を各地方、近畿、中国、などでもやってほしい。

結婚支援と就職支援をセットにした展開が必要。１．非正規社員の方が結婚支援事業に参加できない（又、参加者が少な
い）。２．婚活支援サービスに正規雇用のアドバイスコーナー（職業紹介業と連携）。今回のテーマは「新たな連携」ではない
でしょうか？もっと連携についてテーマを！！

大臣の出席には、国のやるきを感じました。情報交換のために、このような会議（シンポジウム等）を毎年開催して下さい。
情報の共有は、大事なことと考えています。当フォーラムの継続を望む。よろしくお願いします。大変有意義でした。

企業
大変勉強になりました。本当にありがとうございました。
結婚支援の難しさややりがいを感じた。
私自身のやる気につながる機会でした。ありがとうございました。
そもそも恋愛したくない、性的関心もない若者たちをどう意識変化させるのかがわからない。こうしたフォーラム、ぜひホームページで
内容を公開して下さい。

所属無回答
福井県さんの取り組み、お話が聞けて良かったです。


