
                都道府県の結婚支援について （平成 26年 8月）            大妻女子大学 小澤千穂子教授研究室において作成 
都道府県公式ホームページトップから“結婚支援”でカスタム検索し、検索トップ 1ページ分リストからヒットする組織・文書などを調べた。 
“結婚支援”でヒットしない場合は、“婚活”で再検索、それでもヒットしない場合はキーワードで直接検索した。 
都道府県 リンク 県HP内検索リンクからわかること 確認した支援事業・特設サイト名 組織・形態 
北海道 △ ホーム > 保健福祉部 > 子ども未来推進局 

>ハグクム 
北海道 結婚・妊娠・出産・育児 総合ポータルサイト「ハグクム」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/hagukumu.html 

子ども未来推進局 

青森県  検索上位からリンク あおもり出会いサポートセンター http://adsc.jp   
 

こどもみらい課子育て支

援グループ 
（社福）青森県すこやか

福祉事業団へ委託 
岩手県 ○ 検索トップからリンク （公財）いきいき岩手支援財団 岩手県内結婚支援情報ポータルサイ

ト  
保健福祉部子ども子育て

支援課少子化・子育て支援

担当から委託 

宮城県  検索トップから子育て支援課ページへ 
子育て支援課ページ下にリンクあり 

地区町村の婚活イベント取り組み一覧（さらにリンクあり） 
みやぎ青年交流推進センター

http://www.seinenkaikan.or.jp/pisa/index.htm 

子育て支援課 
団体 

秋田県 ◎ 県トップページの注目ページ一覧にバナー

あり 
あきた結婚支援センターすこやかあきた出会い応援WEBサイト 

（中央・南・北センターあり）H23～ 

県・全市町村・民間団体

の共同設立 

山形県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ やまがた結婚サポートセンター→やまがた「婚活」応援事業  やま

がた「婚活」応援事業 — 山形県ホームページ 
子育て支援課 

福島県  地区町村の婚活イベント取り組み一覧文書 
ふくしま出会いサポートニュースから 

 
Fukushima Encounter Support News ...  
福島県委託事業「ふくしまで幸せつかもうプロジェクト」 

ふくしま若者交流情報ステーション 

(社)福島県法人会連合会 

茨城県  検索トップから子ども家庭課ページへ 
家庭課ページ下にアイコンあり  

保健福祉部子ども家庭課 

栃木県 ○ 検索トップから直接サイトへ とちぎ未来クラブ 

http://www.tochigi-mirai.jp/deai/support/enmusubi.html（外部      

こども政策課 
（公財）とちぎ未来づく

り財団へ委託 

群馬県  検索→ヒットなし 婚活で再検索→課ペー

ジから専用リンクあり 
ぐんま赤い糸プロジェクト（あいぷろ）あいぷろホームページ 生活文化スポーツ部少子

化対策・青少年課 

資料６－２ 



埼玉県 △ 検索→婚活イベント一覧へリンク 
課ページ目次に相談窓口リンクあり 

四半期ごと県内公的団体婚活イベント取り組み一覧 
 結婚相談窓口の一覧【平成 26年 6月現在】 

少子政策課 

千葉県 △ 地区町村の結婚支援事業を紹介するページ

のみ 
結婚支援事業のご案内 健康福祉部児童家庭課 

少子化対策室 
東京都 × 検索→ヒットなし 婚活で再検索→なし    
神奈川県 × 検索→ヒットなし 婚活で再検索→なし   
新潟県  検索→ヒットなし 婚活で再検索→専用リ

ンクへ 
新潟県：にいがた出会いサポート事業 H20～ 児童家庭課青少年育成係 

富山県  検索→検索下位PDFから直接検索 とやまマリッジサポートセンター 
https://www.msc-toyama.jp/ 

法人会に委託 

石川県  検索→検索下位の資料内容からリンクを発

見 
（公財）いしかわ親コミュ！ 

健康福祉部少子化対策課 
から委託 

福井県  検索トップ→結婚対策ページあり ふくふく出会い応援団」が発足しました！ H25～ 

ふくいの婚活応援ポータルサイト『ふくい婚活カフェ』リニューアルオープン!! 

H22～ 

子育て・少子化結婚対策 

山梨県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ 
婚活やまなし（障がい者用窓口もあり）    

企画県民部県民生活・男

女参画課 
長野県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ 

 
こんぴあNAGANO（男女出会いの場支援事業登録） 

県民文化部次世代サポー

ト課 
商工会議所 

岐阜県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ 
  

健康福祉部子ども・女性

局 子ども・女性政策課  
静岡県  検索トップ→めぐりあい交流イベント 

ページ下に関連リンクあり 
市町公共団体主催・民間主催の婚活イベント、街コン、結婚支援情報 
静岡であいポータルサイト「s・de・i」（外部サイトへリンク）  
ふじのくにエンゼルパワースポット  

健康福祉部こども未来局

こども未来課 

愛知県 ○ 検索トップから直接ポータルサイトへ ナビ掲載基準 | あいち出会いサポート あいこんナビ 子育て支援課 
計画・推進グループ 

三重県 
 

 検索→ヒットなし 婚活で再検索 みえの出逢い応援サイト H26～ 健康福祉部 少子化対策課 

滋賀県 × 検索→ヒットなし 婚活で再検索→ヒット

なし 
  



京都府  
検索上位からリンクあり 

きょうと婚活支援ネットワークがリニューアル 
婚活情報サイト「出会いは京都」を開設します！ H26～ 

健康福祉部  
少子化対策課  

大阪府 × 今後補助金で婚活子育て応援事業募集   
兵庫県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ ひょうご出会いサポート事業（外部サイトへリンク）  健康福祉部こども局こど

も政策課 （公財）兵庫

県青少年本部へ委託 
奈良県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ 

（なら結婚応援団）H17～ 
子育て支援課 

和歌山県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ わかやま出会いの広場  H26～ 福祉保健政策局子ども未

来課 
鳥取県  検索トップから結婚支援ページへ→各事業

ページへ（専用ポータルサイトはなし） 
結婚支援/子育て王国推進局/とりネット ... 福祉保健部子育て王国推

進局子育て応援課 
島根県  検索上位からポータルサイトへ直接リンク 

 

島根県：しまね少子化対策Webサイト のなかの1部門 

縁結び 
   

 

健康福祉部青少年家庭課 

岡山県  検索上位→地区町村の結婚支援事業一覧 
検索上位→県主催イベント 

リンクあり 
『きっと見つかる 出会い ふれ愛 キューピット』について  

こども未来課 

広島県  検索トップにセミナー告知→リンクあり ひろしま出会いサポートセンターホームページへリンク H26～ 子ども家庭課 

山口県 △ 検索トップにセミナー告知→やまぐち結婚

応援団を発見するがリンクなし 婚活で再

検索→ヒットなし やまぐち結婚応援団で

再検索→トップから直接サイトへ 
 

 
やまぐち結婚応援団 やまぐち子育て県民運動推進会議 

こども未来課 

徳島県 ○ 検索トップから直接サイトへ とくしま出逢いきらめきセンター 県民環境部こども未来・

青少年課 
香川県  検索下位報道資料→かがわ出会い応援団を

発見するがリンクなし 婚活で再検索→検

索トップから直接サイトへ 

コンナビかがわ→かがわ出会い応援団 

 
かがわ子育て支援県民会議事務局（NPO法人わははネット内） 

健康福祉部子育て支援課 

愛媛県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ 

（外部サイトへリンク） 

保健福祉部子育て支援

課  子育て支援企画係 
（一社）愛媛県法人会連



合会へ委託 
高知県  検索上位からリンクあり こうち出会いのきっかけ応援サイト→高知で恋しよ！応援サイト 

http://www.koishiyo.pref.kochi.lg.jp/  H26～ 

    

少子対策課  
恋と子育て応援する課 

 

福岡県 ○ 検索トップからリンク専用ページへ 「新たな出会い応援事業」専用サイト  子育て支援課 （公財）

福岡県地域福祉財団へ委

託 
佐賀県  検索下位から直接サイトへ 出会いのきっかけづくり事業→418（しあわせいっぱい）プロジェクト 

さが出会いサポートセンター 縁カウンターさが事業 
くらし環境本部こども未

来課 
長崎県  検索下位→独身男女めぐりあい支援メニュ

ーからリンク専用ページへ 
ながさきめぐりあい事業ながさきめぐりあい事業 子ども未来課 ながさき

地域政策研究所内に事務

局あり 
熊本県 △ 検索トップ→地区町村の婚活への取り組み

を紹介するページ 
婚活で再検索→ヒットなし 

 子ども未来課 

大分県  検索→リンクなし 婚活で再検索→検索ト

ップ文書中に NPO おおいた出会い応援セ
ンター発見 直接検索→おおいターン Q＆
A 

 H18～ 
子ども子育て支援課 
NPO 法人大分情報化推
進ネットワークに委託 

宮崎県 ○ 検索トップから直接サイトへ 
 

せわっとみやざき子ども・子育て応援ポータルサイト 

福祉保健部こども政策局

こども政策課 

鹿児島県 △ 検索上位→世話やきキューピッド事業発見

するもリンクなし 婚活で再検索→ヒット

なし 世話焼きキューピッドで再検索→リ

ンクなし 
 

概念図はあるが、サイトにヒットせず。  総務部県民生活局青少年

男女共同参画課 
PNO法人鹿児島県地域
女性団体連絡協議会（地

域女性連），県，世話キ

ューピッド 
沖縄県 × 検索→ヒットなし 婚活で再検索→ヒット

なし 
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