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【資料】平成28年度執行地域少子化対策重点

推進交付金事業一覧 
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※本事業一覧は、平成28年度実施事業のうち、本効果検証における分析対象となった441事業を掲載している。 
※内閣府が平成29年6月に示した「地域少子化対策重点推進交付金のKPI設定例」の取組例内容区分に基づき、実施計画書個票の「個別事業

の内容」記述から内容分類を行っているため、申請時の区分と合致しない場合が含まれる。 

※事業総額、交付金所要額は、交付決定時のものである。 

 

① 結婚に対する取組 都道府県事業（自治体コード順） 

自治体

コード 
都道府県  予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

01000 北海道  H27補正 結婚サポートセンター運営事業 ¥19,174,000 ¥19,174,000 5,342,618 

01000 北海道  H27補正 結婚支援広域連携促進事業 ¥11,830,000 ¥11,830,000 5,342,618 

01000 北海道  H27補正 次世代教育コーディネート事業 ¥15,413,000 ¥15,413,000 5,342,618 

03000 岩手県  H27補正 いわてで家族になろうよ未来応援事業費  ¥1,388,000 ¥1,388,000 1,271,103 

04000 宮城県  H28当初 みやぎ結婚支援センター事業 ¥13,594,000 ¥6,797,000 2,300,472 

05000 秋田県  H27補正 あきた出会いサポート・相談事業 ¥11,990,000 ¥11,990,000 1,025,559 

06000 山形県  H27補正 
総合結婚支援機能強化事業（やまがた出会い

サポートセンター） 
¥11,370,000 ¥11,370,000 1,112,238 

06000 山形県  H27補正 仲人活動拡大・ネットワーク促進事業 ¥1,401,000 ¥1,401,000 1,112,238 

07000 福島県  H27補正 世話やき人活躍推進事業 ¥18,108,000 ¥18,108,000 1,926,751 

07000 福島県  H27補正 ふくしま結婚マッチングシステム導入事業 ¥25,457,000 ¥25,457,000 1,926,751 

07000 福島県  H27補正 婚活イベント実施事業 ¥3,320,000 ¥3,320,000 1,926,751 

08000 茨城県  H27補正 
いばらき出会いサポートセンター相談体制強

化事業 
¥10,203,000 ¥10,203,000 2,903,615 

08000 茨城県  H27補正 結婚支援者スキルアップセミナー開催事業 ¥1,314,000 ¥1,314,000 2,903,615 

08000 茨城県  H27補正 
いばらき出会いサポートセンター新マッチング

システム導入事業 
¥13,738,000 ¥13,738,000 2,903,615 

08000 茨城県  H27補正 
いばらき出会いサポートセンター10 周年記念 

婚活応援フォーラム in 茨城  
¥1,133,000 ¥1,133,000 2,903,615 

09000 栃木県  H27補正 結婚啓発ライフデザインセミナー ¥3,361,000 ¥3,361,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27補正 
とちぎ結婚サポートセンター（仮称）結婚相談

員養成事業 
¥1,890,000 ¥1,890,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27補正 縁結びサポーター養成事業 ¥1,115,000 ¥1,115,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27補正 
とちぎ結婚サポートセンター（仮称）マッチング

システム等構築事業 
¥7,128,000 ¥7,128,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27補正 とちぎ出会いサポート事業 ¥3,000,000 ¥3,000,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27補正 
未来の結婚・子育て応援事業～自分未来体験

カフェ事業～ 
¥3,611,000 ¥3,611,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27補正 企業間縁結び支援システム構築事業 ¥4,575,000 ¥4,575,000 1,955,876 

10000 群馬県  H27補正 地域の結婚応援事業費補助 ¥3,000,000 ¥3,000,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27補正 
独身の若者を対象としたライフデザイン・婚活

スタートアップセミナー 
¥3,338,000 ¥3,338,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27補正 
縁結びネットワーク世話人スキルアップ・活用

プロジェクト 
¥1,296,000 ¥1,296,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27補正 事業所と事業所を結ぶマッチング事業 ¥1,577,000 ¥1,577,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27補正 結婚応援パスポート（マリッジパスポート） ¥4,167,000 ¥4,167,000 1,949,754 

14000 神奈川県  H28当初 結婚支援のプラットフォーム形成促進事業 ¥9,500,000 ¥4,750,000 8,969,530 

15000 新潟県  H27補正 
【「あなたの婚活」応援プロジェクト】マッチング

システムの導入、ネットワーク形成事業 
¥37,643,000 ¥37,643,000 2,286,482 

15000 新潟県  H27補正 
【「あなたの婚活」応援プロジェクト】背中を押す

仕掛けづくり 
¥16,000,000 ¥16,000,000 2,286,482 

15000 新潟県  H27補正 
【「あなたの婚活」応援プロジェクト】首都圏との

マッチング事業 
¥11,000,000 ¥11,000,000 2,286,482 

16000 富山県  H27補正 とやまマリッジサポートセンター連携事業 ¥14,000,000 ¥14,000,000 1,059,931 
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自治体

コード 
都道府県  予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

17000 石川県  H27補正 「縁結び ist」への支援推進事業 ¥7,200,000 ¥7,200,000 1,141,345 

17000 石川県  H27 補正 企業への支援推進事業 ¥11,000,000 ¥11,000,000 1,141,345 

17000 石川県  H27 補正 結婚支援体制の強化事業 ¥11,000,000 ¥11,000,000 1,141,345 

18000 福井県  H27 補正 めいわくありがた縁結び地域・職域拡大事業 ¥7,928,000 ¥7,928,000 782,230 

18000 福井県  H27 補正 
県民・メディア参加型結婚ポジティブキャンペ

ーン 
¥11,427,000 ¥11,427,000 782,230 

18000 福井県  H27 補正 
ふくい縁結びサポ-トセンター開設事業（開設

イベント開催） 
¥2,202,000 ¥2,202,000 782,230 

18000 福井県  H28 当初 ふくい縁結びサポートセンター開設事業 ¥1,561,000 ¥780,000 782,230 

19000 山梨県  H27 補正 
山梨県 縁結びサポート事業（やまなし出会い

サポートセンターの強化・充実） 
¥10,146,000 ¥10,146,000 830,262 

20000 長野県  H27 補正 
「しあわせ信州婚活支援センター（仮称）」設置

事業 
¥18,773,000 ¥18,773,000 2,094,757 

21000 岐阜県  H27 補正 結婚サポートプロジェクト事業 ¥29,990,000 ¥29,990,000 2,019,491 

22000 静岡県  H27 補正 ふじのくに出会い・結婚サポート事業 ¥22,000,000 ¥22,000,000 3,680,266 

23000 愛知県  H27 補正 結婚支援推進事業 ¥1,916,000 ¥1,916,000 7,315,013 

24000 三重県  H27 補正 企業による結婚支援活性化促進事業 ¥1,742,000 ¥1,742,000 1,798,308 

24000 三重県  H27 補正 「みえ出逢い応援フォーラム（仮称）」事業 ¥2,500,000 ¥2,500,000 1,798,308 

24000 三重県  H28 当初 
親子のコミュニケーションをテーマにした、親

向け結婚支援セミナー実施事業 
¥247,000 ¥123,000 1,798,308 

24000 三重県  H28 当初 
『やっぱええやん、恋愛・結婚って！』普及啓

発事業 
¥1,080,000 ¥540,000 1,798,308 

25000 滋賀県  H27 補正 あいはぐプロジェクト応援団事業 ¥10,000,000 ¥10,000,000 1,395,217 

26000 京都府  H27 補正 きょうと婚活応援センター事業 ¥51,800,000 ¥51,800,000 2,515,005 

26000 京都府  H27 補正 きょうと婚活応援センタ－リレーフォーラム事業 ¥4,040,000 ¥4,040,000 2,515,005 

28000 兵庫県  H27 補正 市町と連携した出会い支援事業の推進 ¥27,000,000 ¥27,000,000 5,506,465 

28000 兵庫県  H27 補正 結婚支援情報等のテレビ番組の制作・放送 ¥8,664,000 ¥8,664,000 5,506,465 

28000 兵庫県  H27 補正 「家族ぐるみの出会い・結婚支援フォーラム」 ¥2,093,000 ¥2,093,000 5,506,465 

29000 奈良県  H27 補正 奈良県次代の親育成事業 ¥3,804,000 ¥3,804,000 1,368,900 

30000 和歌山県  H27 補正 結婚支援推進事業 ¥3,922,000 ¥3,922,000 978,540 

30000 和歌山県  H27 補正 結婚機運醸成事業 ¥1,778,000 ¥1,778,000 978,540 

31000 鳥取県  H27 補正 とっとり出会いサポートセンター機能充実事業 ¥9,047,000 ¥9,047,000 571,173 

31000 鳥取県  H27 補正 妊活等啓発冊子作成業務 ¥2,670,000 ¥2,670,000 571,173 

31000 鳥取県  H28 当初 
「日本創生のための将来世代応援知事同盟」

と連携した子育て王国とっとり婚活ツアー 
¥2,500,000 ¥1,250,000 571,173 

32000 島根県  H27 補正 
コーディネーターによる結婚カウンセリング機

能強化事業 
¥400,000 ¥400,000 689,603 

32000 島根県  H27 補正 
縁結びボランティア「はぴこ」とサポートセンタ

ーの連携による広域マッチングの推進事業 
¥6,344,000 ¥6,344,000 689,603 

32000 島根県  H27 補正 
縁結びボランティア「はぴこ」と連携した都市部

の女性との出会い創出事業 
¥2,565,000 ¥2,565,000 689,603 

33000 岡山県  H27 補正 出会いのための環境づくり事業 ¥3,742,000 ¥3,742,000 1,903,779 

33000 岡山県  H27 補正 
「結婚応援のためのフォーラムINおかやま」事

業 
¥4,400,000 ¥4,400,000 1,903,779 

34000 広島県  H27 補正 ひろしま出会いサポーターズ構築事業 ¥9,067,000 ¥9,067,000 2,812,091 

34000 広島県  H27 補正 「こいのわ」イベント実施事業 ¥8,615,000 ¥8,615,000 2,812,091 

35000 山口県  H27 補正 ぶち幸せおいでませ！結婚応縁事業 ¥56,716,000 ¥56,716,000 1,394,042 

35000 山口県  H27 補正 
結婚・子育てポジティブキャンペーンプロジェ

クト 
¥1,000,000 ¥1,000,000 1,394,042 
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自治体

コード 
都道府県  予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

36000 徳島県  H27 補正 とくしま結婚支援プロジェクト  ¥51,700,000 ¥51,700,000 758,844 

37000 香川県  H27 補正 かがわ結婚サポートセンター事業  ¥34,258,000 ¥34,258,000 987,146 

38000 愛媛県  H27 補正 愛顔の婚活サポート事業 ¥49,635,000 ¥49,635,000 1,394,413 

39000 高知県  H27 補正 
高知県出会い・結婚・子育て応援窓口運営業

務 
¥26,488,000 ¥26,488,000 728,616 

39000 高知県  H27 補正 高知県結婚支援サポーター応援事業 ¥11,016,000 ¥11,016,000 728,616 

39000 高知県  H28 当初 
高知家の出会い・結婚・子育て応援団の取組

促進事業 
¥2,924,000 ¥1,462,000 728,616 

40000 福岡県  H27 補正 
地域の結婚応援関係者を対象とした研修会・

交流会開催事業 
¥387,000 ¥387,000 5,062,176 

42000 長崎県  H27 補正 ながさきで家族になろう事業 ¥58,860,000 ¥58,860,000 1,381,794 

43000 熊本県  H27 補正 くまもと市町村広域連携促進事業 ¥520,000 ¥520,000 1,786,651 

43000 熊本県  H27 補正 くまもと結婚応援トーク ¥4,560,000 ¥4,560,000 1,786,651 

43000 熊本県  H27 補正 くまもと結婚応援ハンドブック事業 ¥3,741,000 ¥3,741,000 1,786,651 

44000 大分県  H27 補正 おおいた出会い応援事業 ¥8,497,000 ¥8,497,000 1,165,898 

45000 宮崎県  H27 補正 出会い創出 みやざき結婚プロジェクト事業 ¥5,200,000 ¥5,200,000 1,114,552 

45000 宮崎県  H27 補正 みやざき結婚サポート強化事業 ¥16,500,000 ¥16,500,000 1,114,552 

46000 鹿児島県  H27 補正 かごしま出会いサポート事業 ¥7,013,000 ¥7,013,000 1,660,215 

46000 鹿児島県  H27 補正 出会い・結婚相談事業 ¥15,152,000 ¥15,152,000 1,660,215 

47000 沖縄県  H27 補正 少子化問題を考える広報啓発事業 ¥9,688,000 ¥9,688,000 1,453,208 

 
 
② 結婚に対する取組 市町村事業（自治体コード順） 

自治体

コード 
都道府県 市町村 予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

01204 北海道 旭川市 H27 補正 縁結びネットワーク支援費 ¥3,157,000 ¥3,157,000 342,036 

01204 北海道 旭川市 H27 補正 あさひかわ出会い応援事業 ¥223,000 ¥223,000 342,036 

01231 北海道 恵庭市 H27 補正 
ツアー、セミナー、支援組織、ウェブサイトによ

る婚活推進事業 
¥4,860,000 ¥4,860,000 68,949 

01438 北海道 沼田町 H28 当初 ぬまた婚活応援事業 ¥1,064,000 ¥532,000 3,191 

02203 青森県 八戸市 H27 補正 婚活フォーラム開催事業 ¥560,000 ¥560,000 233,252 

02204 青森県 黒石市 H27 補正 くろいし婚活サポート事業  ¥2,985,000 ¥2,985,000 34,491 

02209 青森県 つがる市 H27 補正 つがる市結婚支援事業 ¥1,743,000 ¥1,743,000 33,773 

03201 岩手県 盛岡市 H27 補正 結婚支援人材養成事業 ¥1,500,000 ¥1,500,000 291,368 

03203 岩手県 大船渡市 H28 当初 企業団体等による結婚応援推進事業 ¥2,768,000 ¥1,384,000 37,547 

03203 岩手県 大船渡市 H28 当初 
Light な出会いを支援する結婚よろず相談・サ

ポート事業 
¥6,839,000 ¥3,419,000 37,547 

04362 宮城県 山元町 H27 補正 
～小さな田舎町で出会う～山元町婚活プロジ

ェクト 
¥1,906,000 ¥1,906,000 12,426 

05204 秋田県 大館市 H27 補正 結婚世話焼き人事業 ¥442,000 ¥442,000 74,434 

05209 秋田県 鹿角市 H27 補正 結婚支援・啓発事業 ¥799,000 ¥799,000 32,096 

05361 秋田県 五城目町 H27 補正 
出会いの夢を紡ぐ結婚おせっかいやき隊支援

事業 
¥140,000 ¥140,000 9,762 

05361 秋田県 五城目町 H27 補正 
昭和風出会いによる平成風若者交流イベント

事業 
¥610,000 ¥610,000 9,762 

06203 山形県 鶴岡市 H27 補正 つるおか婚シェルジュ婚活支援事業  ¥2,200,000 ¥2,200,000 129,445 

06204 山形県 酒田市 H27 補正 結婚推進支援事業  ¥1,227,000 ¥1,227,000 105,024 
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自治体

コード 
都道府県 市町村 予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

06205 山形県 新庄市 H27 補正 結婚活動支援事業 ¥714,000 ¥714,000 36,453 

06212 山形県 尾花沢市 H27 補正 ふれあい推進事業 ¥900,000 ¥900,000 16,908 

07201 福島県 福島市 H27 補正 福島市出会いの場創出事業 ¥5,277,000 ¥5,277,000 281,746 

07202 福島県 会津若松市 H27 補正 ハートフルサポーター事業 ¥3,700,000 ¥3,700,000 120,836 

07204 福島県 いわき市 H28 当初 
企業内結婚サポーター及び独身者に係る交

流事業 
¥1,014,000 ¥507,000 327,831 

07204 福島県 いわき市 H28 当初 独身者のためのスキルアップセミナー事業 ¥753,000 ¥376,000 327,831 

07209 福島県 相馬市 H27 補正 婚活支援「出会いの場」創出事業  ¥3,798,000 ¥3,798,000 35,586 

07210 福島県 二本松市 H28 当初 二本松市結婚推進支援事業  ¥1,522,000 ¥761,000 55,965 

07214 福島県 本宮市 H28 当初 まちとひと 魅力度アッププロジェクト ¥2,472,000 ¥1,236,000 30,576 

07461 福島県 西郷村 H27 補正 企業間お見合い事業 ¥1,594,000 ¥1,594,000 19,896 

08203 茨城県 土浦市 H27 補正 結婚・子育て応援事業  ¥4,941,000 ¥4,941,000 140,160 

08212 茨城県 常陸太田市 H27 補正 結婚じょうづる後押し事業 ¥4,912,000 ¥4,912,000 53,692 

08212 茨城県 常陸太田市 H27 補正 婚活じょうづるサポーター事業 ¥484,000 ¥484,000 53,692 

08234 茨城県 鉾田市 H28 当初 ほこた婚活応援事業 ¥1,818,000 ¥909,000 47,904 

09203 栃木県 栃木市 H28 当初 地域資源を活用した結婚セミナー開催事業 ¥2,200,000 ¥1,100,000 159,250 

09203 栃木県 栃木市 H28 当初 地域資源を活用した出会いの場の提供事業 ¥2,000,000 ¥1,000,000 159,250 

10206 群馬県 沼田市 H27 補正 
ハッピープロジェクト事業（地域で見守る縁結

び） 
¥2,980,000 ¥2,980,000 49,170 

11217 埼玉県 鴻巣市 H27 補正 こうのす花コン マッチングシステム構築事業 ¥1,600,000 ¥1,600,000 117,635 

12219 千葉県 市原市 H28 当初 若者の結婚支援事業 ¥1,054,000 ¥527,000 273,994 

12222 千葉県 我孫子市 H27 補正 
社会福祉協議会の結婚相談業務の事業拡大・

充実（少子化対策検討プロジェクト）  
¥2,487,000 ¥2,487,000 130,869 

12225 千葉県 君津市 H27 補正 マッチングサポートプロジェクト ¥3,000,000 ¥3,000,000 85,763 

12329 千葉県 栄町 H27 補正 あなたのベストパートナー探し支援事業  ¥1,450,000 ¥1,450,000 21,061 

12347 千葉県 多古町 H27 補正 婚活支援員ネットワーク事業  ¥850,000 ¥850,000 14,689 

12347 千葉県 多古町 H28 当初 独身者を対象とした啓発セミナー ¥165,000 ¥82,000 14,689 

12423 千葉県 長生村 H27 補正 長生村結婚の希望をかなえる仕組づくり事業 ¥4,500,000 ¥4,500,000 14,552 

14100 神奈川県 横浜市 H28 当初 未婚者・親等向け啓発・情報提供  ¥1,500,000 ¥750,000 3,649,259 

14215 神奈川県 海老名市 H27 補正 ３市広域婚活支援セミナー ¥160,000 ¥160,000 128,840 

15100 新潟県 新潟市 H27 補正 
人材育成・地域交流型 出会いと婚活支援事

業 
¥5,336,000 ¥5,336,000 794,991 

15206 新潟県 新発田市 H27 補正 
Shibata❤Ｓｔｏｒｙ～しばた版、切れ目のない婚

活支援～ 
¥3,405,000 ¥3,405,000 99,146 

15210 新潟県 十日町市 H27 補正 十日町市結婚促進事業 ¥12,401,000 ¥12,401,000 54,941 

15217 新潟県 妙高市 H28 当初 結婚サポート推進事業 ¥1,600,000 ¥800,000 33,343 

15223 新潟県 阿賀野市 H27 補正 素敵な出会い応援事業  ¥14,500,000 ¥14,500,000 43,482 

15227 新潟県 胎内市 H28 当初 ブライダル・アドバイザー事業 ¥1,520,000 ¥760,000 30,145 

16205 富山県 氷見市 H28 当初 縁結び推進事業 ¥1,200,000 ¥600,000 48,669 

16206 富山県 滑川市 H27 補正 地域の結婚支援員活用事業 ¥200,000 ¥200,000 33,106 

16208 富山県 砺波市 H28 当初 若者婚育事業  ¥804,000 ¥402,000 48,506 

16209 富山県 小矢部市 H27 補正 おやべの縁結びさん活動支援事業 ¥1,628,000 ¥1,628,000 30,368 

16210 富山県 南砺市 H27 補正 あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト(ＡＩＰ４８)  ¥3,600,000 ¥3,600,000 51,753 

16342 富山県 入善町 H27 補正 入善町結婚応援事業  ¥4,213,000 ¥4,213,000 25,172 
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自治体

コード 
都道府県 市町村 予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

17203 石川県 小松市 H27 補正 結婚支援担い手育成事業 ¥880,000 ¥880,000 107,021 

17206 石川県 加賀市 H27 補正 結婚啓発「ライフデザイン」講座開催事業   ¥7,000,000 ¥7,000,000 67,885 

17206 石川県 加賀市 H27 補正 「縁結び（仲人）さん」養成事業   ¥1,124,000 ¥1,124,000 67,885 

17206 石川県 加賀市 H27 補正 「婚活力」セミナー開催事業  ¥1,676,000 ¥1,676,000 67,885 

17207 石川県 羽咋市 H28 当初 羽咋で夢見る恋愛・結婚 大作戦 ¥2,000,000 ¥1,000,000 22,257 

17384 石川県 志賀町 H27 補正 志賀町縁結び支援事業 ¥2,700,000 ¥2,700,000 21,129 

17407 石川県 中能登町 H27 補正 中能登町結婚推進強化事業 ¥3,500,000 ¥3,500,000 18,286 

18204 福井県 小浜市 H27 補正 OBAMA で愛（出会い）応援事業 ¥1,170,000 ¥1,170,000 29,766 

19202 山梨県 富士吉田市 H27 補正 

 ～赤い糸を結びます～   運命の出会いを

サポート! 

富士吉田縁結びお世話人ネットワーク事業 

¥2,610,000 ¥2,610,000 49,499 

20203 長野県 上田市 H27 補正 上田市結婚支援事業 ¥3,874,000 ¥3,874,000 155,784 

20209 長野県 伊那市 H27 補正 
地域資源を活用した結婚支援と魅力ある出会

い創出事業 
¥3,509,000 ¥3,509,000 67,538 

20210 長野県 駒ヶ根市 H27 補正 えがお出会いｻﾎﾟー ﾄ事業 ¥3,920,000 ¥3,920,000 32,668 

20217 長野県 佐久市 H27 補正 平成28 年度佐久市結婚支援事業 ¥3,650,000 ¥3,650,000 98,451 

20219 長野県 東御市 H28 当初 結婚活動支援事業 ¥1,000,000 ¥500,000 30,121 

20304 長野県 川上村 H27 補正 川上村 地域密着型婚活事業 ¥5,312,000 ¥5,312,000 3,935 

20386 長野県 中川村 H27 補正 美しい村「なかがわ」で出逢っチャオ ¥2,329,000 ¥2,329,000 4,970 

20388 長野県 宮田村 H27 補正 宮田村マッチングサポート事業 ¥6,221,000 ¥6,221,000 8,897 

20402 長野県 松川町 H28 当初 
未来カレッジまつかわ『若者のための未来デ

ザイン支援講座』 
¥669,000 ¥334,000 13,448 

20407 長野県 阿智村 H27 補正 
多様なニーズに対応するための結婚支援体制

の構築 
¥3,000,000 ¥3,000,000 6,498 

20414 長野県 泰阜村 H27 補正 お見合いリンク事業 ¥1,598,000 ¥1,598,000 1,665 

20414 長野県 泰阜村 H27 補正 妄想結婚瞑想セミナー事業 ¥939,000 ¥939,000 1,665 

20415 長野県 喬木村 H28 当初 独身男女の出会いの場の提供事業 ¥150,000 ¥75,000 6,483 

20561 長野県 山ノ内町 H27 補正 結婚活動応援事業 ¥2,010,000 ¥2,010,000 12,860 

21215 岐阜県 山県市 H27 補正 山県市結婚支援事業 ¥4,191,000 ¥4,191,000 27,380 

21505 岐阜県 八百津町 H27 補正 結婚相談スキルアップ事業 ¥1,347,000 ¥1,347,000 11,349 

22100 静岡県 静岡市 H27 補正 
しずおかエンジェルプロジェクト推進事業 

（出会いの機会創出事業） 
¥1,834,000 ¥1,834,000 700,608 

22130 静岡県 浜松市 H27 補正 はままつ婚活イベント実施事業  ¥4,172,000 ¥4,172,000 786,233 

22130 静岡県 浜松市 H27 補正 はままつ婚活アドバイザー事業  ¥9,998,000 ¥9,998,000 786,233 

22203 静岡県 沼津市 H27 補正 縁結び隊活用婚活イベント事業 ¥1,850,000 ¥1,850,000 195,391 

22203 静岡県 沼津市 H27 補正 未来のパパママはぐくみ事業 ¥1,500,000 ¥1,500,000 195,391 

22206 静岡県 三島市 H27 補正 婚シェルジュ（結婚世話焼き人）育成事業   ¥2,150,000 ¥2,150,000 110,214 

22209 静岡県 島田市 H27 補正 出会いの力・出会いの場創造事業 ¥3,095,000 ¥3,095,000 98,912 

22209 静岡県 島田市 H27 補正 
地域おせっかい人協働事業「親だからできる

我が子の婚活交流会」 
¥805,000 ¥805,000 98,912 

22214 静岡県 藤枝市 H27 補正 
藤枝ならではの仕掛けで出会いをサポート“ふ

じえだであい”創造事業 
¥5,166,000 ¥5,166,000 145,069 

22214 静岡県 藤枝市 H27 補正 
首都圏等に転出した若者を呼び戻す「再会」と

「ふるさと婚」支援事業 
¥2,013,000 ¥2,013,000 145,069 

22220 静岡県 裾野市 H27 補正 恋来い支援センター運営委託事業 ¥2,500,000 ¥2,500,000 52,013 

22226 静岡県 牧之原市 H27 補正 地域の力出会い創出事業 ¥5,580,000 ¥5,580,000 45,297 

23201 愛知県 豊橋市 H27 補正 結婚・ライフデザイン応援セミナー  ¥1,300,000 ¥1,300,000 363,280 
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23201 愛知県 豊橋市 H27 補正 結婚相談事業 ¥337,000 ¥337,000 363,280 

23201 愛知県 豊橋市 H27 補正 婚活サポーター養成事業 ¥206,000 ¥206,000 363,280 

25204 滋賀県 近江八幡市 H28 当初 近江八幡市職場の縁結び応援プロジェクト ¥1,686,000 ¥843,000 81,021 

25209 滋賀県 甲賀市 H27 補正 地域との結婚トータルサポート事業 ¥3,120,000 ¥3,120,000 88,988 

25211 滋賀県 湖南市 H27 補正 婚活支援事業 ¥3,600,000 ¥3,600,000 52,710 

25213 滋賀県 東近江市 H27 補正 東近江市若者サポーター事業 ¥800,000 ¥800,000 112,479 

28209 兵庫県 豊岡市 H27 補正 結婚促進支援事業 ¥8,207,000 ¥8,207,000 83,369 

29342 奈良県 平群町 H27 補正 
2016 恋まち・育まち・へぐりっち恋愛子育て支

援宣言事業（結婚応援編）  
¥2,742,000 ¥2,742,000 19,145 

29424 奈良県 上牧町 H28 当初 上牧町出会い・結婚応援事業 ¥2,731,000 ¥1,365,000 22,734 

30201 和歌山県 和歌山市 H27 補正 若者出会い・結婚応援事業 ¥2,548,000 ¥2,548,000 369,721 

30203 和歌山県 橋本市 H28 当初 橋本de 愛創出事業 ¥1,200,000 ¥600,000 64,109 

30404 和歌山県 上富田町 H28 当初 結婚継続支援事業「上富田さくらプロジェクト」 ¥1,100,000 ¥550,000 15,511 

33202 岡山県 倉敷市 H27 補正 
倉敷みらい創生戦略 企業・民間事業者と連

携した結婚定住促進事業  
¥8,828,000 ¥8,828,000 478,652 

33203 岡山県 津山市 H27 補正 津山市出会い・結婚サポート事業 ¥3,847,000 ¥3,847,000 102,189 

33205 岡山県 笠岡市 H27 補正 結婚応援事業 ¥2,649,000 ¥2,649,000 49,951 

33212 岡山県 瀬戸内市 H28 当初 瀬戸内市縁結びサポーター養成講座 ¥800,000 ¥400,000 37,537 

33445 岡山県 里庄町 H27 補正 企業応援！マリッジサポート事業  ¥2,193,000 ¥2,193,000 11,086 

33461 岡山県 矢掛町 H27 補正 矢掛町結婚コンシェルジュ事業 ¥4,100,000 ¥4,100,000 14,377 

33461 岡山県 矢掛町 H27 補正 矢掛町出会いの機会創出事業 ¥500,000 ¥500,000 14,377 

33666 岡山県 美咲町 H27 補正 結婚力スキルアップセミナー事業 ¥2,700,000 ¥2,700,000 14,865 

33666 岡山県 美咲町 H27 補正 マリッジサポーター事業 ¥10,000,000 ¥10,000,000 14,865 

34208 広島県 府中市 H27 補正 結婚サポート事業 ¥514,000 ¥514,000 40,307 

34208 広島県 府中市 H27 補正 次代を担う若者創造事業 ¥300,000 ¥300,000 40,307 

34210 広島県 庄原市 H27 補正 しょうばら縁結び事業 ¥8,985,000 ¥8,985,000 36,638 

34213 広島県 廿日市市 H27 補正 
女子力・男子力アップ！実践講座と、昨今の結

婚式事情講座 
¥300,000 ¥300,000 116,150 

34213 広島県 廿日市市 H27 補正 出会いの場づくり事業 ¥821,000 ¥821,000 116,150 

34302 広島県 府中町 H27 補正 ハッピーウエディングセミナー事業 ¥488,000 ¥488,000 51,519 

34369 広島県 北広島町 H27 補正 結婚支援事業 ¥390,000 ¥390,000 18,891 

38203 愛媛県 宇和島市 H27 補正 
うわじまＭＩセンターを拠点とした結婚推進事

業  
¥1,788,000 ¥1,788,000 78,430 

38204 愛媛県 八幡浜市 H27 補正 八幡浜市縁結びサポート事業  ¥2,406,000 ¥2,406,000 35,071 

38442 愛媛県 伊方町 H28 当初 伊方町結婚応援事業 ¥1,400,000 ¥700,000 9,853 

40100 福岡県 北九州市 H27 補正 婚活に係る出会いの機会の創出補助事業 ¥5,000,000 ¥5,000,000 954,377 

40203 福岡県 久留米市 H27 補正 企業・団体結婚支援ネットワーク推進事業 ¥5,020,000 ¥5,020,000 303,425 

40215 福岡県 中間市 H27 補正 幸せむすび応援事業 ¥1,702,000 ¥1,702,000 42,683 

40224 福岡県 福津市 H27 補正 「婚活」支援事業 ¥1,886,000 ¥1,886,000 61,376 

40224 福岡県 福津市 H27 補正 正しい妊娠・出産知識の学習事業 ¥241,000 ¥241,000 61,376 

40522 福岡県 大木町 H27 補正 出会い応援事業 ¥4,899,000 ¥4,899,000 14,250 

42201 長崎県 長崎市 H27 補正 「ながさきで婚活」応援事業費 ¥221,000 ¥221,000 426,429 

42214 長崎県 南島原市 H27 補正 自活・結婚に向けた人材育成事業 ¥506,000 ¥506,000 47,768 

42214 長崎県 南島原市 H28 当初 
結婚、妊娠・出産、子育てしやすいまち№1 事

業 
¥3,804,000 ¥1,902,000 47,768 
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43100 熊本県 熊本市 H27 補正 
若年層に対する少子化に関する情報提供・意

識啓発事業   
¥2,380,000 ¥2,380,000 729,092 

43100 熊本県 熊本市 H27 補正 
「（仮称）くまもと市縁結び隊」の世話人養成に

よる未婚者に対する結婚支援の推進事業 
¥6,231,000 ¥6,231,000 729,092 

43505 熊本県 多良木町 H27 補正 たらぎ赤い糸プロジェクト事業 ¥720,000 ¥720,000 9,962 

44206 大分県 臼杵市 H27 補正 夢と希望を叶える婚活の推進事業 ¥1,260,000 ¥1,260,000 39,635 

45201 宮崎県 宮崎市 H27 補正 宮崎市農業者パートナー等支援事業 ¥970,000 ¥970,000 402,570 

45202 宮崎県 都城市 H27 補正 婚活サポーター活用事業 ¥3,800,000 ¥3,800,000 166,387 

45202 宮崎県 都城市 H27 補正 いつでも Doki♡Doki みや婚じょ事業 ¥6,000,000 ¥6,000,000 166,387 

45202 宮崎県 都城市 H27 補正 Doki♡Doki みや婚じょ情報発信事業 ¥1,200,000 ¥1,200,000 166,387 

46221 鹿児島県 志布志市 H27 補正 
志布志市若年者希望醸成事業～あなたの個

性が武器になる～   
¥864,000 ¥864,000 32,140 

 
 
③ 結婚に対する取組 特別区・広域行政事務組合事業（自治体コード順） 

自治体

コード 
都道府県 市町村 予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

16900 富山県 
高岡地区広域

圏事務組合 
H27 補正 広域婚活支援事業 ¥1,901,000 ¥1,901,000   

43991 熊本県 
有明広域行政

事務組合 
H27 補正 

メディアを活用し、県外に向けて荒尾玉名地

域の総括的な婚活展開  
¥5,500,000 ¥5,500,000   

43991 熊本県 
有明広域行政

事務組合 
H27 補正 サポートセンターHP の整備 ¥1,983,000 ¥1,983,000   

43991 熊本県 
有明広域行政

事務組合 
H27 補正 

会員データの電子化及び出張サポートセンタ

ーの開設 
¥1,245,000 ¥1,245,000   

43991 熊本県 
有明広域行政

事務組合 
H27 補正 専門講師による自己啓発講座の開設  ¥999,000 ¥999,000   
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④ 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 都道府県事業 

（自治体コード順）※事業名の後に「再掲」とあるものは、①に既出の事業 

自治体

コード 
都道府県 

 
予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成29 年1 月1

日住民基本台帳

人口（人） 

01000 北海道  H27 補正 次世代教育コーディネート事業 再掲 ¥15,413,000 ¥15,413,000 5,342,618 

01000 北海道  H27 補正 家庭内の子育て支援力向上事業   ¥6,147,000 ¥6,147,000 5,342,618 

01000 北海道  H27 補正 
企業との協働による子育て世帯に優し

い環境づくり推進事業 
  ¥4,248,000 ¥4,248,000 5,342,618 

01000 北海道  H27 補正 
少子化対策ポジティブキャンペーンの

実施 
  ¥9,567,000 ¥9,567,000 5,342,618 

04000 宮城県  H27 補正 

結婚・出産・子育て意識調査とメディア

タイアップによる結婚・出産への機運醸

成 

  ¥19,354,000 ¥19,354,000 2,300,472 

04000 宮城県  H27 補正 
次世代における結婚、出産、子育て魅

力発信事業・改 
  ¥20,628,000 ¥20,628,000 2,300,472 

05000 秋田県  H27 補正 
あきた子育てふれあいカード全国共通

展開事業 
  ¥5,163,000 ¥5,163,000 1,025,559 

06000 山形県  H27 補正 
結婚観・家庭観の醸成のためのライフ

デザイン形成支援 
  ¥5,553,000 ¥5,553,000 1,112,238 

06000 山形県  H27 補正 三世代同居情報発信事業   ¥3,706,000 ¥3,706,000 1,112,238 

06000 山形県  H27 補正 
地域みんなで子育て応援団活動・情報

発信事業 
  ¥1,959,000 ¥1,959,000 1,112,238 

06000 山形県  H27 補正 
やまがた子育て応援パスポート全国共

通展開事業 
  ¥7,592,000 ¥7,592,000 1,112,238 

06000 山形県  H27 補正 男性の家事・育児参画促進事業   ¥2,976,000 ¥2,976,000 1,112,238 

07000 福島県  H27 補正 子育て応援パスポート全国展開事業   ¥6,903,000 ¥6,903,000 1,926,751 

08000 茨城県  H27 補正 
いばらき出会いサポートセンター10 周

年記念 婚活応援フォーラム in 茨城  
再掲 ¥1,133,000 ¥1,133,000 2,903,615 

08000 茨城県  H27 補正 
学生による学生のためのライフプラン

構築等応援事業 
 ¥1,078,000 ¥1,078,000 2,903,615 

09000 栃木県  H27 補正 結婚啓発ライフデザインセミナー 再掲 ¥3,361,000 ¥3,361,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27 補正 
未来の結婚・子育て応援事業～自分未

来体験カフェ事業～ 
再掲 ¥3,611,000 ¥3,611,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27 補正 とちぎ妊活応援事業   ¥6,074,000 ¥6,074,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27 補正 パパ・ママ応援講座事業   ¥4,509,000 ¥4,509,000 1,955,876 

09000 栃木県  H27 補正 

結婚応援フォーラム“とちぎ マリ・フェ

ス”（とちぎ結婚サポートセンター（仮

称）キックオフイベント） 

  ¥7,230,000 ¥7,230,000 1,955,876 

10000 群馬県  H27 補正 地域の結婚応援事業費補助 再掲 ¥3,000,000 ¥3,000,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27 補正 
独身の若者を対象としたライフデザイ

ン・婚活スタートアップセミナー 
再掲 ¥3,338,000 ¥3,338,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27 補正 事業所と事業所を結ぶマッチング事業 再掲 ¥1,577,000 ¥1,577,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27 補正 
未来の家族への手紙コンクール～描こ

う自分のライフデザイン～ 
  ¥1,987,000 ¥1,987,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27 補正 若者の結婚・婚活応援フォーラム   ¥997,000 ¥997,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27 補正 
結婚応援パスポート（マリッジパスポー

ト） 
再掲 ¥4,167,000 ¥4,167,000 1,949,754 

10000 群馬県  H27 補正 ぐんまさんきゅうパパプロジェクト   ¥2,706,000 ¥2,706,000 1,949,754 

11000 埼玉県  H27 補正 
若い世代のライフデザイン構築支援事

業 
  ¥1,176,000 ¥1,176,000 7,194,582 

11000 埼玉県  H27 補正 
埼玉結婚♡応援サポーターによる結婚

支援事業 
  ¥12,000,000 ¥12,000,000 7,194,582 

11000 埼玉県  H27 補正 
一人一人の母親のニーズに向かい合

える相談対応力のある地域づくり事業 
  ¥3,000,000 ¥3,000,000 7,194,582 

12000 千葉県  H27 補正 子育て応援！チーパス事業   ¥17,923,000 ¥17,923,000 6,152,877 

13000 東京都  H27 補正 子育て支援パスポート事業    ¥9,835,000 ¥9,835,000 13,043,707 
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14000 神奈川県  H27 補正 
「かながわ子育て応援パスポート」全国

共通展開に向けた準備事業 
  ¥23,821,000 ¥23,821,000 8,969,530 

14000 神奈川県  H27 補正 結婚・出産・子育て前向きプロジェクト   ¥11,666,000 ¥11,666,000 8,969,530 

14000 神奈川県  H28 当初 
結婚支援のプラットフォーム形成促進

事業 
再掲 ¥9,500,000 ¥4,750,000 8,969,530 

15000 新潟県  H27 補正 
【「あなたの婚活」応援プロジェクト】背

中を押す仕掛けづくり 
再掲 ¥16,000,000 ¥16,000,000 2,286,482 

15000 新潟県  H27 補正 Let‘s 楽しく子育てプロジェクト   ¥6,000,000 ¥6,000,000 2,286,482 

15000 新潟県  H27 補正 子育て家庭への優待サービス事業   ¥299,000 ¥299,000 2,286,482 

16000 富山県  H27 補正 
とやまの子ども 夢・ふるさと発見事業

（中学生版） 
 ¥2,000,000 ¥2,000,000 1,059,931 

16000 富山県  H27 補正 
とやまの高校生ライフプラン教育充実

事業 
 ¥4,807,000 ¥4,807,000 1,059,931 

16000 富山県  H27 補正 とやま子育て応援団利用率アップ事業    ¥6,000,000 ¥6,000,000 1,059,931 

16000 富山県  H27 補正 マイ保育園活性化キャンペーン事業   ¥10,000,000 ¥10,000,000 1,059,931 

16000 富山県  H28 当初 
TOYAMA ハッピーライフキャンペーン

2016 
  ¥10,000,000 ¥5,000,000 1,059,931 

17000 石川県  H27 補正 企業への支援推進事業 再掲 ¥11,000,000 ¥11,000,000 1,141,345 

17000 石川県  H27 補正 結婚支援体制の強化事業 再掲 ¥11,000,000 ¥11,000,000 1,141,345 

17000 石川県  H27 補正 
子育て支援パスポート事業の全国共通

展開 
  ¥1,000,000 ¥1,000,000 1,141,345 

17000 石川県  H27 補正 
子育てに温かい社会づくり・機運の醸

成推進事業 
  ¥11,000,000 ¥11,000,000 1,141,345 

18000 福井県  H27 補正 
県民・メディア参加型結婚ポジティブキ

ャンペーン 
再掲 ¥11,427,000 ¥11,427,000 782,230 

18000 福井県  H27 補正 
ふくい縁結びサポ-トセンター開設事業

（開設イベント開催） 
再掲 ¥2,202,000 ¥2,202,000 782,230 

21000 岐阜県  H27 補正 
ライフプランを考える啓発プロジェクト

事業 
 ¥4,478,000 ¥4,478,000 2,019,491 

21000 岐阜県  H27 補正 
岐阜県子育て家庭応援キャンペーン

事業 
  ¥19,039,000 ¥19,039,000 2,019,491 

21000 岐阜県  H27 補正 岐阜県型子育て支援者育成事業   ¥2,268,000 ¥2,268,000 2,019,491 

21000 岐阜県  H27 補正 
さんきゅうパパ・ママ応援プロジェクト事

業 
  ¥10,828,000 ¥10,828,000 2,019,491 

22000 静岡県  H27 補正 大学生が思い描く未来予想図事業   ¥16,400,000 ¥16,400,000 3,680,266 

22000 静岡県  H27 補正 ふじのくに出会い・結婚サポート事業 再掲 ¥22,000,000 ¥22,000,000 3,680,266 

22000 静岡県  H27 補正 ライフデザイン応援事業  ¥5,000,000 ¥5,000,000 3,680,266 

22000 静岡県  H27 補正 さんきゅうパパ応援事業   ¥10,000,000 ¥10,000,000 3,680,266 

22000 静岡県  H27 補正 
「子育ては尊い仕事」を未来につなぐ

プロジェクト推進事業 
  ¥12,000,000 ¥12,000,000 3,680,266 

22000 静岡県  H27 補正 
子育て支援パスポート全国共通展開事

業 
  ¥12,500,000 ¥12,500,000 3,680,266 

23000 愛知県  H27 補正 イクメン・イクジィ推進事業   ¥10,290,000 ¥10,290,000 7,315,013 

23000 愛知県  H27 補正 子育て支援パスポート事業   ¥1,653,000 ¥1,653,000 7,315,013 

24000 三重県  H27 補正 
「みえ出逢い応援フォーラム（仮称）」事

業 
再掲 ¥2,500,000 ¥2,500,000 1,798,308 

25000 滋賀県  H27 補正 あいはぐプロジェクト応援団事業 再掲 ¥10,000,000 ¥10,000,000 1,395,217 

25000 滋賀県  H27 補正 大学生向けライフデザイン講座   ¥3,500,000 ¥3,500,000 1,395,217 

25000 滋賀県  H27 補正 少子化対策学生プロジェクト事業   ¥5,000,000 ¥5,000,000 1,395,217 

25000 滋賀県  H27 補正 

淡海子育て応援団事業認知度アップキ

ャンペーン（子育てパスポート事業の

全国展開） 

  ¥1,500,000 ¥1,500,000 1,395,217 

26000 京都府  H27 補正 きょうと婚活応援センター事業 再掲 ¥51,800,000 ¥51,800,000 2,515,005 
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26000 京都府  H27 補正 子育て学習プログラム推進事業   ¥7,000,000 ¥7,000,000 2,515,005 

26000 京都府  H27 補正 
学校と連携した妊娠・出産に関する啓

発事業 
 ¥2,000,000 ¥2,000,000 2,515,005 

26000 京都府  H27 補正 子どもを育む文化創造事業   ¥15,000,000 ¥15,000,000 2,515,005 

26000 京都府  H27 補正 子育て支援パスポート全国共通化事業   ¥10,000,000 ¥10,000,000 2,515,005 

26000 京都府  H27 補正 親育ち支援保育士事業   ¥3,000,000 ¥3,000,000 2,515,005 

26000 京都府  H27 補正 
きょうと婚活応援センタ－リレーフォー

ラム事業 
再掲 ¥4,040,000 ¥4,040,000 2,515,005 

26000 京都府  H28 当初 
結婚から妊娠・出産、子育てまで”夢”

まるごとサポート事業  
  ¥20,000,000 ¥10,000,000 2,51,5005 

27000 大阪府  H27 補正 
乳児を養育する子育て家庭と地域人材

パートナー育成事業 
  ¥17,979,000 ¥17,979,000 8,646,380 

27000 大阪府  H27 補正 子ども施設地域共生応援事業   ¥9,770,000 ¥9,770,000 8,646,380 

27000 大阪府  H27 補正 
「子育て支援パスポート全国展開」参画

事業 
  ¥9,986,000 ¥9,986,000 8,646,380 

28000 兵庫県  H27 補正 
「家族ぐるみの出会い・結婚支援フォー

ラム」 
再掲 ¥2,093,000 ¥2,093,000 5,506,465 

28000 兵庫県  H27 補正 
大学等における子育て支援事業の促

進 
  ¥3,905,000 ¥3,905,000 5,506,465 

28000 兵庫県  H27 補正 
（出前講座）父親の子育て応援セミナ

ーの開催 
  ¥1,325,000 ¥1,325,000 5,506,465 

28000 兵庫県  H27 補正 
子育て支援パスポート（ひょうご子育て

応援の店事業）の全国展開 
  ¥4,091,000 ¥4,091,000 5,506,465 

29000 奈良県  H27 補正 アウトリーチ型子育て支援モデル事業   ¥3,200,000 ¥3,200,000 1,368,900 

29000 奈良県  H27 補正 「なら子育て応援団」広報・啓発事業   ¥7,479,000 ¥7,479,000 1,368,900 

29000 奈良県  H27 補正 奈良県次代の親育成事業 再掲 ¥3,804,000 ¥3,804,000 1,368,900 

30000 和歌山県  H27 補正 結婚機運醸成事業 再掲 ¥1,778,000 ¥1,778,000 978,540 

30000 和歌山県  H27 補正 男性の育児参加促進事業   ¥6,433,000 ¥6,433,000 978,540 

31000 鳥取県  H27 補正 
とっとり出会いサポートセンター機能充

実事業 
再掲 ¥9,047,000 ¥9,047,000 571,173 

31000 鳥取県  H27 補正 
お届けします！楽しい子育て・孫育て

講座事業 
  ¥4,036,000 ¥4,036,000 571,173 

31000 鳥取県  H27 補正 
ライフプランを考える啓発セミナー等開

催事業 
 ¥4,000,000 ¥4,000,000 571,173 

31000 鳥取県  H27 補正 
子育てっていいなキャンペーン(仮称）

事業 
  ¥15,036,000 ¥15,036,000 571,173 

31000 鳥取県  H28 当初 
子育てしやすい環境整備促進（企業子

宝率調査）事業 
  ¥2,561,000 ¥1,280,000 571,173 

32000 島根県  H27 補正 生の楽習講座事業   ¥7,074,000 ¥7,074,000 689,603 

32000 島根県  H27 補正 ライフプラン設計講座事業   ¥1,943,000 ¥1,943,000 689,603 

32000 島根県  H27 補正 
「こっころ」妊娠・出産・子育てポジティ

ブキャンペーン事業  
  ¥8,188,000 ¥8,188,000 689,603 

33000 岡山県  H27 補正 
岡山県子育てパパ・グランパ＆グラン

マ力アップ事業 
  ¥5,880,000 ¥5,880,000 1,903,779 

33000 岡山県  H27 補正 
「結婚応援のためのフォーラム IN おか

やま」事業 
再掲 ¥4,400,000 ¥4,400,000 1,903,779 

35000 山口県  H27 補正 やまぐち子育て応援パスポート事業   ¥387,000 ¥387,000 1,394,042 

35000 山口県  H27 補正 
結婚・子育てポジティブキャンペーン

プロジェクト 
再掲 ¥1,000,000 ¥1,000,000 1,394,042 

36000 徳島県  H27 補正 とくしま結婚支援プロジェクト  再掲 ¥51,700,000 ¥51,700,000 758,844 

36000 徳島県  H27 補正 産前・産後の母親安心プロジェクト   ¥1,400,000 ¥1,400,000 758,844 

36000 徳島県  H27 補正 親力アップ支援事業   ¥2,000,000 ¥2,000,000 758,844 

36000 徳島県  H27 補正 子育て支援パスポート利用促進事業    ¥8,500,000 ¥8,500,000 758,844 
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36000 徳島県  H27 補正 シニアによる子育て応援事業   ¥1,800,000 ¥1,800,000 758,844 

36000 徳島県  H27 補正 ライフプラン推進事業   ¥4,000,000 ¥4,000,000 758,844 

37000 香川県  H27 補正 さんさんパスポート推進事業   ¥1,000,000 ¥1,000,000 987,146 

38000 愛媛県  H27 補正 
中学生対象「赤ちゃんふれあい授業」

開催事業 
  ¥2,637,000 ¥2,637,000 1,394,413 

38000 愛媛県  H27 補正 
大学生、高校生対象「えひめの次代を

担う親づくり」推進事業 
  ¥6,526,000 ¥6,526,000 1,394,413 

38000 愛媛県  H27 補正 えひめの母子保健知識普及事業   ¥2,207,000 ¥2,207,000 1,394,413 

38000 愛媛県  H27 補正 えひめのイクメン推進事業   ¥20,088,000 ¥20,088,000 1,394,413 

38000 愛媛県  H27 補正 
えひめ家庭教育応援ファシリテーター

養成事業 
  ¥1,121,000 ¥1,121,000 1,394,413 

38000 愛媛県  H27 補正 子育て支援パスポート全国展開事業   ¥12,825,000 ¥12,825,000 1,394,413 

39000 高知県  H27 補正 高知県少子化対策県民運動推進事業   ¥34,509,000 ¥34,509,000 728,616 

39000 高知県  H27 補正 
高知県妊娠・出産・乳児期を中心とする

安心して子育てできる環境づくり事業 
  ¥5,103,000 ¥5,103,000 728,616 

39000 高知県  H27 補正 

高知県ライフプランセミナー開催事業 

～官民協働による県民運動を活かした

ライフプラン教育や妊娠・出産の医学

的な情報提供～ 

  ¥11,943,000 ¥11,943,000 728,616 

39000 高知県  H28 当初 
高知家の出会い・結婚・子育て応援団

の取組促進事業 
再掲 ¥2,924,000 ¥1,462,000 728,616 

40000 福岡県  H27 補正 
若者の結婚・家族形成に対する意識醸

成強化事業 
  ¥14,239,000 ¥14,239,000 5,062,176 

40000 福岡県  H27 補正 男性の子育て応援事業   ¥4,279,000 ¥4,279,000 5,062,176 

40000 福岡県  H27 補正 
子育て支援パスポート全国共通展開事

業 
  ¥5,496,000 ¥5,496,000 5,062,176 

41000 佐賀県  H27 補正 
結婚・子育てポジティブキャンペーン

事業 
  ¥1,000,000 ¥1,000,000 832,834 

42000 長崎県  H27 補正 ながさきで家族になろう事業 再掲 ¥58,860,000 ¥58,860,000 1,381,794 

42000 長崎県  H27 補正 子どもは宝文化発信事業   ¥14,695,000 ¥14,695,000 1,381,794 

42000 長崎県  H27 補正 
シニア世代の子育てボランティア育成

事業 
  ¥912,000 ¥912,000 1,381,794 

42000 長崎県  H27 補正 子育て応援の店リニューアル事業   ¥541,000 ¥541,000 1,381,794 

43000 熊本県  H27 補正 くまもと結婚応援トーク 再掲 ¥4,560,000 ¥4,560,000 1,786,651 

43000 熊本県  H27 補正 
結婚・子育てポジティブキャンペーン

プロジェクト  
  ¥1,082,000 ¥1,082,000 1,786,651 

44000 大分県  H27 補正 おおいた出会い応援事業 再掲 ¥8,497,000 ¥8,497,000 1,165,898 

44000 大分県  H27 補正 
結婚・子育てポジティブキャンペーン

プロジェクト 
  ¥10,000,000 ¥10,000,000 1,165,898 

44000 大分県  H27 補正 子育て支援パスポート活性化事業   ¥3,942,000 ¥3,942,000 1,165,898 

44000 大分県  H27 補正 男性の子育て参画推進研修事業   ¥525,000 ¥525,000 1,165,898 

46000 鹿児島県  H27 補正 かごしま出会いサポート事業 再掲 ¥7,013,000 ¥7,013,000 1,660,215 

46000 鹿児島県  H27 補正 九州地域戦略会議連携事業   ¥4,500,000 ¥4,500,000 1,660,215 

46000 鹿児島県  H27 補正 
地域・家庭での男性の家事・育児参画

応援事業 
  ¥6,966,000 ¥6,966,000 1,660,215 

47000 沖縄県  H27 補正 
結婚・子育てポジティブキャンペーン

プロジェクト 
  ¥1,000,000 ¥1,000,000 1,453,208 

47000 沖縄県  H27 補正 少子化問題を考える広報啓発事業 再掲 ¥9,688,000 ¥9,688,000 1,453,208 
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⑤ 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 市町村事業 
（自治体コード順） ※事業名の後に「再掲」とあるものは、②で既出の事業 

自治体

コード 
都道府県 市町村 予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成 29 年1 月 1

日住民基本台帳

人口（人） 

01100 北海道 札幌市 H27 補正 仕事と暮らしのライフプラン支援事業   ¥8,225,000 ¥8,225,000 1,936,173 

01204 北海道 旭川市 H27 補正 
男性の家事・育児推進事業（イクメン養成

事業） 
  ¥2,938,000 ¥2,938,000 342,036 

01224 北海道 千歳市 H27 補正 父子健康手帳発行事業   ¥130,000 ¥130,000 95,902 

01224 北海道 千歳市 H27 補正 ちとせ子育て特典カード事業   ¥478,000 ¥478,000 95,902 

01460 北海道 上富良野町 H27 補正 中学生のための妊娠・出産・子育て講座   ¥100,000 ¥100,000 10,949 

01514 北海道 枝幸町 H28 当初 枝幸版子育てコーチ養成事業   ¥2,083,000 ¥1,041,000 8,400 

02202 青森県 弘前市 H27 補正 ひろさき子育て PR 事業   ¥833,000 ¥833,000 175,038 

02203 青森県 八戸市 H27 補正 婚活フォーラム開催事業 再掲 ¥560,000 ¥560,000 233,252 

02209 青森県 つがる市 H27 補正 つがる市結婚支援事業 再掲 ¥1,743,000 ¥1,743,000 33,773 

03201 岩手県 盛岡市 H27 補正 ライフデザイン支援事業   ¥2,000,000 ¥2,000,000 291,368 

03203 岩手県 大船渡市 H28 当初 企業団体等による結婚応援推進事業 再掲 ¥2,768,000 ¥1,384,000 37,547 

03203 岩手県 大船渡市 H28 当初 
子育てに温かい社会づくりのための地

域関係者間の情報共有事業 
  ¥1,154,000 ¥577,000 37,547 

04202 宮城県 石巻市 H27 補正 親になるための教育事業   ¥1,500,000 ¥1,500,000 146,608 

04202 宮城県 石巻市 H27 補正 子育てパパ育成講座   ¥300,000 ¥300,000 146,608 

04202 宮城県 石巻市 H27 補正 男性の育児参画促進事業   ¥3,192,000 ¥3,192,000 146,608 

05361 秋田県 五城目町 H27 補正 
幸せに出会い子どもを生み育てる支援

事業 
  ¥2,500,000 ¥2,500,000 9,762 

06204 山形県 酒田市 H27 補正 
妊娠・出産・子育てに対する知識の普

及・啓発事業  
  ¥385,000 ¥385,000 105,024 

06211 山形県 東根市 H28 当初 
電子親子手帳総合アプリ開発による子育

て支援事業  
  ¥3,024,000 ¥1,512,000 47,481 

06212 山形県 尾花沢市 H27 補正 子育てパパ育成事業   ¥495,000 ¥495,000 16,908 

06212 山形県 尾花沢市 H27 補正 あったか子育て世帯育成事業   ¥550,000 ¥550,000 16,908 

07210 福島県 二本松市 H28 当初 二本松市結婚推進支援事業  再掲 ¥1,522,000 ¥761,000 55,965 

07211 福島県 田村市 H28 当初 ポジティブライフデザインセミナー  ¥145,000 ¥72,000 38,003 

07214 福島県 本宮市 H28 当初 まちとひと 魅力度アッププロジェクト 再掲 ¥2,472,000 ¥1,236,000 30,576 

07322 福島県 大玉村 H27 補正 大玉村子育て支援事業「さくらカフェ」   ¥1,271,000 ¥1,271,000 8,536 

08203 茨城県 土浦市 H27 補正 結婚・子育て応援事業  再掲 ¥4,941,000 ¥4,941,000 140,160 

08217 茨城県 取手市 H27 補正 レッツトライ高校生講座  ¥346,000 ¥346,000 106,851 

09201 栃木県 宇都宮市 H28 当初 
家族観・結婚観醸成シンポジウムの開催

事業 
  ¥3,044,000 ¥1,522,000 513,835 

09214 栃木県 さくら市 H27 補正 
結婚、妊娠・出産、子育てに向けてのトリ

プルＰのＷＡ作戦事業 
  ¥1,370,000 ¥1,370,000 44,059 

10206 群馬県 沼田市 H28 当初 未来のライフデザイン啓発事業  ¥1,818,000 ¥909,000 49,170 

11210 埼玉県 加須市 H28 当初 男性子育て参加機運醸成事業   ¥260,000 ¥130,000 11,2300 

12202 千葉県 銚子市 H28 当初 ライフステージセミナー  ¥631,000 ¥315,000 62,390 

12329 千葉県 栄町 H27 補正 
フレー！フレー！パパ・ママ～栄町子育

て応援団事業～  
  ¥4,682,000 ¥4,682,000 21,061 

12347 千葉県 多古町 H27 補正 みんなで子育て応援啓発セミナー   ¥150,000 ¥150,000 14,689 

12347 千葉県 多古町 H28 当初 「あなたもカジメン」スキルアップセミナー     ¥85,000 ¥43,000 14,689 

14100 神奈川県 横浜市 H27 補正 地域における父親育児支援講座   ¥2,710,000 ¥2,710,000 3,649,259 

14100 神奈川県 横浜市 H28 当初 未婚者・親等向け啓発・情報提供  再掲 ¥1,500,000 ¥750,000 3,649,259 

14100 神奈川県 横浜市 H28 当初 子育て家庭応援事業（ハマハグ）   ¥826,000 ¥413,000 3,649,259 
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自治体

コード 
都道府県 市町村 予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成 29 年1 月 1

日住民基本台帳

人口（人） 

14208 神奈川県 逗子市 H27 補正 父子手帳の作成   ¥1,366,000 ¥1,366,000 59,690 

14401 神奈川県 愛川町 H27 補正 
愛川町お父さんと祖父母のための子育

て地域づくり事業  
  ¥238,000 ¥238,000 38,664 

15100 新潟県 新潟市 H27 補正 
人材育成・地域交流型 出会いと婚活支

援事業 
再掲 ¥5,336,000 ¥5,336,000 794,991 

15100 新潟県 新潟市 H27 補正 初めての子育て支援事業   ¥18,300,000 ¥18,300,000 794,991 

15202 新潟県 長岡市 H27 補正 思春期向け次代の親育成事業   ¥1,176,000 ¥1,176,000 272,857 

15206 新潟県 新発田市 H27 補正 
Shibata❤Ｓｔｏｒｙ～しばた版、切れ目のな

い婚活支援～ 
再掲 ¥3,405,000 ¥3,405,000 99,146 

15208 新潟県 小千谷市 H27 補正 未来のパパ・ママスクール事業   ¥260,000 ¥260,000 36,498 

15213 新潟県 燕市 H27 補正 地域子育て応援団育成事業   ¥900,000 ¥900,000 80,796 

15217 新潟県 妙高市 H28 当初 子育て支援者等のつながり拡充事業   ¥1,000,000 ¥500,000 33,343 

15224 新潟県 佐渡市 H27 補正 子育ての悩み解消事業   ¥1,497,000 ¥1,497,000 57,258 

15224 新潟県 佐渡市 H27 補正 ソフリエ（育児を担う祖父）資格認定事業   ¥440,000 ¥440,000 57,258 

16208 富山県 砺波市 H28 当初 若者婚育事業  再掲 ¥804,000 ¥402,000 48,506 

16323 富山県 立山町 H27 補正 孫守りじいちゃん、ばあちゃん応援事業   ¥1,378,000 ¥1,378,000 26,384 

17206 石川県 加賀市 H27 補正 
結婚啓発「ライフデザイン」講座開催事

業   
再掲 ¥7,000,000 ¥7,000,000 67,885 

17384 石川県 志賀町 H27 補正 志賀町縁結び支援事業 再掲 ¥2,700,000 ¥2,700,000 21,129 

19207 山梨県 韮崎市 H27 補正 結婚・子育て応援フォーラム開催事業   ¥1,391,000 ¥1,391,000 29,832 

20203 長野県 上田市 H27 補正 
「結婚・子育てするなら上田市で」結婚・

子育て応援サイト構築事業 
  ¥8,532,000 ¥8,532,000 155,784 

20203 長野県 上田市 H27 補正 
父親の子育て参加支援事業「パパカレッ

ジ上田」 
  ¥1,470,000 ¥1,470,000 155,784 

20219 長野県 東御市 H28 当初 結婚活動支援事業 再掲 ¥1,000,000 ¥500,000 30,121 

20304 長野県 川上村 H27 補正 結婚するなら川上村！PR 事業   ¥7,128,000 ¥7,128,000 3,935 

20388 長野県 宮田村 H28 当初 
宮田村パパママじいばあ多世代による

子育て支援事業  
  ¥1,010,000 ¥505,000 8,897 

20402 長野県 松川町 H28 当初 
未来カレッジまつかわ『若者のための未

来デザイン支援講座』 
再掲 ¥669,000 ¥334,000 13,448 

21215 岐阜県 山県市 H27 補正 山県市結婚支援事業 再掲 ¥4,191,000 ¥4,191,000 27,380 

22100 静岡県 静岡市 H27 補正 

しずおかエンジェルプロジェクト推進事

業 

（ライフデザイン構築啓発事業） 

  ¥905,000 ¥905,000 700,608 

22130 静岡県 浜松市 H27 補正 家族形成意識の醸成事業    ¥17,000 ¥17,000 786,233 

22203 静岡県 沼津市 H27 補正 未来のパパママはぐくみ事業 再掲 ¥1,500,000 ¥1,500,000 195,391 

22206 静岡県 三島市 H27 補正 

妊娠・出産・子育てにやさしい市民総参

加の街づくり事業 ～未来の元気っ子応

援プロジェクト～ 

  ¥899,000 ¥899,000 110,214 

22206 静岡県 三島市 H27 補正 描いてみよう未来のわたし推進事業   ¥209,000 ¥209,000 110,214 

22206 静岡県 三島市 H27 補正 ようこそ三島で子育て応援事業   ¥500,000 ¥500,000 110,214 

22214 静岡県 藤枝市 H27 補正 
藤枝ならではの仕掛けで出会いをサポ

ート“ふじえだであい”創造事業 
再掲 ¥5,166,000 ¥5,166,000 145,069 

22214 静岡県 藤枝市 H27 補正 未来のパパママ応援講座   ¥2,049,000 ¥2,049,000 145,069 

22214 静岡県 藤枝市 H27 補正 

“ささえ愛の輪”創造事業 

～婚活から子育てまでの応援循環サイク

ルの構築～ 

  ¥3,379,000 ¥3,379,000 145,069 

22214 静岡県 藤枝市 H27 補正 子育てマイレージ事業   ¥2,393,000 ¥2,393,000 145,069 

22220 静岡県 裾野市 H27 補正 みらいのパパ・ママスクール   ¥370,000 ¥370,000 52,013 

22220 静岡県 裾野市 H27 補正 地域における子育て支援体制強化事業   ¥601,000 ¥601,000 52,013 
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自治体

コード 
都道府県 市町村 予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成 29 年1 月 1

日住民基本台帳

人口（人） 

25204 滋賀県 近江八幡市 H27 補正 ライフデザイン構築事業   ¥5,297,000 ¥5,297,000 81,021 

27203 大阪府 豊中市 H28 当初 ライフデザイン支援講座  ¥300,000 ¥150,000 398,937 

27203 大阪府 豊中市 H28 当初 とよなか子育て応援団養成   ¥669,000 ¥334,000 398,937 

27211 大阪府 茨木市 H27 補正 トータルライフデザイン構築事業  ¥1,000,000 ¥1,000,000 277,680 

27211 大阪府 茨木市 H27 補正 
次代の親の子育て模擬体験・ライフデザ

イン支援事業 
  ¥650,000 ¥650,000 277,680 

28204 兵庫県 西宮市 H27 補正 次代の親の育成事業   ¥3,521,000 ¥3,521,000 479,440 

28215 兵庫県 三木市 H27 補正 
子育てにやさしい居場所と機運づくり事

業 
  ¥1,912,000 ¥1,912,000 77,647 

28215 兵庫県 三木市 H27 補正 親育ちサポート事業 子育てたすけ隊   ¥688,000 ¥688,000 77,647 

29424 奈良県 上牧町 H28 当初 上牧町子育て応援事業   ¥1,349,000 ¥674,000 22,734 

30201 和歌山県 和歌山市 H27 補正 男性子育て推進事業   ¥1,000,000 ¥1,000,000 369,721 

30201 和歌山県 和歌山市 H27 補正 若者出会い・結婚応援事業 再掲 ¥2,548,000 ¥2,548,000 369,721 

30201 和歌山県 和歌山市 H27 補正 前向き子育て応援事業   ¥5,845,000 ¥5,845,000 369,721 

30203 和歌山県 橋本市 H28 当初 橋本de 愛創出事業 再掲 ¥1,200,000 ¥600,000 64,109 

31202 鳥取県 米子市 H27 補正 ヨネギーズファミリー応援大学   ¥2,219,000 ¥2,219,000 148,190 

33202 岡山県 倉敷市 H27 補正 
倉敷みらい創生戦略 企業・民間事業者

と連携した結婚定住促進事業  
再掲 ¥8,828,000 ¥8,828,000 478,652 

33212 岡山県 瀬戸内市 H27 補正 

地域子育て連携推進事業… 市民がつく

る日本一の子育て広場づくりプロジェクト

…  

  ¥6,600,000 ¥6,600,000 37,537 

33212 岡山県 瀬戸内市 H28 当初 瀬戸内市縁結びサポーター養成講座 再掲 ¥800,000 ¥400,000 37,537 

33461 岡山県 矢掛町 H27 補正 矢掛町結婚コンシェルジュ事業 再掲 ¥4,100,000 ¥4,100,000 14,377 

33461 岡山県 矢掛町 H27 補正 孫育て応援事業   ¥1,200,000 ¥1,200,000 14,377 

33461 岡山県 矢掛町 H28 当初 
地域の孫を知ろう・育てよう ～地域の高

齢者と親・孫世代とのふれあい～  
  ¥200,000 ¥100,000 14,377 

33666 岡山県 美咲町 H27 補正 結婚力スキルアップセミナー事業 再掲 ¥2,700,000 ¥2,700,000 14,865 

34208 広島県 府中市 H27 補正 次代を担う若者創造事業 再掲 ¥300,000 ¥300,000 40,307 

34212 広島県 東広島市 H27 補正 こども未来プロジェクト推進事業   ¥4,691,000 ¥4,691,000 180,001 

34302 広島県 府中町 H27 補正 
まち・まるごと・どこでも安心事業(ママ・

パパと地域と事業者の絆づくり) 
  ¥3,320,000 ¥3,320,000 51,519 

35201 山口県 下関市 H28 当初 
子育てアプリを活用した「地域・多世代」

子育て応援事業 
  ¥9,800,000 ¥4,900,000 265,333 

35202 山口県 宇部市 H27 補正 

知って安心はっぴい大作戦～結婚・妊

娠・出産・育児を応援する担い手育成事

業～ 

  ¥7,407,000 ¥7,407,000 166,345 

36201 徳島県 徳島市 H27 補正 赤ちゃんの駅登録推進事業    ¥3,442,000 ¥3,442,000 254,256 

37205 香川県 観音寺市 H27 補正 
経験を生かした子育てに温かい社会づ

くり・機運の醸成事業  
  ¥2,629,000 ¥2,629,000 61,021 

38204 愛媛県 八幡浜市 H27 補正 八幡浜市縁結びサポート事業  再掲 ¥2,406,000 ¥2,406,000 35,071 

38204 愛媛県 八幡浜市 H27 補正 八幡浜市子育て応援ポスト設置事業    ¥1,691,000 ¥1,691,000 35,071 

38402 愛媛県 砥部町 H27 補正 砥部町赤ちゃんふれあい体験事業   ¥833,000 ¥833,000 21,542 

38422 愛媛県 内子町 H27 補正 内子町 子育てに温かいまち推進事業    ¥692,000 ¥692,000 17,132 

38442 愛媛県 伊方町 H28 当初 伊方町結婚応援事業 再掲 ¥1,400,000 ¥700,000 9,853 

40100 福岡県 北九州市 H27 補正 赤ちゃんふれあい事業   ¥2,690,000 ¥2,690,000 954,377 

40100 福岡県 北九州市 H27 補正 イクジイ・イクメン養成講座実施事業    ¥1,354,000 ¥1,354,000 954,377 

40100 福岡県 北九州市 H27 補正 子育てパパの居場所づくり事業   ¥1,905,000 ¥1,905,000 954,377 

40100 福岡県 北九州市 H27 補正 身近な場所での育児不安の軽減事業   ¥3,176,000 ¥3,176,000 954,377 
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平成 29 年1 月 1
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40130 福岡県 福岡市 H27 補正 
 「子どもは社会のたからもの」キャンペ

ーン 
  ¥15,000,000 ¥15,000,000 1,482,778 

40130 福岡県 福岡市 H27 補正 
若者のライフデザイン＆ライフプラン作

成支援 
 ¥6,000,000 ¥6,000,000 1,482,778 

40215 福岡県 中間市 H27 補正 幸せむすび応援事業 再掲 ¥1,702,000 ¥1,702,000 42,683 

40224 福岡県 福津市 H27 補正 正しい妊娠・出産知識の学習事業 再掲 ¥241,000 ¥241,000 61,376 

40224 福岡県 福津市 H27 補正 「地域を輝かせる育ジイ」事業   ¥1,321,000 ¥1,321,000 61,376 

40224 福岡県 福津市 H27 補正 
フォーラム「笑顔発信基地 in 福津～子ど

もたちの笑顔が広がるまちづくり～」 
 ¥2,500,000 ¥2,500,000 61,376 

40503 福岡県 大刀洗町 H28 当初 ｉｋｉｍｅｎ創生プロジェクト  ¥1,586,000 ¥793,000 15,426 

40522 福岡県 大木町 H27 補正 出会い応援事業 再掲 ¥4,899,000 ¥4,899,000 14,250 

42201 長崎県 長崎市 H27 補正 子育てパパ講座開催費   ¥423,000 ¥423,000 426,429 

42201 長崎県 長崎市 H27 補正 
親育ち学びあい事業費 

（子育て講座ファシリテーター養成） 
  ¥605,000 ¥605,000 426,429 

42201 長崎県 長崎市 H27 補正 赤ちゃんの駅推進費   ¥300,000 ¥300,000 426,429 

42210 長崎県 壱岐市 H27 補正 中学生ライフサイクルセミナー開発事業   ¥1,800,000 ¥1,800,000 27,521 

42210 長崎県 壱岐市 H27 補正 
「子育てに温かい社会」を実感できるワン

ストップ相談窓口を起点とした相談事業 
  ¥4,462,000 ¥4,462,000 27,521 

42210 長崎県 壱岐市 H27 補正 
新婚・子育て世代当事者の市民活動活

性化プログラム開発事業 
  ¥2,400,000 ¥2,400,000 27,521 

42214 長崎県 南島原市 H27 補正 
結婚、妊娠・出産、子育てしやすいまち

No.1 事業  
  ¥3,418,000 ¥3,418,000 47,768 

42214 長崎県 南島原市 H28 当初 
結婚、妊娠・出産、子育てしやすいまち

№1 事業 
再掲 ¥3,804,000 ¥1,902,000 47,768 

42308 長崎県 時津町 H28 当初 家庭教育ファシリテーター養成事業   ¥1,009,000 ¥504,000 30,009 

43100 熊本県 熊本市 H27 補正 
若年層に対する少子化に関する情報提

供・意識啓発事業   
再掲 ¥2,380,000 ¥2,380,000 729,092 

43100 熊本県 熊本市 H27 補正 

「（仮称）くまもと市縁結び隊」の世話人養

成による未婚者に対する結婚支援の推

進事業 

再掲 ¥6,231,000 ¥6,231,000 729,092 

43100 熊本県 熊本市 H27 補正 
保育所等空き情報公開システム開発事

業 
  ¥3,600,000 ¥3,600,000 729,092 

43100 熊本県 熊本市 H27 補正 

「結婚、妊娠・出産、子育て支援優良企

業」認定並びに認定企業・地域における

子育て活動などの事例発表シンポ開催 

  ¥5,670,000 ¥5,670,000 729,092 

43100 熊本県 熊本市 H27 補正 
企業の子育て環境整備応援セミナー事

業 
  ¥940,000 ¥940,000 729,092 

45203 宮崎県 延岡市 H27 補正 発達支援システム実践事業   ¥3,800,000 ¥3,800,000 126,331 

46201 鹿児島県 鹿児島市 H27 補正 ライフデザインセミナー開催事業   ¥990,000 ¥990,000 604,362 

46222 鹿児島県 奄美市 H28 当初 
くゎさばくり応援事業「働きながら子育て

しやすい環境づくり」 
  ¥353,000 ¥176,000 44,143 

46222 鹿児島県 奄美市 H28 当初 
くゎさばくり応援事業「子育てにやさしい

まちづくり」 
  ¥746,000 ¥373,000 44,143 

 
 
⑥ 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 特別区・広域行政

事務組合事業（自治体コード順） ※事業名の後に「再掲」とあるものは、③で既出の事業 

自治体

コード 
都道府県 

 
予算 事業名 事業総額 交付金所要額 

平成 29 年1 月 1

日住民基本台帳

人口（人） 

13105 東京都 文京区 H28 当初 
健康及び家事・育児参画に関する啓発

事業  
  ¥5,388,000 ¥2,694,000 204,795 

13114 東京都 中野区 H28 当初 
若年層への妊娠・出産を通じてのライフ

プラン講座 
 ¥3,102,000 ¥1,551,000 309,767 

 


