
鍵は男性が握っている？
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夫の協力と第二子出生

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「第9回21世紀成年者縦断調査」
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2人が結婚するためには？

ふたりでシェアする仕事、家事、子育て

わたしも仕事を
やめないで、
ちゃんと働く。

だから、あなたも
家事や子育てをや

ってね。

だいじょうぶ。
料理は任せて！

イクメンになるよ。
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「現在行っている」
都道府県66.0％（31団体）
市区町村32.5％（552団体）

結婚・家族形成に関する調査報告書

平成23年3月内閣府政策統括官

公的結婚支援事業の
実施状況
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地方の非営利婚活
公的結婚支援事業の種類

•一対一お見合い相手紹介
•直接運営とボランティア委託

お見合い

•お見合いパーティ、街コン
•直接運営と応援企業運営

出会い

イベント

•魅力アップ、料理など
講座
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地方の非営利婚活
公的結婚支援事業の例

○県が主導するもの
例：全県マッチングセンター（登録制）

いばらき出会いサポートセンター（8年で1100組）
えひめ結婚支援センター
（396組 うちお見合い132組）
ひょうご出会いサポートセンター （622組）
あきた結婚支援センター（480人 約240組）

●一対一お見合い紹介事業
過疎地対策 出会いイベントなど総合婚活センター） ）
●登録制 ●マッチングシステムを構築
●受益者負担：２年1万円程度～

白河 桃子 45



地方の非営利婚活
公的結婚支援事業の例

例：全県マッチングセンター（登録制）

2千人規模でまわる 1億円事業

婚活事業のむずかしさ
例：愛媛県

お見合い事業 （Ｈ23年度から4年間の実績） 成立 132組
累計3928人 申し込み数 18118人 お見合い成立3787組 カップル1708組

出会いイベント事業（Ｈ20年度から7年間の実績） 成立264組
イベント 1427回 参加人数41418人 カップル5530組

出会いイベントに後追い機能をつけると効果的
（ボランティアの仲人によるもの）
（システム化しているもの 例：愛媛 カップルには2週間後にメール）
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地方の非営利婚活
公的結婚支援事業の例

事業主体

都道府県、市町村、
社会教育事業団、法人会、ＪＡ，漁協、青年商工会議所、商工会議所青年部など

○県や市町村が主催

例：奈良出会いセンター（出会いイベント 都市部中心）
メルマガ登録をしてもらい、イベントの案内を送る。
月30本ほどのイベントを応援企業が開催。
一回3千円程度の参加費で男女各20名づつぐらいのイベントが多い。
独身証明を出した人はイベント参加できる登録カードをもらう。
県外からも参加可。 薬師寺の写経合コンなどが人気。5年で122組が成婚
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地方の非営利婚活
公的結婚支援事業の例

事業主体

都道府県、市町村、
社会教育事業団、法人会、ＪＡ，漁協、青年商工会議所、商工会議所青年部など

○漁協・町内会、市などが共同開催
例：三重県鳥羽市「海辺のまち鳥羽出逢い応援事業」

（出会いイベント型 過疎地対策） 現在は鳥羽出逢い応援実行委員会が主体

主に大阪を中心とした都市部の女性と、鳥羽市の離島4島の猟師の男性の
出会い。年一回で応募者は面接で選ばれる。88組が成婚。

○ＪＡ青年部
例：緑の風プロジェクト 松本市（通年型出会いイベント型 農業後継者育成）

長野県松本市の農業後継者と都会の女性との出会いイベント
一年間ひと月一度通ってもらい、農作業などを通してカップルに。
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地方の非営利婚活
公的結婚支援事業の例

事業主体

都道府県、市町村、
社会教育事業団、法人会、ＪＡ，漁協、青年商工会議所、商工会議所青年部
など

○商工会議所青年部、青年会議所などが主催

例：岡山商工会議所主催の1000人出会いパーティ「Hey Sey Café」
岡山県商工会議所青年部
商工会議所が主催し、会議所メンバーの紹介者、および公募の場合会議所の面接
を経た

人しか入れない出会いパーティ。女性の集客が良い。
→2012年まで継続。現在は商店街主催の街コンのほうが今は主流。
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なぜ税金を使っての結婚支援が必要なのか？
公的結婚支援事業のメリット

・信頼性
民間の結婚相談業やお見合いパーティなどは玉石混交で、
どこが信頼できるかわからない。また予想外の高額な費用が
かかる懸念がある。その点、県などの事業は安心と思われやすい。

・門戸が広い
民間の結婚相談所などでは非正規や年収などの条件によって
断られてしまうが、基本的に公的な結婚相談や出会いイベントは
年収や職業などでの差別はない。

・安い 受益者負担が少ない
民間のお見合い紹介事業者の場合入会金5～10万円、月会費
５千円～１万円、初年度費用は２０万円～４０万円
お見合い紹介事業でも県のセンターは2年で１万円～
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公的結婚支援事業の今後の課題

• 地域内マッチングの限界 一地域、県だけでは出会いの限界
があるが、県外まで広げると自分の地域に人がきてくれるの
はいいが、流出してしまう危険性もある。

• 成婚率の把握 対費用効果の目安である成婚率が把握でき
ない事業も多い。（街コン、イベントなど）

• 成婚率を上げたい カップルはできるが、成婚までを県がどこ
まで背中押し、後追いをするか、明確ではない。

• 長期的な予算 人材育成や参加者の蓄積が必要な事業なの
に、単年度予算ベースの短い期間では対費用効果を出すの
が難しい
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公的結婚支援事業の効果
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街コン

お見合い

パーティ

全県規模の

結婚相談所

ボランティアお見
合いおばさん

後追い機能付き
お見合いパーティ

成果と予算

気運の醸成



公的結婚支援事業前の調査

• 婚活を行う前に、独身者の人数、男女比、年齢構
成、年収、正規非正規などの把握が必要。

• 札幌市 女性超過 4万人
• 長崎県 女性超過 1万人

• 非正規の男性が多い場所 婚活より女性の定住支援
「嫁来い」婚活は限界。 女性の雇用を創設して定住促進
（例、福島県昭和村 からむし織の職人の養成）

• 非正規の女性が多い場所 婚活より雇用支援
非正規女性が出産、子育てと両立して収入を失わない工夫が必要

• 長男、長女だけの場所 婚活の限界
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県内の市町の状況分析 （広島県の分析例）

分類 市町

主要指標 合計特殊出生率に影響を与える要素

合計特殊
出生率

女性人口
減少率

若者女性
婚姻

独身男女
人口比率

三世代
世帯

共働き
世帯

Ｓ
福山市
東広島市
三次市

高 少 高・中
男性
超過

中 高・中

Ａ
府中町
海田町
坂町

中 少 中
男性
超過

低 中

Ｂ
庄原市，安芸高田市，神
石高原町，北広島町，世
羅町，安芸太田町

高 多 高
男性
超過

高 高

Ｃ
広島市
廿日市市

低 少・中 低
女性
超過

低 低

Ｄ

三原市，呉市，熊野町，大
竹市，尾道市，府中市，竹
原市，江田島市，大崎上

島町

低 多・中 中・低
男性
超過

中・低 中・低

【 必要な施策 】

・若者の出会
いの場の創
出

・男性の魅力
向上

・都市部での
おせっかい役
の養成

・地域を超え
た出会いの
場の創出

・必要なとき
に必要な支援
が受けられる
環境整備

・女性の継続
就業支援

以外に対し重点的に取組むことにより，合計特殊出生率を上げる。
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公的結婚支援事業の今後の課題
への提案

• 自治体連携での結婚支援の可能性
ひとつの県のマッチングセンターを近隣でも共有するなど

• 街コン、イベント（成婚率が把握できない）事業と1対１お見合い事業
（成婚を出す）の目的は別と考えるべき。見える成果を出すのはや
はり一億円規模の県レベルの複合婚活事業

• 税金を使う前に、まずは独身者の把握、調査、分析

• 予算の確保 単年度だけでなくある程度の期間使える予算
交付金だけに頼らない資金源の獲得（法人会との連携など）

• 婚活だけでは解決しない。女性の雇用創設、定住促進をした
• 地域が10年後には勝つ。
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地方の公的結婚支援事業の変化

•出会いイベント
•魅力アップ講座などフェイズ１

•１対１お見合い紹介フェイズ２

•コミュニティ型婚活フェイズ３
56白河 桃子



公的結婚支援事業
フェイズ3「地域の担い手を育てる婚活」

参加者を巻き込み、成長させる仕組み

「受け手」である参加者を「担い手」に変身させる仕組み

「イベント事業」を担うことで「成長」する若者たち

「婚活」という目的でも、結果的に「地域の担い手」としての成長がある

例：
滋賀県 琵琶chu♡
青年団主催
一年かけて船上婚活イベントを準備 準備委員60名の中からもカップルが産
まれる）

山形県庄内市 庄内恋愛講習所 レストランオーナーが主催 （毎回30名）
試験→講習（二回）→イベント開催のための打ち合わせを毎週行う→イベント
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地方創生シェアハウスの提案

人口減少に効果的なのは？

若者のＩターンＵターン、定住支援

男女ともに雇用の創設

その上での婚活

若者の定住促進、婚活、地域活性を同時に行う仕組み

現代版若者宿「地方創生シェアハウス」

地域おこし協力隊のような仕組みで
若者を募集し、空家に1人住まわせるのではなく、シェアハウスに
住んで活動してもらう。そのシェアハウスは「よそ者」だけでなく、地域の独
身者も
一緒に受け入れる独身専用シェアハウスとする。
そのシェアハウス中心にさまざまな地域おこしの活動（その中に婚活も）を
担ってもらう。 58白河 桃子



地方創生シェアハウスの提案

プロセス：
人口減少が進む「田舎暮らし」に興味を持つ若者を地域おこし協力隊として
募集。シェアハウスに定住して、地域で働いてもらう。
（人手不足の解消 定住促進）
さらにそこに地元の独身者を住まわせる。
（独身者を実家から追い出す仕組み）
交流が生まれ、地域の若者の拠点ができる。
（地域活性コミュニティ作り、担い手の成長）
その中で恋愛が生まれ結婚して行く人も出る。
（婚活）

婚活と地域の担い手づくり、若者定住の一石三鳥を狙う。

実例：
地域おこし協力隊のシェアハウス（岡山県美作市）
http://sanson‐share‐house.com/
http://www.iju‐join.jp/chiikiokoshi/report/backnumber/no36/index.html
独身者専用マンション（宮崎県西米良村）
http://www.chiiki‐dukuri‐hyakka.or.jp/book/monthly/1401/html/f12.htm 
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仲人役割の変化

旧仲人

・マッチング（釣り合い重視）

・引き合わせ

・3ヶ月ぐらいで結論に導く

新仲人

・本人の魅力アップ

（例：男性の場合、スタイリストをつけ
て買い物。眼鏡を変えるなど）
・モチベーションアップ（自分から動く
）と目標設定（月１お見合いなど）

・マッチング（過去の成功事例にとらわ
れない意外性あるマッチング）

・引き合わせ
・交際管理
（ひと月毎の進捗状況を把握）

・恋愛感情を起こさせる適切な時期の
背中押し

（「結婚を前提に交際したい」など、
キッパリ告白で感動イベントを起こ
す）
・プロポーズへの背中押し
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条件婚の限界
条件重視

条件以外の人も勝手紹介
カウンセラーの力でマッチング

例：条件以外の人も仲人の力でマッチング
長野県伊那市のいなし出会いサポートセンター
身長167センチの女性と身長165センチの男性のマッチング
女性の条件は「自分より背の高い人」。しかしあってみたら
「こんなにピッタリな人はいなかった」
出会いセンターは「1センチや年収100万の差で出会いをのが
してほしくないと条件以外の人も紹介した」
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人と地域の縁結び

ＮＰＯ法人全国地域結婚支援センター

• 代表理事 板本洋子

• 元日本青年館結婚相談所所長

• 本ＮＰＯは30年以上、農業後継者の縁
結びなど地方自治体、市町村など地域
の結婚支援の現場に関わってきた板本
洋子さんを中心に結成されました。

県や市町村、ＪＡなど地域の結婚支援事
業のお手伝い、マニュアル作り、相談員
の育成

「全国地域結婚支援セミナー」による

事例共有検討会など（1986年から）
白河 桃子 62



ＮＰＯ法人全国地域結婚支援センター
全国結婚支援セミナー

県担当者会議を毎年開催

• 1986年の日本青年館結婚
相談所時代から数えると、
毎年行ってきた全国の地
方自治体の結婚支援関係
者のためのセミナーはす
でに26回。

• 有識者、各地域の市町村、
県などの豊富な事例発表
で事例共有、問題解決

• 同時開催の「県担当者会
議」（20県）では、現場レベ
ルのディープな問題共有

2013年は秋田県と共
同開催300名が参加
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