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1 北海道 12 千葉県
13 東京都
14 神奈川県

「あなたの婚活」応援プロジェクト」企業・団体における婚活支援の取組醸成
・日常的に交流機会の少ない企業・団体に属する従業員（構成員）の皆様に対して、新潟県が補助する事業者が出会いの場を提供し、マッチングを図る。
・出会いの場参加後は、コーディネーター（世話焼き人）が付き、交際方法の伝授等を行う。
・未婚者が気軽に出会いの場へ参加（個別マッチングシステム登録含む）出来るような環境設定を企業・団体が取り組めるように、企業・団体向けの各種セミナー等を
行う。

新潟県内企業1,500社に企業の婚活支援の取組等について調査実施

結婚・交際に関するコミュニケーションのための「ガイドライン」策定

新潟県少子化対策モデル事業
時間的ゆとり又は経済的ゆとり創出、地域による子育て支援の充実に向けた６類型について企業・団体が３年間、継続的かつモデル的に実施するための一部経費を
補助し、それぞれの類型における少子化施策としての効果を検証する。

新潟県15

とやまマリッジサポーター事業
企業向けセミナーを開催する等、企業の協力のもと、登録を希望する独身従業員が多数いる場合には、企業での出張登録会を開催する。
企業向けセミナーでの出張登録会開催の周知や、市町村を通して各市町村にある企業への周知などを行い、従業員への周知・登録につなげる。

結婚支援ネットワークの形成
県・市町村、関係団体、とやまマリッジサポートセンター等からなる富山県結婚支援ネットワーク会議を設置し、結婚支援に関する総合的な情報交換、支援体制の強
化を図る。

仕事と子育ての両立に関する意識調査事業
県内企業経営者及び従業員に対し仕事と子育てに関する意識調査を実施し、調査結果報告書を作成。

子育て支援・企業トップセミナー
仕事と子育てが両立できる働きやすい職場環境づくりを進めるため、企業トップセミナーやワークショップを開催し、経営者自らの理解と意識改革を促進。

仕事と子育て両立支援パワーアップ推進事業
行動計画策定体制が十分でない小規模な企業（従業員数30～50人）を対象に計画策定説明会の開催や両立支援推進員の派遣等により、策定支援を実施。

男性の働き方改革セミナー開催事業
企業・大学へ出向いてイクメン・カジダン・イクボスに関する出前講座を実施するとともに、企業・大学向けのレポートを作成。

子宝モデル企業普及促進事業
県内企業の子育てのしやすさを企業子宝率を用いて分析するとともに、その数値が高く、仕事と子育ての両立支援について優れた取組みを行っている企業をモデル
企業として顕彰し、その取組みをリーフレットやHP等で紹介。

富山県16

ぎふ婚活サポートプロジェクト事業（通称：コンサポ・ぎふ）
結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女に対して、県内の登録企業・団体や市町村等と協力・連携して出会いの場を提供。
１　従業員結婚支援団体による情報提供
企業・団体内の独身従業員に出会いの場イベントの周知に協力する企業・団体を登録。
ぎふマリッジサポートセンターから登録企業に対して、イベント情報等の提供を行う。
２　出会いの場提供団体への支援
独身男女に出会いの場を提供するイベントを自ら企画・運営する企業・団体を出会いの場提供団体として登録。
ぎふマリッジサポートセンターにおいて開催イベントの周知を行う。

岐阜県21

婚活応援企業の募集・登録、活動促進
若者の結婚を応援する企業を募集・登録し、企業を通じて、サポートセンター等について従業員に周知を行うとともに、婚活応援企業が結婚を促進する企業内セミ
ナー等を実施する際には、従業員の結婚への意識改革が図られるよう、県からアドバイザーを派遣することとし、こうした取組をモデルとして、他の企業等への周知を
行う。

婚活応援フェア・セミナーの開催
若者の結婚を応援するため、やまなし出会いサポートセンターや縁結びサポーター等と協働して、結婚を支援する各種事業の情報及びコミュニケーション能力向上や
服装・メイク術等へのアドバイス、妊娠・出産・子育てに関する情報を提供するフェア及びセミナーを開催する。

若者応援ネットワーク会議の開催
県民（婚活応援隊）、企業（婚活応援企業）、団体（縁結びサポーター等）、県・市町村が研修や情報交換等を通じ、ネットワークを構築する。

山梨県19

いしかわ企業版しあわせアドバイザー
企業（団体）内に、県・市町の結婚支援施策の情報提供や、企業間交流会の開催等を担う「いしかわ企業版しあわせアドバイザー」を置いて、従業員への出会いの機
会の提供に取り組む企業を「いしかわ婚活応援企業」として認定。県は従業員向け婚活応援ガイドブックの作成・配布やライフプラン講座の開催支援などを通じて、認
定企業の取組を支援。

出会いイベントの開催支援
企業・団体が企画・開催する独身男女を対象とした出会いイベントの開催費用を助成。

石川県17

社内婚活サポーター
県から発信する結婚支援情報の窓口となり、社内での情報提供を行う「社内婚活サポーター」を設置。

県内結婚支援担当者研修会
市町村等が運営する結婚相談所の相談員、イベント担当者、県内企業の「社内婚活サポーター」を対象とした結婚支援のための実践的な研修会と情報交換会を開催
する。

企業間等交流セミナー
県内企業に勤務する未婚者同士の交流を促進するため、企業間・異業種交流会等を「社内婚活サポーター」と連携し、開催。コミュニケーションの向上や結婚意識等
の醸成等の交流セミナーも実施。

長野県20

「職場の縁結び応援システム」の構築
福井県婚活応援サイト「ふくい婚活カフェ」に結婚応援企業専用ページを開設。職場の縁結びさんが設置されている企業名、業種、企業ＰＲは誰でも閲覧できるように
するとともに、独身従業員の就労状況やＰＲコメント、結婚応援企業の担当者名、連絡先、交流等の希望、セミナー等の開催情報等は結婚応援企業がいつでも閲覧で
きるようにした。

結婚につながる実践力向上事業
結婚を望む若者にコミュニケーションやマナーなど異性とのお付き合いに役立つスキルを身につけるためのセミナー等と、交流会を組み合わせた婚活イベントを実施
する団体に対して補助。

福井県18

9

埼玉結婚♡子育て応援フェスタの開催
「埼玉結婚♡応援サポーター」と協力して、ミニブライダルフェアや１日結婚相談等を行なう「埼玉結婚♡子育て応援フェスタ」を開催するとともに、意見交換の場となる
「結婚♡応援サポーター協議会」を結成し、社会全体で結婚を応援する気運醸成を図る。

SAITAMA婚活コミッション事業
民間事業者等が県内の地域資源を活用して実施する婚活イベントに対して経費の一部を補助する。

埼玉県11

職場で行う切れ目ない支援促進事業
県内の事業所や行政機関を対象として、従業員の結婚から子育てまでの職場環境づくりについて前向きに取り組んでいる企業の成功事例等を紹介することにより、
ワーク・ライフ・バランスの促進など、従業員のライフステージ毎に切れ目なくサポートできるような職場環境づくりの機運醸成を図る。

福島県

3 岩手県

企業への「企業訪問アドバイザー」の派遣
いばらき出会いサポートセンターに「企業訪問アドバイザー」を設置し、県内企業の人事担当者に対し、独身者の結婚支援に関するアドバイスを行うとともに、企業間
の交流促進を行う。イベントコーディネーターと連携して、企業間のイベント交流の促進を行う。

イベントコーディネーター設置事業
いばらき出会いサポートセンターに「イベントコーディネーター」を設置し、市町村が婚活イベントを行う際の相談窓口や、広域連携を行うための連絡・調整を行う。
企業訪問を通じて得た情報をもとに、企業間交流イベントのコーディネートを行う。

結婚･子育て応援企業表彰
結婚支援や子育て支援の取り組みが顕著である企業を表彰し，当該企業が社会的に評価される仕組みをつくることにより，企業の自主的な取り組みの促進を図る。

子育て応援宣言企業登録制度
「仕事と子育てとの両立できる職場づくり」や「地域における子育て支援」等に取り組もうとする内容を「子育て応援宣言」として届出した企業を登録し，広く紹介すること
により，企業における子育て支援の取組を促進する。

茨城県8

イクメン・イクボス普及促進事業
男性の育児参加を促進し、結婚、妊娠・出産、子育てをしやすい職場環境づくりに向けた取組みを推進するため、①企業の管理者や従業員を対象とした啓発セミナー
の開催、②イクメンマークを活用した啓発グッズやリーフレットの作成及び配布、③個別に企業を訪問し管理職（人事担当者やチーム・リーダー等）に対し子育てをしや
すい職場環境づくりへの働きかけを行う。

栃木県

7

各都道府県における企業・団体等の結婚支援等に関する取組の支援状況

山形県6

事業所と事業所を結ぶマッチング事業
「ぐんま赤い糸プロジェクト」（「あいぷろ」）に登録する県内の企業・団体を対象に、コーディネーターが職種・地域性を考慮した企業・団体同士のマッチングを行うととも
に、当該企業等の従業員を対象にライフデザインセミナー及び交流の場の提供を行い、成婚につなげる。

地域の結婚応援事業費補助金
街コンの事前に開催するスキルアップセミナーやライフデザイン等に関するセミナーに対して補助。（ＮＰＯ、商工会議所などの非営利の団体）

ぐんま結婚応援パスポート事業
新婚夫婦等に対して、協賛店舗で提示すると特典サービスを受けられる結婚応援パスポートを交付。特典サービスを提供する企業・団体を「協賛店舗」として広く募集
することで、社会全体で結婚を応援する機運醸成を図る。なお、協賛店舗の情報（特典内容・ＰＲ等）は、県ポータルサイトで発信。

10 群馬県

"いきいき岩手"結婚サポートセンター「社員の結婚応援企業」
サポートセンターからのイベントの情報提供をもとに団体内の独身男女社員への周知を行う。

"いきいき岩手"結婚サポートセンター「出会い応援団」
パーティやイベントを開催し、サポートセンターが情報提供を行う。

企業間婚活WEBマッチングの実施
異なる会社の人と交流を希望する独身社員のグループ同士をマッチングさせ企業間の交流をサポートする。

企業人対象研修を取り入れた異業種交流
１日を通したグループワーク研修により、異業種交流を深める。

企業に対するワーク・ライフ・バランス推進研修
企業人事担当者等を対象とした社員の結婚支援を視野に入れたワーク･ライフ･バランス推進に関する研修を実施。

企業・団体・自治体等をつなぐ地域別情報交換会の開催及び「結婚支援ワーキンググループ」の設置
地域の特性に応じた市町村と民間企業等との協働による結婚支援の取組を強化。

青森県2

企業における独身従業員ライフプラン支援事業
企業における結婚支援を促進するため、企業に講師を直接派遣し、独身従業員のコミュニケーションスキル向上やライフプラン等について学び考える機会を提供する
とともに、その取組を広く周知し、従業員の出会いと結婚を後押しする企業の拡大と、県民の結婚に対する意識醸成を促進するため①独身従業員向け講座及びセミ
ナーの開催②独身従業員サポート推進員による企業の参加募集と意識啓発③事業成果の広報（テレビ放映・チラシ作成）を行う。

パパ・ママの職場へようこそ推進事業
企業による仕事と育児・家庭の両立支援の促進を目的として、
①「子ども職場参観日」のメリットなどを盛り込んだ事業ＰＲ用チラシ、ポスターを作成し、商工団体の会報誌への同封などにより、県内企業へ配付する。
②情報誌等による「子ども職場参観日」実施企業の取材及び記事掲載のほか、周知用パンフレットを作成し、商工団体の会報誌等に同封し、県内企業へ配布すること
により、積極的な企業の実践例を周知するとともに、ウェブサイト等の活用により、広く県民へ情報を提供し、企業の取組や両立支援制度等のＰＲを行う。

「19時からパパも子育て」推進事業
男女ともに子育てしながら働きやすい職場環境づくりを進めるため、商工団体等の関係機関と連携しながら、県内企業経営者等に対して男性従業員の所定外労働削
減に向けた取組の啓発と実施の働きかけを行う。また、積極的に支援する企業の実践例を取材し、広く周知することにより、企業が子育て世代の男性従業員を支援
する取組の促進を図る。さらに、より効果的な取組の手法・アプローチ等について効果検証を実施し、実践の拡大に向けた検討を行う。

モデル企業による啓発事業
女性の活躍や両立支援の分野における企業の取組状況等の調査結果を踏まえた先進的な取組を行う企業をＴＶなど多様な媒体で紹介する。

秋田県5

やまがた出会いサポートセンター「婚活イベント活動団体」
イベント、パーティー等の出会いの場を提供することができる企業・団体を募集し、活動団体が企画したイベント情報を出会い・結婚を望む方へホームページやメール
マガジン等で提供。

やまがた出会いサポートセンター「企業間出会いサポーター」
結婚を望む独身の社員を応援するため、企業間交流イベントの企画、運営、参加の後押しなどを行う”世話焼き役”を企業から選出してもらい連携して活動。

宮城県少子化対策支援市町村交付金事業
地域の実情に応じ，市町村が主体的に実施する少子化対策事業の支援を目的とした交付金事業の一部として，「出会い・結婚に向けた支援や情報提供等」について
交付金を交付している（結婚相談，婚活イベント等。市町村が団体に行う補助も対象としている。）。

結婚支援事業
みやぎ青年婚活サポートセンターを設置し，その業務の一部として，市町村内の推進委員会や自治会等に対して，結婚に関する昨今の情勢の情報提供や相談業務
のテクニックの伝授等を実施している。

宮城県4

資料５－１



※赤字は結婚支援の取組

都道府県 企業・団体等の結婚支援等に関する取組の支援状況 都道府県 企業・団体等の結婚支援等に関する取組の支援状況

27 大阪府

46 鹿児島県

47 沖縄県

40

かがわ縁結び支援センターの設置事業
・1対1のお見合い事業（縁結びマッチング）
・企業等が企画した婚活イベント（縁結びイベント）の開催支援
・交際フォローを行うボランティア「縁結びおせっかいさん」の募集・養成
・婚活イベント等を行う企業等を「応援団体」、自らの団体内の独身男女の結婚支援等に取組む企業等を「協力団体」として募集

香川県37

幸せおいでませ！結婚応縁事業
地域、企業、行政が協働して、結婚を希望する独身男女に１対１の出会いの場を提供する「やまぐち結婚応縁センター」を設置。

ぶち幸せおいでませ！結婚応縁事業
企業内に結婚支援を推進する企業内婚活サポーターを設置し、独身社員へ結婚支援情報の提供等を行う。
「やまぐち結婚応縁センター」、「やまぐち結婚応援団」、企業内婚活サポーター設置企業等と連携し、結婚応縁セミナーや婚活イベントを行う。

山口県35

ひろしま出会いサポートセンターの設置運営事業
・若者向けサービスを提供する企業の募集等
・未婚社員の結婚等の相談・推進役となる企業内サポーターを養成し、サポーター同士の交流も促進

企業間交流ワークショップの開催
・企業内担当者向けセミナー
・企業内独身者向けセミナー及び交流会

広島県34

あいはぐプロジェクト応援団事業
企業と官民協働で、「あいはぐプロジェクト応援団実行委員会（仮称）」を設置し、企業・団体・ＮＰＯ間のネットワークを構築する。そのネットワークでイベントを実施する
ことにより、各地域での実践のためのノウハウの共有化を図る。また、民間企業等との協働によりメディアを活用したポジティブキャンペーンとフォーラムを開催する。

企業子育て応援隊事業
従業員数１００人未満の小規模な企業に焦点を当て、３００社への企業訪問を行い制度周知とヒアリング。意欲的な企業１０社に対し継続的なコンサルティング。好事
例をもとにした啓発資料作成、県内企業を対象としたフォーラムの開催。

滋賀県25

ながさきで家族になろう事業
県・市町・団体を構成団体とする「長崎県婚活サポート官民連携協議会（仮称）」を立ち上げ、県下一体となった結婚支援事業を推進することとしている。

長崎県

ふじのくに出会い・結婚サポート事業
結婚願望がありながら積極的に行動していない企業・団体内の独身従業員をサポートするため、「ふじのくに出逢いサポートセンター」を県内３地域に設置し、趣旨に
賛同する「ふじのくに出逢いサポート企業」を登録するとともに、独身従業員とのパイプ役となる「職場のおせっかいさん」養成講座や独身従業員に対する、結婚への
意識を高めるためのスキルアップ講座等を実施。また、市町・地域の結婚支援者等を対象とした担当者会議を開催。

イクボス養成プロジェクト推進事業
企業の管理職の従業員の仕事と子育て両立についての意識を高める。①イクボス度診断ツールの作成及び企業推薦によるイクボス募集、イクボス養成講座、②企
業子宝率調査の実施、③企業との連携による子育て応援全国フォーラムの開催、④企業聴き取り、表彰企業事例集作成。

静岡県22

32

出会いサポーター
出会いや結婚に役立つスキルアップセミナーや、出会いのためのイベント等を実施し、県が情報発信する。

わかやま婚活応援隊
婚活イベントの開催や県の結婚支援事業の広報、サービスの提供（婚活イベント場所の提供や飲食の割引）などを実施する市町村や企業等をわかやま婚活応援隊と
して登録。
婚活イベントの開催情報は県HP「わかやま出会いの広場」で広報。
希望に応じプロの司会者を無料で派遣（年１６回）。

鳥取県31

事業所間婚活コーディネーター設置事業
異業種間、事業所間の交流を仲介するコーディネーターを配置（県内東中西部に各１名）し、コーディネーターは事業所を訪問し、人事担当者等を通して事業の周知、
登録の募集を行う。

婚活イベント開催事業補助金
非営利団体若しくは協同組合が実施する、多様な出会いの機会の創出に資するイベントに対し、予算の範囲内で補助金を交付。

子育てしやすい環境整備促進事業
県内企業の「企業の子育て推進力（＝従業員が子育てしやすい企業であるかどうか）」を、「企業子宝率」の数値を用いて調査・分析し、その数値の高い企業の取組を
周知することで、県内におけるワーク・ライフ・バランス及び子育て支援の取組の推進（男性の育児休暇取得、家事・育児参加の促進等）、地域住民への普及・啓発に
繋げる。

企業による結婚支援活性化促進事業
県内企業に「出会いサポート企業」への登録を働きかけ、企業で行う結婚支援に対するアドバイザーの派遣、企業向けセミナーの実施、企業・団体向けイベント支援を
行う。

知事との婚育（こんいく）トーク
知事が企業に出向き、管理職や新婚職員と企業の取組支援についてトークを行い、これをＰＲする

みえの少子化対策を考えるフューチャーセンター事業
ＮＰＯ，企業、学生、行政などの様々なセクターから参加者を集め少子化対策につながるアイデアを考えるフューチャーセンターを創設。県内各地で行ったフュー
チャーセッションの結果６００のアイデア。合わせて行った地域別懇談会で１３のアクションプランを導き出し、行政や企業が実践していく。

企業子宝率調査事業
企業における合計特殊出生率の調査（企業子宝率調査）を実施。優れた取組を表彰、啓発冊子を作成。

三重県24

縁結び交付金事業
市町村が法人や団体等に委託又は補助して実施する縁結び事業に対して交付金を交付。

島根県

岡山県33

あいち企業婚活出前講座
婚活協力団体等に講師を直接派遣し、企業等の結婚支援の必要性や、独身従業員のコミュニケーションスキル向上等について学び考える機会を提供。

子育て応援の日（はぐみんデー）普及啓発事業
企業による子育てに関する社会貢献活動に焦点を当て、県民及び企業にその活動を周知、普及、促進。①社会貢献活動実施状況アンケート、事例集の作成。②はぐ
みんデー啓発事業。

愛知県23

和歌山県30

きょうと婚活応援センター事業
・きょうと婚活支援センターに「企業開拓員」を設置。府内各企業を訪問し、婚活事業の情報提供、会員募集にあたる。
・企業規模に応じたイベント開催支援、地域レベルでの異業種参加によるパーティ等開催支援を実施。
・アドバイザー等派遣し、セミナー、イベント開催の支援。

京都府26

「おおいた婚活コーディネーター」の配置
訪問により企業経営者や人事担当者に対して独身従業員の婚活応援を働きかける「おおいた婚活コーディネーター」を配置。
企業の窓口となる「社内婚活サポーター」の設置を普及し、婚活イベント情報の提供や企業間・異業種間の婚活イベントの開催支援等を行う。

若手従業員向けライフデザイン講座の開催
将来の結婚や親になることを早い時期から意識してもらうために若手従業員向け「ライフデザイン講座」を開催。

「九州・山口地域あかい糸めーる」による婚活イベント情報の発信
九州・山口各県が連携し、各県で行われる婚活イベント情報を発信する“あかい糸めーる”システムを共同で運用。一定の要件を満たした企業、団体を「おおいた出会
い応援団体」として登録し、情報発信を支援する。

大分県44

みやざき結婚サポート事業
「みやざき結婚サポートセンター」を設置し、会員制の「みやざきマッチングシステム」により、結婚を希望する男女に対して個別の出会いをサポートする。

えんむすび舞台づくり事業
宮崎県内に本社又は主たる事務所を有する企業・団体が、独身者に対して出会いの場を提供する等、結婚支援活動のモデル的取組に対し補助を行う。

えんむすび絆づくり事業
宮崎県内の企業に勤務する独身者を「Bizcom」として募集し、Bizcomリーダーが企画する結婚支援イベントのコーディネートを行う。

宮崎県45

企業婚活支援ネットワーク構築事業・徳島攻めの婚活事業
（上記事業については、H27.3.31終了し、「マリッサとくしま」で事業を継続）

・企業・団体間婚活支援ネットワーク事業として、「マリッサとくしま」の周知やイベント情報を独身従業員に提供する。
・ネットワーク登録企業・団体間の交流やマッチング支援の場として、企業・団体婚活支援ネットワーク会議を開催する。
・企業・団体の人事、福利厚生部門を対象に意見交換会や講習会を行い、結婚支援の理解を深める。
・システムによる企業・団体間のマッチングを行うなど、多様な出逢いの場を提供する。

“心ときめく”地域婚活支援事業補助金
・平成26年度から、市町村等と連携して、団体等が実施する地域の実情にあった創意工夫のある「婚活イベント」に対し補助している。

徳島県36

「高知家の出会い・結婚・子育て応援団」の普及・連携強化、フォーラム等の実施
応援団への情報提供、応援団内の結婚支援サポーター・子育て支援サポーター担当者との連絡調整・相談対応、応援団の取組情報の収集などを行う。

高知県ライフプランセミナー開催事業
高知家の出会い・結婚・子育て応援団に登録した企業・団体等の独身従業員を対象として、企業等が行う職員研修等の一環としてのライフプランセミナーなどへの講
師派遣等により支援。

高知県出会いのきっかけ応援事業費補助金
地方自治体や、複数の企業等が、自社の従業員を対象として結婚支援イベントを行う場合に、実施回数等に応じて補助。婚活に役立つセミナーを開催する場合は加
算。

39 高知県
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「くまもと結婚応援チャレンジ事業補助金」
市町村等と連携して、農協等の団体等が実施する婚活イベントに対し補助を行う。

熊本県43

ライフデザインセミナーの開催
若者を対象に、結婚、子育て等に関するセミナーを実施することにより、結婚等についてリアリティをもって考えてもらう機会を創出する。県内の企業や大学（短期大学
含む）へ講師を派遣。

子育て応援宣言事業所
県内企業・事業所の代表者が、従業員の仕事と子育ての両立を支援する具体的な取組を自主的に宣言し、それを県が登録する「子育て応援宣言事業所」登録制度
を推進。県は宣言事業所の取組を県のホームページをはじめ各種広報媒体を通して広く紹介し、ＰＲする。

佐賀県41

愛顔の婚活サポート事業（婚活メンター育成事業）
メンター制度を婚活版として実施することを目指し、啓発パンフレットを作成、企業へ周知広報し、企業内で独身者の世話焼きを行う婚活メンターの育成を行う。協力を
得られた企業の婚活メンターには勉強会やアンケートを実施。

愛顔の婚活サポート事業（企業団体における結婚支援促進事業）
一般企業を訪問し、社員の婚活への理解を深めるための周知・啓発を行う。また訪問できない企業についても、啓発資料等による広報を行う。あわせて社員等にセン
ターの紹介やイベント情報の発信などを行ってもらう協賛企業としての登録を依頼する。

愛媛県38

結婚応援宣言大会の開催
結婚応援宣言の取組みを広くＰＲし、企業等における結婚応援の気運を高めることを目的に結婚応援宣言大会を開催する。

ふくおか縁結びネットワーク研修会・交流会の開催
地域の結婚応援関係者（市町村、出会い応援団体、ふくおか結婚応援サポーター等）のネットワーク化や活動の活性化を支援する研修会、交流会を開催する。

ライフデザインセミナーの開催
市町村や大学等と連携して、独身男女に対して、結婚のすばらしさや仕事と家庭を両立する生活を具体的にイメージしてもらい、結婚意識を高めるセミナーを開催す
る。

子育て応援宣言企業推進事業
県内企業・事業所の代表者が、従業員の仕事と子育ての両立を支援する具体的な取組を自主的に宣言し、それを県が登録する「子育て応援宣言企業」登録制度を
推進。
県は宣言企業の取組を県のホームページをはじめ各種広報媒体を通して広く紹介し、積極的にＰＲする。

福岡県
少子対策ネットワーク構築事業
子育て団体をはじめ、結婚、妊娠・出産を支援する団体が一同に会して共同で交流会を開催し、結婚を控えた若者から子育て中の親子、育児に参加したい祖父母世
代を対象に、当事者全員参加型の交流会を実施。

出会いイベント事業
あいサポ応援団が自主開催する、料理、スポーツ、観光等を盛り込んだ多彩な交流イベントの情報を、ひょうご出会いサポートセンターからあいサポ会員（団体）にお
届けし、団体内の会員への周知を依頼する。

兵庫県28

なら結婚応援団
独身者へ「出会いの場」を提供したり、結婚に向けての自己のスキルアップ等を目的としたセミナー等のイベントを開催。
県は、ホームページへの掲載やメールマガジンの発行等により応援団員実施イベントについて、情報発信。

奈良県29

各都道府県における企業・団体等の結婚支援等に関する取組の支援状況


