
①結婚に対する取組

○ 結婚支援センターの運営、出会いの機会・場の

提供等（P.1-5）

○ 企業・団体による結婚支援（P.6）

②結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする
子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組

○ ライフデザイン教育（P.7）

○ 乳幼児とのふれあい（P.8-9）

○ 男性の家事・育児への参画促進（P.10）

○ 「イクボス」普及の取組（P.11）

○ 子育て支援パスポート（P.12）

○ 結婚応援パスポート（P.13）

○ 結婚・子育て機運の醸成（P.14）

○ 企業・団体等の自主的な取組支援（P.15）

地域少子化対策重点推進交付金 採択事例集

内閣府子ども・子育て本部

上記①②を横断する取組

○ 地域人材を活用した縁結び・子育て支援（P.16） ○ 少子化原因の調査・分析（P.17）

結婚新生活支援事業

○ 広報の効果検証（P.18）

○ ＰＲを「優良事例の横展開支援事業」で実施（P.19）

○ 独自の「申請の手引き」作成（P.20）

令和元年8月20日



ビッグデータを活用したマッチングシステムの活用とボランティアによるサポート

・平成20年度に「えひめ結婚支援センター」を開設。
企業、市町、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等と連携し地域全体で結婚
を支援。

・平成28年の県内婚姻率は4.3（全国35位）、初婚
年齢は夫30.3歳、妻28.9歳（前年度比+0.1,+0.2）と
依然として未婚化・晩婚化が課題。

地域の実情と課題

① えひめ愛結び（お見合い）推進事業 （ビッグデータの活用、ボランティアの育成）
会員情報をデータベース化し、過去の様々な行動データを蓄積したビッグデータ
をもとに、相性が良いと考えられる相手を判断・提案し（ビックデータからのリコメ
ンド）、効果的に相手を検索することが可能。
また、お見合いボランティアを育成し、成婚まで丁寧にサポート。
さらにサテライトセンターの運営、会員向けセミナー、相談会等を定期的に開催。

② ネットワークの構築
企業、市町等が連携するネットワークを構築し、若手従業員等も参画できる異業
種交流会を開催。

事業概要

ビッグデータを活用したマッチングシステムとボランティアによる丁寧なサポートを
組み合わせた成功事例の一つとして全国的に注目されており、多くの自治体が視
察に訪れている。

■ ビッグデータを活用した機能のお引き合わせ率
お見合いに至る割合 (使用前)13％ → (使用後)29％

■ これまで電話やメールだけを活用してきたが、ビッグデータを有効に活用するこ
とで会員情報を効率的に活用でき、またお見合いボランティアによるフォローと
あわせて、成婚まで丁寧に対応することが可能に。

■ 支援センターの累計成婚数1,000組超。利用者数延べ130,309名。

えひめ結婚支援センター運営事業 【愛媛県】

事業の成果

49,617千円（平成27年度補正、実績額）
22,170千円（平成28年度補正、実績額）
28,030千円（平成30年度当初、実績額）
22,871千円（令和元年度当初、見込額）
人口 1,349千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成26年度

←ビックデータをもとに

したリコメンドイメージ
（マッチングシステム）

出典：えひめ結婚支援
センター「ライフデザイ
ン応援ガイドBOOK」

ビックデータを活用したマッチングシステムの詳細：https://www.msc-ehime.jp/contents/bigdata/
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協賛企業等と連携し、AIﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑと相談員による都市型の結婚支援

・埼玉県の婚姻数、婚姻率は低下傾向にあり、支
援を強化する必要。

・従前、民間の婚活イベントを支援していたが、結
婚や出会いに関する行政支援のニーズが多いこ
と、市町村単独のイベントは参加者が集まらない、
手詰まり感がある等の課題。

・人口の流出入が多く、地縁が薄いといった都市部
特有の課題も存在。

地域の実情と課題

県が以下のような広域的・総合的な結婚支援を提供。

◆ SAITAMA出会いサポートセンターの開設・運営

・埼玉県、市町村、民間企業等が協議会を設置。出会いから交際、結婚までをサ
ポートするSAITAMA出会いサポートセンターを開設(県内３か所）。

・センターでは、会員が希望する条件でお相手を検索する機能はもとより、事前の
アンケートに基づき、AIが様々なビックデータを元に自動的に判断し、相性が
良いと思われるお相手を紹介する結婚支援システムを導入。併せて、センター
スタッフ(相談員)が必要に応じてメール、電話等によるサポートを実施。その他、
多様な婚活イベント、スキルアップセミナー、出張登録会を開催。

・協賛企業等から成婚退会したカップルへの記念品贈呈を行う等、多様な主体が
運営に携わるメリットを活用。

事業概要

■ 協議会には、県、市町村のほか、社協、報道機関、経済団体、金融機関、共済
組合、農協、NPO、旅行会社、婚活支援団体・企業など様々な分野で44社・団
体が参画(令和元年６月末時点)し、官民一体となった結婚支援の機運を醸成。

■ １都３県で初めてとなる出会いサポートセンターの設置やこうした官民一体と
なった協議会による運営は、結婚・婚活を応援する団体から表彰を受けるなど、
特に都市部の自治体における結婚支援の好事例として注目されている。

■ 平成30年８月の募集開始以来、令和元年６月末までの状況
・登録会員数 約2,100人 ・交際開始ｶｯﾌﾟﾙ数 540組 ・成婚退会数 10組

SAITAMA出会いサポートセンター事業 【埼玉県】

事業の成果

25,586千円（平成30年度当初実績額）
23,900千円の内数（令和元年度当初所要見込額）
人口 7,311千人（平成30年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

浦和サポートセンター 相談ブース
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山陰地方における県境を越えたマッチングの実施

・平成27年度に、鳥取県「えんトリー（とっとり出会
いサポートセンター）」及び島根県「しまね縁結び
サポートセンター」が設置されたが、マッチングシ
ステムは、鳥取県が平成27年度、島根県が平成
30年度に、別々に構築。

・両県のマッチングシステム導入時期に差があるこ
とから、単県でのマッチングシステムでは、会員
数が伸び悩み、マッチング相手のバリエーション
が限られてしまう点が課題。

地域の実情と課題

◆ 両県の若手職員からの提案をきっかけに、両県のシステムを連携させるための

共通サーバーを整備し、県境を越えたマッチング（プロフィール公開、お相手探

し）を実施。

◆ 結婚支援センター窓口は相互利用が可能で、会員は、隣県の結婚支援センター

においても、お相手検索、お見合い申込みをすることができる。

※マッチングシステム本体については、お見合い時の立会い手法等の運用詳細が異なる点を

踏まえ両県単独のものを維持し、広域的なマッチングを希望しない者には、各県内のみで

プロフィール公開とお相手探しを行うことも可能としている。

事業概要

■ 両県は生活圏が重複する地域も多いため、県境にあるセンターを隣県在住者

にも開放することで、会員の利便性が向上した。

■ 県境をまたいだ広域的な連携を行うことで、特に女性会員数が増加し、更なる

出会いの機会を創出することができた。

特に島根県においては、マッチングシステム新規会員の84.1％が県境をまたい

だマッチングを希望し、結婚支援の機運醸成にも資することができた。

えんトリー（とっとり出会いサポートセンター）機能強化事業
とっとり＆しまね広域PCマッチングシステム導入事業

【鳥取県・島根県】

事業の成果

＜鳥取県＞
2,484千円（平成30年度当初、実績額）
※県境を越えたマッチング実施に係る部分

人口 560千人（平成31年1月1日時点）
＜島根県＞
2,160千円（平成30年度当初、実績額）
※県境を越えたマッチング実施に係る部分

人口 679千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

鳥取県「えんトリー」検索画面
（鳥取県・島根県両県のお相手を検索することができる）
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２市１町が連携した結婚支援事業

・新発田市と隣接する胎内市及び聖籠町は平成28
年に定住自立圏形成協定を締結し、平成29年度
から３市町連携事業の一つとして結婚支援事業
を実施。

・２市１町ともに、結婚に消極的な若い世代が増え
ており、年少人口の減少や有配偶者率の低下等
が共通の課題になっている。圏域内の未婚・晩婚
化に歯止めをかける必要。

・２市１町が別々に取り組むことは、参加者が固定
化しイベントの魅力が低下するほか、新たな取組
を行いたくても財源が限られる。

地域の実情と課題

◆２市１町の中心市である新発田市が主体となって事業の調整を図り、胎内市
及び聖籠町と共に事業計画の策定や情報発信を行った。

（令和元年度事業内容）
以下の婚活支援事業を２市１町が合同で実施
① 若者対象意識調査（令和元年度～）
② ライフデザインセミナー（平成29年度～）
③ 参加者対象事前セミナー、婚活イベント、アフターフォロー（平成29年度～）
④ １対１マッチング事業（新潟県事業「ハートマッチにいがた」臨時窓口開設）（平成30年度～）
⑤ 無料個別相談（平成30年度～）
⑥ 制度周知（ポスター、チラシ）（平成29年度～）

事業概要

■ 連携して婚活支援事業を実施することで、集客を確保できると共に、参加者の
居住地が広域的であることから、単独で実施するより交流人口が増加した。
（例：聖籠町では人口１万３千人程度であり、町単独では参加者が限られていたが、合同で
取り組むことで他地域からの参加者も得て実施できた。）

■ ２市１町が経費負担し合うことで、それぞれのコストを削減しつつも、婚活イベン
トの開催数を増やしたり、バリエーションに富んだ事業を実施することができた。
（例：新発田市：H27年度とH29年度を比較すると878千円のコスト削減、
胎内市：H28年度とH29年度を比較すると223千円のコスト削減）

■ 効果的な取組の結果、参加者の満足度も向上し、結婚に対する活動に前向き
になった人の割合が100％となった（アンケートより）

新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業
【新潟県新発田市・胎内市・聖籠町】

事業の成果

5,129千円（平成29年度実績額）
4,928千円（平成30年度実績額）
3,475千円（令和元年度当初額）
人口 新発田市 98千人

胎内市 29千人
聖籠町 14千人 (平成31年1月1日時点）

事業開始年度 平成29年度

ライフデザインセミナーチラシ
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広域行政事務組合による広域的な結婚支援

・熊本県内の２市４町で構成される有明広域行政
事務組合は、平成22年から荒尾・玉名地域結婚
サポートセンター(通称：KOIBANA)を開設し、広
域的な結婚支援を推進。
・同組合では、会員への聞き取りを積極的に行い、
ニーズやその都度の取組課題に的確に対応した
取組を実施。

・会員数は一定程度確保しているものの、積極的
に活動していない会員が半数近く存在しているこ
とから、具体的な活動イメージ等の提示等を通じ、
結婚の希望を叶えることが課題。

地域の実情と課題

◆ 会員向けのセミナー、模擬イベント等を開催し、具体的な活動イメージを提示。
これらの実施に当たっては、結婚サポートセンターにおける個別マッチングや
隣接する福岡都市圏へのプロモーション活動などの組合単独事業、県の補助
金を活用したセミナー事業など他の様々な取組と連携。

① 会員向けセミナーの開催(事前セミナー)

専門家を招き、自己・他者理解や共感の促進、ライフデザインの提示、コミュニ
ケーションスキルアップを図る会員向けセミナーを開催。

② 模擬イベント等の開催
模擬イベント・お見合いを行い、終了後に参加者同士で意見交換を行うことで、
客観的に自己分析を実施。その後、実践の場としての婚活イベントを開催。

ｚ

事業概要

■ 広域事務組合が実施主体となることで、各市・町単独で取り組むよりも、効果
的・効率的な取組が実現。また、県との連携により、九州圏域の未婚者に対す
るPRを行うことで、圏域外からの参加も得られた。

■ 主な成果
・結婚後の生活にイメージがわいたと回答した参加者割合：97%
・今後の活動に役立つと回答した参加者割合：94％

■ なお、会員ニーズや取組課題を踏まえ、令和元年度には、ひとり親等に対する
マリッジデザイン構築支援に取り組む予定。

KOIBANA会員等に対するマリッジデザイン構築支援事業 【有明広域行政事務組合】

事業の成果

1,346千円（平成30年度当初実績額）
人口 161千人（平成31年1月1日時点）
※年度により取組内容が異なる

出所：有明広域行政事務組合HPより引用
https://www.ariake-kouiki.or.jp/gyousei/q/aview/102/4.html
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民間企業・団体が連携し、地域の結婚支援を考える

・未婚化の進行や晩婚化により、婚姻数・婚姻率と

も減少傾向にある一方で、県民意識調査(H30年

度) によると、20～30代の未婚男女のうち、6割が

結婚を希望し、6割以上が行政の支援に賛成。

・市町村、民間企業・団体、学校等の多様な主体

が連携し、県がそれらの取組を育成・後押しする

ことで、家族形成支援（特に結婚支援）を効果的

に推進する必要。

地域の実情と課題

① 協議会の運営・全体会議

民間企業、社会福祉協議会・商工団体等の関係団体、県内全市町村の少子化
対策担当課、県人権・男女共同参画担当課等45団体が参加し、結婚支援につ
いての意見交換・情報共有を行う。

② 推進部会による政策研究・立案

H30年度は、課題別に２つの「推進部会」を設け、実践的な合同研究を年10回
実施。 テーマ：広域連携による結婚支援、地域資源を活用した結婚支援

③ 公開セミナー・交流会の実施

・ 結婚支援を行う者（協議会構成員以外も含む）を対象に、婚活イベントに係る
基礎知識・留意事項を学ぶ講座や、婚活サポート方法についてロールプレイ等
で実践的に学ぶ講座を開催。講師は、ノウハウを持つ民間企業より招聘する。

・ 結婚支援を行う社会福祉協議会や市町村等の担当者が、各地域の実情や日頃
感じている課題等について意見交換を行う。

事業概要

■ 各推進部会において取り組んだテーマ（広域連携による婚活イベントの企画・
運営及び地域資源を活用した婚活イベントの先進地視察）について、成果や
課題を協議会全体で共有し、各団体の結婚支援にいかすことができた。

■ 民間企業のノウハウを取り入れることで、効果的・効率的な結婚支援の方法を
学ぶことができた。

ぐんま結婚支援連携協議会 【群馬県】

事業の成果

1,797千円（平成28年度補正、実績額）
541千円（平成29年度補正、実績額）
1,498千円（令和元年度当初、所要見込額）
人口 1,947千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成27年度

民間企業・団体等も参加する協議会全体会議の様子

（県の少子化の現状を共有するとともに、結婚支援に関する

取組の報告や先進事例視察報告、意見交換等を行う）
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学生自らがライフデザインを考える機会の提供

・滋賀県は人口に対して大学生が多い(人口１万人
当たりの大学生が232人で全国８位(総務省「日本
の統計2019」等）)。

・大学卒業後に県外へ転出する学生が多い。また、
学生自身が少子化を身近な問題として据える機
会が少なく、当事者意識が希薄。

・学生が少子化を「自分事」として考えるようになる
ためには、ライフプランについて考える環境を作
ることが必要。

地域の実情と課題

◆学生自らのアイディアや提案を基に、結婚、出産、子育て、ワーク・ライフ・
バランス等をテーマとした番組制作・放映し、学生自らが自分らしい生き方に
ついて考えるきっかけを提供。

① ワークショップの開催
参加学生が、どのような番組内容にするか議論し、企画案を作成(全４回)

② 番組制作
①で作成した内容に沿って番組(４分間の番組×２本）を制作
『未来は待ったなしでやって来る（前編）』 『未来は待ったなしでやって来る（後編）』

③ メディアを通じた番組の放映
地元テレビで放映し、社会全体の機運醸成を図る

④ 制作番組の活用

制作した番組をライフデザイン講座等での活用を働きかけ、講座内で上映を
行うことで同世代の関心を喚起していく

事業概要

学生自らが制作した番組を放映することで、自分らしい生き方について考えるきっ
かけを提供するとともに、結婚、出産、子育て、ワーク・ライフ・バランス等に対する
同世代の関心を喚起。

■ 「自分らしい生き方について考えるきっかけになった」と答えた参加者：77％
■ 「将来について考えさせる内容だった」と答えた視聴者：94％

⇒制作された動画 https://www.aihagu.jp/lifedesign/

学生ライフデザインアイディア提案事業 【滋賀県】

事業の成果

1,530千円(平成29年度補正、実績額)
※年度により取組内容が異なる

人口 1,413千人（平成31年1月1日時点）

←参加者募集チラシ

↓番組制作(撮影)の様子
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家庭やこどもを持つことの楽しさ・素晴らしさを身近に感じる機会の創出

・若い世代は、核家族化や地域の繋がりの希薄

化により、赤ちゃんやその家族とふれあう機会

が少なく、家庭や子どもをもつことについて、具

体的にイメージできない状況にある。

地域の実情と課題

◆ 乳幼児親子や子育てサークルが定期的に集う子育て支援拠点として、中学校や
高校に「子育てひろば」を出張展開し、未来を担う若い世代が、家庭や子どもを

もつことの楽しさや素晴らしさを身近に感じる機会を創出するもの。

① 「学校内子育てひろば」開設に向けた地域の取組支援
ひろば開設に向けたガイドラインを作成するとともに、ひろばを開設しようとする地域・
学校に対して推進アドバイザーを派遣。また、学校内子育てひろば開設に当たっての
手順や留意事項を学べる研修会を開催。

② 「学校内子育てひろば」の開設
県内中学・高校に「子育てひろば」を出張開設。
(活動内容)中高生と乳幼児親子とのふれあい体験、親子向け子育て講座の開催等

③ 高校生向けライフデザイン教材の作成

「学校内ひろば」と連動した事前事後学習等で活用する生徒向けのライフデザイン教材
を作成・配布（県内全高校1年生に配布）。

事業概要

■ 学校内子育てひろばの設置数：19か所、学校内子育てひろばの参加生徒数：570
人

■ 未来を担う若い世代が、家庭や子供を持つことの楽しさや素晴らしさを身近に感じ
る機会を創出。（理解が深まった・ライフデザインの大切さを考えさせられた参加者
の割合：80%）

■ 多世代交流により、育児に対する不安感や孤立感等の緩和につながったと感じた
参加親子の割合：80%

未来を描く！学校内子育てひろば推進事業 【山口県】

事業の成果

1,881千円（平成29年度補正、実績額）
人口1,362千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

乳幼児親子と交流する生徒
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中高生と乳幼児とのふれあい体験・親同士の交流促進

・次世代を担う若い世代が、実際に乳幼児とふれあ
うことで、いのちの重要性を認識するとともに、将
来の結婚、子育てに向けたライフプランを意識す
る契機を持つ必要。

・子育て中の親同士の交流機会が乏しく、悩みを
共有できる相談相手がいない等の不安を抱える
親も多い。

地域の実情と課題

市内の６中学校、１高校のそれぞれ１～３年生を対象に、以下の取組を実施。

① 誕生学セミナー

乳幼児とのふれあい体験に先立ち、いのちの大切さや自身の自尊感情を育む
講話を実施。

② 乳幼児親子との交流・赤ちゃんとのふれあい体験

０歳～３歳の乳幼児と保護者(赤ちゃんボランティア)が中学・高校を訪問。
育児体験等の話を聞くとともに、保護者から赤ちゃんとの接し方を教えてもらい、
実際に赤ちゃんを抱っこする等のふれあい体験を行う。

③ 親子交流ワーキング

赤ちゃんボランティアとして参加した親子の交流会をふれあい体験の前後に
開催し参加者同士の交流を促す。

事業概要

■ 主な成果

・赤ちゃんをかわいいと思う気持ちと家庭・子育てへの理解が向上した中学生
の割合：90％

・子育てへの理解が向上した高校生の割合：90％

・参加者同士の育児体験共有により、育児に対する不安、孤立感等の緩和に
つながった父母の割合：70％

乳幼児親子の学校訪問(中高生の赤ちゃんふれあい)事業 【宮城県気仙沼市】

事業の成果

129千円（平成29年度当初実績額）
253千円（平成29年度補正実績額）
589千円（平成31年度当初所要見込額）
人口 64千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成29年度

←ふれあい体験

↓育児体験を聞く様子

←参加者同士の交流会
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父親の家事・育児を促進するための講座を身近な施設（会場）で開催

・６歳未満の子供を持つ男性が、育児にかける
時間が全国平均以下（全国平均49時間／週、
神奈川県41時間／週）総務省「平成28年社会
生活基本調査」）となっており、男性が育児に積
極的にかかわっていない状況。

・横浜市としても男性が育児に積極的にかかわ
ることを推進する取組が必要。

地域の実情と課題

① 乳幼児の父親やプレパパ（近々父親になる方）を対象として、子育て等について学ぶ講座を開催

・講座では、絵本の読み聞かせ、ワーク・ライフ・バランス、「夫婦のパートナーシップ」などを学ぶ。
「夫婦のパートナーシップ」では、男性が思っているよりも、女性は多くの家事、育児に関すること
を行っていることを再認識する機会としたり、子どもが成長した後の夫婦関係について考える機
会を設けている。

・講座への参加をきっかけとして、父親同士のつながりをつくり、さらに父親が地域の活動に参加
するきっかけをつくる。

〔父親が参加しやくするための工夫〕

参加対象者は原則として父親であるが、母親、子どもと一緒に参加できるようにしている。
会場は、地域ケアプラザ、親と子のつどいの広場、地域子育て支援拠点といった身近な施設。
比較的小規模な講座を多数開催することで、参加者同士の交流を促進。

※平成30年度からは上記に加えて商業施設内のスペースを活用して講座を開催。
平成28年度 市内13区で計54回実施 （父親233人、母親と子ども等389人）
平成29年度 市内13区で計54回開催 （父親389人、母親と子ども等498人）
平成30年度 市内13区で計52回実施 （父親387人、母親と子ども等594人）

② 取組内容は、市の父親育児支援ウェブサイト「ヨコハマダディ」で情報発信

こうした情報発信により、講座に参加しなかった方も含めた父親の育児参画の機運を醸成。

事業概要

講座受講者のなかで、家庭で子育てについての行動が変化したと回答した割合100％（平成30年
度） 行動が変化した例： もともと家事・育児に取り組んでいたが、より主体的に動くようになった。
子どもと遊びに行く機会を積極的に作るようになった。

父親育児支援講座事業 【神奈川県横浜市】

事業の成果

1,803千円（平成27年度補正、実績額）
2,710千円（平成29年度当初、実績額）
2,710千円（平成29年度補正、実績額）
3,500千円（平成30年度補正、所要見込額）
人口 3,741千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成28年度

夫婦のパートナーシップについて、スライドショーを見て学ぶ父親
（講座は、父親と子どもが一緒に参加できる）
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企業の管理職等の意識変化による男性の育児参画推進の取組

・６歳未満の子がいる世帯の夫の育児時間は、平成23年：35分(全国27
位)→平成28年：53分(同10位)に増加したものの、依然として低い水準。

・男性の育児参画を推進するには、男性個人の意識の変化とともに、企
業における管理職等の意識の変化が重要であるが、「イクボス」の認知
度は企業調査で21.2％、従業員調査で10.9％と低く、従業員が育児や介
護等の休暇について利用しやすい風土と「感じない」又は「あまり感じな
い」と答えた企業が48.9％と、職場における風土づくりが不可欠。

地域の実情と課題
① みえのイクボス伝道師の養成

・ 「イクボス」（部下・スタッフの仕事と家庭の両立を考え、自
らも仕事と私生活を楽しむことのできる上司）の普及啓発を
図る「みえのイクボス伝道師」を養成・認定。伝道師はそれ
ぞれ県内企業等へイクボスや働き方に関する取組をヒアリ
ングするとともに、イクボス普及を働きかけ、職場における
意識の変化を促進。

② 事例発表会・イクボス交流会

・ 企業等を対象に、イクボス・働き方改革をテーマにしたパネ
ルディスカッション、イクボス伝道師の活動事例発表を実施。

③ 事例集「イクボスのススメ」の作成・配布

・ イクボス実践のメリット、伝道師の活動内容等をまとめた冊
子を作成・配布。

事業概要

■ みえのイクボス伝道師を27名認定し、県内企業等８６団体

にイクボス普及の働きかけを行った。

■ 事例発表会には190の企業・団体が参加した。

■ 「みえのイクボス同盟」加盟企業数が増加した。
平成30年３月：150社 → 平成31年３月：180社

みえのイクボス増殖事業 【三重県】

事業の成果

2,853千円（平成29年度補正、実績額）
1,407千円（平成30年度補正、見込額）
人口 1,789千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

1

事例発表会

事例集「イクボスのススメ」
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県と市が連携した子育て支援パスポート（利用者の利便性の向上）

・６歳未満の子供を持つ男性が、育児にかける時間が
全国平均以下（全国平均49時間／週、神奈川県41時
間／週）総務省「平成28年社会生活基本調査」）となっ
ており、男性が育児に積極的にかかわっていない状況。

・父親が子連れで外出することを支援するため、県、市
がそれぞれ実施している子育て支援パスポートの相互
利用を促進する必要。

地域の実情と課題

① かながわ子育て応援パスポート（神奈川県が発行）

利用できる世帯：県内在住の妊娠中の方、小学生以下の子供がいる世帯。

② ハマハグカード（横浜市が発行）

利用できる世帯：妊娠中の方、小学生以下の子供がいる世帯（市内に在住、在勤、在学
していない世帯でも申請すれば利用可能）

③ パスポート、カードを提示して受けられるサービス

これらの世帯では、協賛する企業・店舗において、授乳やおむつ交換のスペース提供や、
商品代、飲食代等の割引などのサービスを受けることができる。

④ 県が発行するパスポートと、横浜市が発行するカードの相互利用を促進

・県のパスポートを持っていれば横浜市の協賛店舗でも利用ができ、横浜市のカードを
持っていれば県の協力施設でも利用ができる。

・平成30年度には、県事業として、横浜市が発行するカードの協賛店舗を、神奈川県の
ウェブサイトから検索しやすくなるようシステム改修することで、県が発行するパスポート
と横浜市が発行するカードの相互利用を促進し、利用者の利便性を高めた。

事業概要

■ 県のパスポートを利用する世帯数、協力する施設数が増加している。
利用世帯数（平成29年3月末41,824、平成31年3月末：62,539）、協力施設数（平成
29年3月末：2,979、平成31年3月末：3,487）

■ 協賛する企業・店舗側のメリット（子育て家庭にやさしい企業として、イメージアッ

プにつながる。県がホームページ等で広報することにより、店舗のPRとなる。）

「かながわ子育て応援パスポート」 【神奈川県】

事業の成果

17,279千円（平成27年度補正、実績額）
980千円（平成29年度当初、実績額）
831千円（平成29年度補正、実績額）
988千円（平成30年度補正、所要見込額）

人口 9,190千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度（県と市の連携）平成30年度

https://c.rakuraku.or.jp/k-pass/search/

かながわ子育て応援パスポートの検索画面から、
横浜市のハマハグカードの検索につながる画面
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企業の協力により、結婚に伴う経済的負担を軽減するパスポートを発行

・石川県では、県、市町、企業が連携して結婚支援を推
進する拠点として「いしかわ結婚支援センター」を設置
するほか、従業員の結婚支援に取り組む「いしかわ婚
活応援企業」の認定・支援を行うなどして、地域におい
て結婚を後押しする取組を実施しているが、更なる機
運の醸成を図る必要。

地域の実情と課題

◆ 結婚予定のカップル（１年以内に婚姻届を提出予定）、新婚夫婦（婚姻届
提出日から１年）の経済的負担を軽減するため、協賛店舗に提示するこ
とで特典・サービスを受けることができる「石川しあわせ婚応援パスポー
ト」を発行（平成30年11月利用開始）。
〔特典・サービスの内容〕

結婚式場、理美容店、貸衣装店、宝飾品店、旅館・ホテル、レストラン、旅行代理店、
不動産、家具・家電店、金融機関 等での割引やサービス

[例]挙式料・衣装最大 ５割引 等（結婚式場）
住宅ローン金利 0.1％優遇（銀行）
対象旅行商品代金 ３％割引（旅行代理店） 等 ※令和元年７月現在

・協賛店舗は「婚パス」のホームページhttps://www.i-oyacomi.net/konpass/ で検索可能

・発行の申請は、「婚パス」のホームページ上から行い、パスポートをスマートフォンに
ダウンロードして利用する。

事業概要

■ 協賛店舗数620店舗、パスポートの発行数1,298組（平成30年度末の実
績）

■ 「結婚について地域に応援されていると感じたパスポート利用者の割
合」 64％(平成30年度）

■ 協賛店舗の声「婚パスで初めて当店を知ったお客様が来店した」「地域
の金融機関として結婚支援に協力していきたい」（協賛店舗アンケート
より）

「石川しあわせ婚応援パスポート」（愛称：婚パス） 【石川県】

事業の成果

6,000千円（平成30年度当初、実績額）
2,800千円（令和元年度当初、所要見込額）
人口 1,145千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

※婚パスPR用チラシより
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←ドキュメンタリー動画

『Hometown Celebration
～幸せは、祝福されて大
きくなる。』

ふるさとで結婚・子育てする
素晴らしさを伝えるもの

九州・山口地域が一体となった機運醸成の取組

地域の実情と課題

◆ 九州・山口の9県が連携し、官民一体となって結婚・子育てを支援する機運醸成
の取組を平成28年度から広域で推進。

・平成28年度：九州・山口各県の婚活イベント情報等を共同で配信（あかい糸
めーる）
結婚・子育てポジティブキャンペーンのCM動画を作成
※Youtube公開中 : https://www.youtube.com/channel/UCrM9UKTl_hmsmT07lBALflw/

・平成29年度：首都圏においてライフデザインセミナー、交流会を実施
・平成30年度：九州・山口 結婚・子育て応援企業フォーラムを実施

結婚・子育てを応援する企業・団体に交付する九州・山口各県共
通のロゴマーク を作成

令和元年度は、企業におけるロゴマークの普及と連動して結婚応援に協力いた
だける企業を増加させることを目標に、企業向けの「結婚応援ガイドブック」を作
成。

事業概要

■ 県域を超え、九州・山口地域全体で官民一体となったキャンペーンを継続的に
展開していることから、インパクトが大きく、広域にわたる取組を総合的に推進
できている。

■ 各県が費用負担することにより、それぞれの県における負担が軽減されると
ともに、各県単独事業と有機的に連携することも可能となっている。

九州・山口 結婚・子育てポジティブキャンペーン事業

事業の成果

・ 九州・山口地域は、合計特殊出生率（平成27年）が全国
上位10県に6県がランクインし、総じて高い傾向にあるも
のの、全国同様に出生数の減少、未婚化・晩婚化などの
問題を抱えている。

・官民一体となって九州独自の発展戦略の研究や具体的
施策の推進に取り組んでいくため設置した「九州地域戦
略会議」において、平成27年に「九州創生アクションプラン
（JEWELSプラン）」を策定。県域を越えて、官民一体となっ
た「広域婚活支援」についての取組を実施。

平成29年度実績額：
動画作成 1,080千円（1県120千円×9県 うち交付金活用:長崎、大分、沖縄県、鹿児島県）
セミナー・交流会開催 3,420千円（1県380千円×9県 うち交付金活用:長崎、沖縄県、鹿児島県）
平成30年度実績額：4,499千円（1県500千円×9県 うち交付金活用:山口、福岡、

佐賀、長崎、熊本、大分、沖縄県、鹿児島県）
令和元年度見込額：4,500千円（1県500千円×9県 交付金活用：9県）

↑九州・山口 結婚・子育て応援フォーラム

職場から結婚・子育てを応援する雰囲気
づくりを行い、結婚応援の取組を社会
全体に広げていくことを目的に実施

↑九州・山口結婚・子育て応援
ロゴマーク

９つのハートは県の数を表す。

花束が幸せを、メガホンが応援を
連想させる、幸せの連鎖をイメー
ジしたデザイン
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複数の企業が連携して実施するライフプランニング支援セミナーを支援

・石川県では、県、市町、企業が連携して結婚支援を推進
する拠点として「いしかわ結婚支援センター」を設置する
ほか、従業員の結婚支援に取り組む「いしかわ婚活応援
企業」の認定・支援を行っている。

・地域における取組が息の長いものとなるためには、企
業・団体等の自主的な取組を促していくことが重要。

地域の実情と課題

◆ 本事業は、若い世代が、ライフプランを希望どおり実現できるよう、そ
の前提となる情報を提供したり、ライフプランを考える機会を企業が
提供するもの。

◆ 企業（３社以上）が連携して行う、ライフプランニング支援セミナー、ワー
ク・ライフ・バランスや男性の家事・育児参画等の推進に関する取組に
35万円を上限とした補助を実施。＊

◆ セミナーでは、講師による講義、グループディスカッションを通し、自身
のライフプランを見つめるきっかけや希望をかなえるための方法論に
ついて学ぶ機会を提供。
※プロモーター（企業・団体に対して、結婚支援の取組についての参画を促すとともに、助言や情報

提供を行う）の役割を担う職員を配置し（H29年度から）、本事業を実施する企業の開拓も行っている。

事業概要

■ 平成30年度は４事業を補助。事業に協力した企業数：のべ29社（参加
者数：のべ151人）

■ 「イベントへの参加を通してライフプランニングを考えるきっかけになっ
た」と回答した参加者の割合：100％（平成30年度事業）

■ 企業が連携した結婚支援の体制を構築しつつあり、本事業はその一例

企業・団体等の自主的な取組に対する支援 【石川県】

事業の成果

825千円（平成29年度補正、実績額）
1,400千円（平成30年度補正、所要見込額）
人口 1,145千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

グループディスカッション（５～６人のグループに分かれ、
自身のライフプランについて意見交換）

従業員のライフプランニング支援に関する企業間交流支援事業

講師による講義

演題「なりたい
自分になる！コ
ミュニケーション
力を磨こう！」
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美容院など身近な地域人材を活用した縁結び・子育て支援

・香川県は、コンビニエンスストア（約400店舗）より
も、うどん店（約600店舗）よりも、美容院（約2,400
店舗）が多い。

・この地域の特性をいかし、結婚支援・子育て支援
に関する講習会を受講し県の認定を受けた者が
いる店舗（理美容院をはじめネイルサロン・鍼灸
院・整体院等）を「縁結び・子育て美容-eki」として
認定する事業を行ってきた。

・平成29年度までの認定店舗数は、389店舗。（平
成30年3月末時点）

・新規認定店舗の拡大、既認定店舗の役割周知の
ため、事業の認知度を向上させることが課題。

地域の実情と課題

◆ 「縁結び・子育て美容-eki」が、誰もが結婚や子育ての悩みを気軽に相談できる
拠点として拡大していくよう、次の取組を行う。

① 「縁結び・子育て美容-eki 」認定講習会の開催
美容院等を対象に認定講習会を地区別２箇所（東讃・西讃）で
開催し、「縁結び・子育て美容-eki」として認定。

② 「美容－eki普及推進員」の配置

「美容-eki普及推進員」を配置し、新規認定店舗獲得に向けた働きかけや、
かがわ縁結び支援センター(EN-MUSUかがわ)とも連携した既認定店舗への
情報提供等のフォローアップを行う。

③ 「縁結び・子育て美容－eki新聞」の発行

認定店舗の紹介等の情報をまとめた「縁結び・子育て美容-eki新聞」を発行し、
県内教育機関や子育て世帯が利用する施設等を中心に配布することで、本事
業の認知度向上を図る。
また、香川県や国の結婚事情に関する情報提供も行う。

事業概要

■ 平成31年度3月末時点の認定店舗数：422店舗

■ 美容院という既存の地域資産をいかし、多くの認定店舗において、顧客の結婚

や子育てに関する相談対応、情報発信を効果的・効率的に行うことができた。

縁結び・子育て美容-eki普及事業 【香川県】

事業の成果

6,972千円（平成26年度補正、実績額）
8,935千円（平成28年度補正、実績額）
5,009千円（平成29年度補正、実績額）
5,066千円（令和元年度当初、所要見込額）
人口 961千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成27年度

（「縁結び・子育て美容-eki新聞」平成30年２月８日号より）

・美容院等では、顧客と恋愛や出会いに関する会話

が多い。
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少子化に影響を及ぼす地域特性や先進事例を見える化する

・県では、若者の結婚支援や若者の経済的・社会的
自立等の取組を県内市町とも連携しながら進めてお
り、平成30年度からは企業・団体とのパートナーシッ
プ強化に注力。

・様々な主体との連携をさらに強化する（巻き込む）た
め、市町、企業・団体に対し、少子化に影響を及ぼ
す地域特性や先進事例を見える化する必要。

地域の実情と課題

① 【市町向け】公的統計の分析による地域特性の見える化

・他自治体の先進事例を参考に県と県内市町の合計特殊出生率を、女性有

配偶率と有配偶出生率に分解して、県及び市町の数値を比較・分析。

・合計特殊出生率に影響を及ぼす社会経済特性（世帯所得、正規雇用割合、

保育所数等）について、各市町ごとに整理。 （左図「市町分析シート」）

・女性有配偶率と有配偶出生率に影響を及ぼす理論・要因の仮説を示し、

併せてそれらに対応する施策例を提示。

② 【企業・団体向け】従業員向けの取組事例の見える化

・企業・団体として、従業員の『ライフ』を応援することへの理解を深めてもらう

ことを目的に、結婚、不妊、働き方等少子化に関するデータとともに、取組

事例を入口となる結婚支援を中心に紹介。（左図「企業トップインタビュー」）

事業概要

■ 各市町の状況と地域特性、社会経済特性を『見える化』することで、県と市町

が、今後の展望を共有し地域特性に応じた取組を連携して進めていくための

基礎を築くことができた。

■ 企業・団体と連携しながら社会全体で若者の結婚を応援する機運を高めて

いくためのきっかけを提示することができた。

広島県における少子化要因調査分析事業 【広島県】

事業の成果

8,395千円（平成30年度当初、実績額）
人口 2,818千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

市町分析シート
（「広島県少子化要因調査報告書」より）

企業トップインタビュー
（「こいのわサポートBOOK」より）

17



広報の効果検証、住宅施策との連携

・ 支給実績世帯数は事業実施自治体の中で最も

多いが、婚姻前については当事業の認知度が

高くないことから、周知を徹底する必要。

地域の実情と課題

① 工夫した広報活動
＜広報対象＞
(1)市民向け：婚姻前、移転前に周知されるよう市内外問わず幅広く周知。
(2)新婚世帯向け：若者が集まるイベントや情報誌への広告掲載。

＜周知方法＞
紙媒体（雑誌等）と電子媒体（SNS等）での周知に加え、市外へ向けた広報活動
として公共交通機関（電車・バス）への広告掲載も行った。

② 住宅政策課における他事業との連携
・住宅政策課が当事業を担当しており、課の他の事業と連携した広報を実施して
いる。

・日々のHPのアクセス数や課への問合せ時にどの広告を見たかを職員自らが記
録し、どの広報が当事業の申請者数の変化にどれだけ寄与しているかを分析し
ている。

事業概要

■ 周知方法を工夫することで、事業開始当初と比べ認知度が向上した。

■ 市職員自らが事業広報を担当していることから、周知効果が高かった手法や
媒体を分析でき、短期間での更新が可能となり、ニーズに対応した広報につな
げることができた。

神戸市結婚新生活支援事業 【兵庫県神戸市】

事業の成果

9,254千円 (平成27年度補正、実績額）
28,816千円（平成28年度補正、実績額）
39,555千円（平成30年度当初、実績額)
39,600千円（令和元年度当初、見込額）
人口 1,527千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成28年度

←神戸三宮駅

デジタルサイネージ広告

阪神電車内広告→
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結婚新生活支援事業の周知広報を「優良事例の横展開支援事業」として実施

・平成28年度から取り組んでいる「入善町新婚世帯

住居費等支援事業」（以下「支援事業」）の利用者

が少ないことが課題。

・利用者の少なさの大きな要因は、支援事業の認

知度の低さにあるが、広報事業を展開するため

には、財源を確保する必要。

地域の実情と課題

① PRポスター・チラシの作成、配布
役場、公共施設、入善世話やき隊（※）、町内企業・金融機関、理美容院、コン
ビニエンスストア、駅、不動産仲介業者、町内で開催されるイベントなどで配布。

（ポスター：100部、チラシ：3,000部）
※入善世話やき隊：町の結婚応援事業に協力する婚活サポーター

② PR用テレビCM制作・放送
町外在住者が多く帰省する年末年始の時期に合わせて、可能な限り視聴率が
高くなる時間帯に20回放送。

③ SNSを利用した周知
Facebookで紹介するなどSNSを活用して拡散を図り、若い世代にも直接アピー
ル。

事業概要

■ PR事業をするまでは、婚姻届提出時に支援事業を知らない人が多かったが、

各種媒体を活用した広報の結果、町民の方から支援事業に関する問合せが

増え、認知度が向上。

■ 入善町が支援事業を実施していることを知って、町外から転入してくるケース

がみられた。

入善町新婚世帯住居費等支援事業に係るPR事業 【富山県入善町】

事業の成果

464千円（平成30年度当初、実績額）
473千円（令和元年度当初、見込額）
人口 25千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成30年度

本事業で作成・配布したチラシ
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申請者視点で「結婚新生活支援事業申請等の手引き」を独自に作成・配布

・新生活支援事業の認知度を高めるためには、市のホーム
ページや広報誌だけではなく、申請者にとって理解しやすい
資料が必要。ただし、資料の作成を外注できる予算がない。

地域の実情と課題

◆ 申請者にとって分かりやすい「申請等の手引き」を作成・配布

・「要件チェックシート」「所得の確認方法」「手続きの流れ」「様式記載
要領（申請書の記載方法）」「よくある質問」を図解した約20ページの
「手引き」を独自に作成（平成29年度に作成し、その後、適宜見直し）

・「手続きの流れ」は、STEP１「交付申請」、STEP２「審査」、STEP３
「交付決定」、STEP４「請求」、STEP５「支給」、STEP６「実績報告」に
分けて、それぞれに必要な日数を記載

・「手引き」はホームページ上から自由にダウンロードできるようにして
いるほか、市役所や公共施設等に配布

・市内の企業を訪問し、市職員が事業の内容を説明するほか、企業
にポスター、リーフレットの従業員配布を依頼することで、事業の認
知度を向上

・「手引き」、ポスター、リーフレットは、市職員が作成することでコスト
を削減

事業概要

■ 本事業の申請方法について認知が進んだ。

■ 本事業の担当者が不在でも、他の職員が「手引き」を参照することで、
問合せへの対応が可能である。本事業を円滑に実施する上で、不可
欠な資料となっている。

夕張市結婚新生活支援事業 【北海道夕張市】

事業の成果

1,800千円（平成28年度補正、所要見込額）
2,100千円（平成30年度当初、所要見込額）
1,500千円（令和元年度当初、所要見込額）
人口 8千人（平成31年1月1日時点）
事業開始年度 平成29年度

夕張市 結婚新生活支援事業
https://www.city.yubari.lg.jp/kurashi/sumaiseikatsu/kekkonshien/index.html

※チェックシートは「手引き」に掲載しているもの
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